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要旨    

 

認知言語学の発展と共に、我々の概念体系の根底を成すとされる「概念メタファー」と、

古典カテゴリー観を批判する「プロトタイプ・カテゴリー」が提唱されるようになってき

た。それに基づき、空間関係概念を表す言語表現の多義性に関する研究が数多く行われて

きた。これらの研究では、空間関係概念を表す語を用いて非空間関係概念を捉えるプロセ

スが解明された。しかし、先行研究の殆どは、方向概念を表す語の多義性を中心に行い、

次元概念を表す次元形容詞の多義性についての考察はまだ少ない。そこで、本研究では認

知言語学の視点から空間関係概念の一種である次元概念を表す次元形容詞に関する多義

性研究を行い、空間関係概念で非空間関係概念を捉えるプロセスで日中両言語の共通点お

よび相違点を分析し対照した。 

第 1 章では、本研究の意義及び構成を紹介した。第 2 章では、先行研究を概観し、その

問題点を指摘した。第 3 章では、本研究のデータ収集方法および研究方法を概説した。 

第 4 章では、日本語の「太・細」と中国語の〈粗・细〉の多義性を、語彙レベルと概念

レベルから対照した。語彙レベルでは、次の 3 点が明らかになった。①日本語の「太」と

「細」はメタファーリンクを介する意味拡張が多いが、中国語の〈粗・细〉はメトニミー

リンクを介する意味拡張が多い；②「太・細」と〈粗・细〉のいずれも、対の中で非対称

的であることが多かった；③プロトタイプ的意味は同様であるが、拡張的意味では「太・

細」と〈粗・细〉はかなり異なっていた。例えば、「太・細」は「人間の身体は肉付きが

良い/よくない」という意味に拡張したが、〈粗・细〉は「細工が粗雑である/上等である」

という意味に拡張している。一方、概念レベルでは、①「太・細」と〈粗・细〉は同様に

空間関係概念群から非空間関係概念群へ写像されている；②「太・細」は「状態」という

抽象概念群に写像されるのに対し、〈粗・细〉は「状態」概念群への写像がない。 

第 5 章では日本語の「厚・薄」と中国語の〈厚・薄〉の多義性を同様に対照分析した。

その結果、語彙レベルでは、①日本語の「厚・薄」と中国語の〈厚〉はメタファーリンク

を介する意味拡張が多いが、中国語の〈薄〉はメトニミーリンクを介する意味拡張が多い；

②日本語の「薄」の拡張的意味はかなり発達しているが、中国語の〈薄〉の拡張的意味は

多くない；③「厚・薄」と〈厚・薄〉は同様に、意味の対の中で非対称性が見られた。一

方、概念レベルでは、①「厚・薄」と〈厚・薄〉のいずれも空間関係概念群から非空間関

係概念群へ写像されている；②「厚・薄」と〈厚・薄〉は写像された非空間関係概念群は

ほとんど同じであるが、それぞれ「厚・薄」の場合「度合」への独特の写像があり、〈厚・

薄〉の場合「質」への独特の写像が見られる。 

第 6 章では日本語の「大・小」と中国語の〈大・小〉の多義性を同様に対照分析した。
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語彙レベルでは、①「大・小」と〈大・小〉はそれぞれの言語において も使用頻度が高

くかつ広範囲に適用できる語である；②中国語の〈大・小〉はメタファーリンクを介する

意味拡張が多いのに対し、日本語の「大・小」はメトニミーリンクを介する意味拡張が多

い。③「大・小」と〈大・小〉では非対称性が見られたが僅かであった；④「大・小」と

〈大・小〉の拡張的意味でも独特な表現が見られる。例えば、「大」は「人間の体型が一

般より上回る」と「威張っている」という意味を表すことができ、〈大〉は「現時点から

の三日前・後または三年前・後」という意味を表すことができる。一方、概念レベルでも、

「大・小」と〈大・小〉は同様に①概念群間の写像が見られ、②同じ非空間関係概念群へ

写像されている、ということが判明した。 

第 7 章では、日中両言語の三次元形容詞の非対称的言語表現を取り上げ、非対称性の要

因を考察した。その結果、①三次元形容詞の意味レベルでは非対称的であるが、概念レベ

ルではより対称的であることが見られた。そのため、非対称性は必ずしも概念上の差異に

よって生じるわけではなく、すべて有標・無標で解釈できないことが解明された；②各対

の次元形容詞のプロトタイプ的意味は対称的であっても、それを成立させる背景知識が異

なるため、異なる知識が活性化されることによって非対称性が生じる；③我々に内在化さ

れた自然法則に反するものは言語化されず、それが非対称性の原因になる可能性がある；

④表されている抽象概念に段階性があるか否かということも言語表現が非対称的になる

要因の一つである、ということが明らかになった。他には、本章では、日中両言語の三次

元形容詞における非対称的表現の機能に関しても考察した。結果としては、次の 3 点が解

明された。①語彙レベルでの非対称的な言語表現は概念レベルから見ると、同じ概念メタ

ファーによって成立していることが多い。②語彙レベルの非対称的表現は実際に相互補完

しながら、概念群をより多面的に表すために存在している。③日本語の三次元形容詞にお

ける相互補完性は中国語より強い。その要因としては、中国語には抽象概念を直接的に表

す表現が数多く存在し、次元形容詞の非対称性はこれらの表現によって補完されているか

らであると考えられる。 

第 8 章では、本研究の内容をまとめた上で、今後の課題を述べた。具体的には、本研究

では日中両言語の三次元形容詞の多義性を中心に考察を進めた。今後、一次元形容詞、二

次元形容詞の多義性はどのような特徴があるか、また、それは三次元形容詞とどのような

関連性があるかなどについての研究が大きな課題になる。 

本研究の意義は、次元概念を表す次元形容詞の多義性を日中両言語の三次元形容詞を中

心に、より体系的かつ多元的に分析することによって、直接に捉えることができない概念

を柔軟に理解する仕組みを解明するとともに、空間関係概念を経由して非空間関係概念を

捉えるプロセスについて、新しい視点から解釈した点である。さらに本研究は、膨大なデ
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ータを分析した実証的研究であり、収集されたデータおよびその分析結果は、取り分け日

本語教育、中国語教育において有用なものになると期待される。 
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本論文における記述の方法 

 

1．「 」は日本語の語、句、文、文章を表す記号である。例えば、「態度」、「話」など。 

2．〈 〉は中国語の語を表す記号である。例えば、〈大〉、〈小〉、〈厚〉など。 

3．“ ”は 英語の語、句、文、文章を表す記号である。例えば、“up”、“down”など。 

4．「 （ ）」は原文に訳文を付く場合に用いられる記号である。例えば、「態度（ 度）」、 

「話（话）」など。 

5．本論文での研究対象である日本語三次元形容詞の「太い・細い」、「厚い・薄い」、「大

きい・小さい」は便宜上「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の形で表す。 

6．本論文における参考文献は言語別に記述する。また、英語と中国語のものをアルファ

ベット順で、日本語を五十音図の順で記述する。 

7．本論文における中国語の和訳はすべて筆者による。 
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第一章 序論 

 

1.1 はじめに 

我々はこの世界に身を置き、たくさんの物事と関わっている。万物と関わる際には、様々

の概念が形成される。直接身体化されている概念には、ベーシック－レベル概念、空間関

係概念、身体運動概念（例えば、手の運動）、アスペクト（つまり行動の出来事の一般構

造）、色彩及びその他1がある。我々はしばしばこれらの具体的な概念を用い、それらを

反映させた言語表現を介し、「感情」、「密度」、「量」、「性格」、「社会地位」などの抽象概

念を理解する。 

近年、認知科学の重要な分野としての認知言語学の発展とともに、従来「言葉の綾」と

されてきた「比喩」が見直され、それは言語表現を豊富にするために存在するだけでなく、

我々の概念体系を構成する根本的なものであると考えられるようになった。具体的かつ基

本的な概念が「概念メタファー（Metaphor）」2を介することで、抽象概念の理解を一層容

易にすると主張されている。具体的には、本来方向概念や運動概念などを表す言語表現が、

優劣や過程などの抽象概念を表す際に用いられることが概念メタファーが存在する証で

あるとされている。また、「必要十分条件」によってカテゴリーのメンバーを規定する古

典カテゴリー観を批判する「プロトタイプ・カテゴリー（Prototype Category）」3も提唱さ

れており、特に多義語の多義性を中心に、その具体概念を表す意味と抽象概念を表す意味

との間に、どのような繋がりがあるかを研究することによって、人間の抽象概念への認知

プロセスが解明できるとも主張されている。 

以上の方法で主に言語の多義性がどのように生じるかについて明らかにされている。そ

れを一言で言えば、我々は抽象概念を認識するため、具体概念を使用しなければならない

という理由である。具体概念には上述のように、空間関係概念はその一種であり、基本的

な概念でもある。その言語表現として「上・下」、「前・後」、「遠・近」などが挙げられ、

特に「上・下」は数多くの場面で異なる概念を表しながら使用されている。以下はその例

である。 

 

a. I’m feeling up. /. He came down with the flu.      （Lakoff & Johnson 1980:15-17） 

b.批判が上がった。/時代が下るにつれ、人口の集中は加速度に増やした。       

（鐘・井上 2013、辻 2003：152） 

c.物价上涨/ 请你明天在下午三点之前到办公室来？ 

                                                  
1 Cf.Lakoff &Johnson（2004：561） 
2 概念メタファー（Metaphor）については Lakoff &Johnson（1986）を参照する。い 
3 プロトタイプ・カテゴリー（Prototype Category）については Lakoff（1999）を参照する 
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（物価が上がった）/（明日午後三時前までに事務所へ来てください）    

（蓝 2005：140、李 1999） 

 

例 a、b、c のように、「上・下」は「気持ち」、「状態」、「量」、「時間」などの非空間関

係概念を表現することができる。これらの非空間関係概念を表す「上・下」と空間位置・

方向を表す「上・下」とがどのように関係し合うかの研究は、空間関係概念を表す表現が

どのようにして非空間関係概念を表す表現として言語化されていくのかということへの

解明に大きな役割を果たしてきた。しかし、「上・下」などの空間位置・方向を表す言語

表現は空間関係概念の一種しか反映していないため、ほかの種類の空間関係概念がどのよ

うに用いられるかについて研究することは、認知プロセスの解明に貢献することができる。

空間関係概念においては、前述の空間位置・方向の概念のほかに、「延長」4を持つ物体が

空間の中に位置し、そのある部分を占める5という概念も常に認識されている。このよう

な空間体験によって形成される空間関係概念を「次元6の概念」と定義する。この概念は、

「長・短」、「深・浅」、「太・細」、「厚・薄」、「大・小」などの言語表現に反映され、次元

形容詞7と呼ばれる。次元形容詞は、従来属性形容詞8の下位分類として、その文法機能や

統語関係、また、その意味特徴をめぐっては数多くの先行研究がある。しかし、この次元

の概念が人間の直接的かつ基本的な概念の反映として、非空間関係概念を理解し、表出す

るために必要不可欠な存在であることは、まだ重要視されていない。そこで、本研究では、

日本語と中国語に存在する三次元形容詞9「太・細」、「厚・薄」、「大・小」/〈粗・细〉、〈厚・

薄〉、〈大・小〉10を対象として、我々がどのようにして次元の概念を用い、非空間関係概

念を理解しているか、また、その言語表現は我々が非空間関係概念を理解する際にどのよ

うな役割を果たしているかについて考察していきたい。 

 

1.2 本研究の構成 

本研究は以下の章から構成される。 

第一章では、本研究の意義及び全体的構成を紹介する。第二章では、先行研究を概観す

る。まず、本研究で用いられる基本概念の定義を行い、それぞれの先行研究を概観する。

また、空間関係概念の由来とその重要性、「概念」、「言語」、「認知」の三者間の関係をめ

                                                  
4 「延長」とは哲学用語である。本論文では「ものが一定の大きさを持つかつ一定の空間を占める」と

いうことを指す。 
5 Cf.西尾（1982:69） 
6 「次元」とは空間の広がりをあらわす一つの指標である。 
7 Cf.西尾（1982:69） 
8 .西尾（1972：21）によって、「属性形容詞」とは客観的な性質・状態の表現を表す形容詞である。 
9 「三次元形容詞」についての詳細は本論文の 2.3.2 を参照されたい。 
10 「 」内は日本語言語表現であり、〈 〉内は中国語言語表現である。 
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ぐって、空間関係概念を反映した多義語に関する諸研究をまとめる。次に、本研究の研究

課題を提出する。具体的には、空間関係概念における次元の概念を取り上げ、その言語表

現である次元形容詞についての先行研究に焦点を置いてまとめる。 後に、先行研究にお

ける問題点をまとめた上で、本研究の目的を提出する。第三章の「研究方法」では本研究

で用いられるデータベースを紹介し、そこから抽出された例に基づき、次元形容詞の多義

性を分析する方法を示す。第四、五、六章ではデータ分析を行う。まず、日中各対の次元

形容詞の意味項目をまとめ、それぞれの多義構造（意味拡張のプロセス、動機づけ、意味

の対称性）、いわゆる語彙レベル11の多義性を分析し、対照する。次に、各次元形容詞の

意味項目が属する概念群によって分類され、いわゆる概念レベル12での多義性がどのよう

な特徴を持つかについて分析し、対照する。その後に続く第七章の「語彙レベルの相互補

完性」では、三次元形容詞の語彙レベルの多義性と概念レベルの多義性がどのように関係

し合うかについて分析し、対照する。第八章の「終論」では、本研究で明らかにした点、

及びその意義をまとめる。また、 後に、本論文では解明できなかったことを今後の課題

として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
11 「語彙レベル」についての詳細は本論文の 3.3 を参照されたい。 
12 「概念レベル」についての詳細は本論文の 3.3 を参照されたい。 
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第二章 先行研究概観および本研究の研究課題 

 

本章では、主に空間関係概念と非空間関係概念とのつながりに着眼し、本来、空間関係

概念を表す語が非空間関係概念に用いられる現象を中心に、その語の多義性はどのような

プロセスを経由して生じているかに関する先行研究を概観した。本研究では、「概念メタ

ファー」と「プロトタイプ・カテゴリー」という二つの理論が中心に用いられるため、ま

ず、それぞれの定義、相関する研究をまとめる。また、本研究の研究対象である三次元形

容詞に関しては、従来の意味記述などの研究と認知的な視点からの研究をそれぞれ概観し

ていく。 

 

2.1 基本概念の定義 

本節では、本研究で用いられる「概念メタファー」理論と「プロトタイプ･カテゴリー」

理論における「メタファーリンク、メトニミーリンク」の定義を行う。まず、伝統的な定

義を以下の通りに示す。 

 

2.1.1 伝統的な比喩 

佐藤（1978：80-142）は「隠喩（メタファー）」を一方のものの名前を他方のものにつ

け、いわゆる「流用する」ことであり（例えば、きつね→きつねのようなずるい人）、「換

喩（メトニミー）」を「含むと含まれる」関係がある二つの物事の名前の「貸し借り」で

あると述べている（例えば、手→人間）。また、「隠喩」と「換喩」はそれぞれ「共通性」

と「隣接性」に基づくと佐藤（1978：80-142）も主張している。 

上述の内容から分かるように、従来、伝統的なレトリックにおける「メタファー」、「メ

トニミー」は「言葉の綾」と見なされている。しかし、認知言語学の発展とともに「メタ

ファー」、「メトにミー」が全く新たな視点から見直されている。それらはより広範囲に用

いられ、さらに言語現象をより体系的に解釈する手段でもある。そのため、「メタファー」、

「メトニミー」は言葉の綾、名前の流用などだけでなく、我々の言語体系、更に概念体系

の構築に、大きな役割を果たしている。13 

 

2.1.2 概念体系を成す比喩 

認知言語学の構成部分である認知意味論の発展とともに、従来、言葉の綾としての比喩

が新たな視点から見直されている。特に、多義語の多義性分析において、大きな役割を果

たしている。本節では認知言語学、認知意味論の理論の大枠を述べた上で、特に認知意味

                                                  
13 本研究では、シネクドキーをメトニミーの一種であると見なす。 
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論で数多く行われている多義語の多義性分析を中心に、「概念メタファー」理論と「プロ

トタイプ・カテゴリー」理論に基づく先行研究をまとめていく。 

 

（一）認知言語学 

認知とは「人間が頭や心によって行う営み」、「人間が行う知的・感性的な営み」である

（籾山 2002：2）。それと密接な関わりを持っている認知言語学について、Lakoff &Johnson

（1999：496）、籾山（2002：2）、辻（編 2005：3）、王（2006：11）、（山梨 2012：2）は

それぞれ次のように定義している。 

 

Cognitive linguistics is a linguistic theory that seeks to use the discoveries of 

second-generation cognitive science to explain as much of language as possible. 

（認知言語学は第二世代認知科学の発見を利用して、言語を可能な限り説明する

ことを求める言語理論である。） 

Lakoff &Johnson（1999：496 計見（訳）2004：561） 

 

認知言語学とはその名のとおり、言語（特に人間の持つ言語に関する様々な知識）

を、人間の行う認知、人間が有する認知能力との関係で考えていこうとするもので

す。 

籾山（2002：2） 

  

広義の認知言語学を一言で定義すれば、環境世界のなかで心的・身体的・物理的

なさまざまな内的経験や相互作用をもちつつ人間の営みを、認知という大きな枠組

みから言語に焦点を当てて明らかにしようとする学問分野ということができる。 

 辻（2003：3） 

 

（认知语言学）坚持体验哲学观，以身体经验和认知为出发点，以概念结构和意义

研究为中心，着力寻求语言事实背后的认知方式，并通过认知方式和知识结构等对语

言作出统一解释的、新兴的、跨领域的学科。 

（（認知言語学は）経験基盤主義に基づき、身体化と認知を出発点とし、概念構造

と意味研究を中心に、言語表現の背後にあり、それを支配する認知メカニズムを探

ると同時に、その認知メカニズムと我々の知識構造などを介して言語を統一的に解

釈しようとする多領域にわたる新しい分野である。） 

王（2006：11） 
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認知科学は、人間の知のメカニズムの解明を試みる学際的な研究プログラムであ

る。（認知）言語学は、認知科学の重要な研究分野の一つであるが、この分野は日常

言語の綿密な分析を通して、人間の知のメカニズムの解明を試みていく。 

山梨（2012：2） 

 

以上の定義に基づき、認知言語学を認知科学の一環であり、言語表現を介し、客観世界

からの体験がどのように人間の認知能力や身体性に関連し合うか、またどのように言語表

現に反映されるかについての研究であるとまとめることができる。 

認知言語学の歴史的背景、発展過程について、代表的な研究としては、Lakoff &Johnson

（1999）、辻（2003）、王（2006）が挙げられる。具体的に見ると、Lakoff &Johnson（1999）

では、主に身体化された概念と言語表現の関係から、特に認知言語学の哲学的基盤の形成

と発展が体系的に述べられている。人間の概念は身体化された結果であり、我々の認知能

力や概念化能力が言語に反映されるという見方は今までの言語学とは大きく異なる点で

あると指摘されている。また、王（2006：36-87）は認知言語学を哲学、心理学および言

語学という三つの分野からその史的な発展をまとめた。辻（2003：17-61）は「言語観」、

「意味観」、「文法観」という三つの観点から、言語はただ記号の組み合わせではなく、我々

の認知能力が関わり、体系的かつ膨大な組織であると指摘している。つまり、認知言語学

は、言語の主体としての人間と客観世界の相互作用に基づく身体的経験から、日常言語の

概念体系の諸相を考察するという新たな言語研究観を提案したと言える。 

 

（二）認知意味論 

従来の意味論研究は、辻（2003）が述べているように、人間の主観的な認知と自然界と

の相互作用を認めずに、意味は独立した体系として研究されてきた。しかし、認知意味論

は、人間はさまざまな認知能力を活用し、自らの身体と自然界の相互作用の元で、意味を

産出すると主張されている。そこで、言語の意味と形式はソシュールが主張するように、

完全に「恣意的」なものでもなければ、生成文法が主張するすべての言語を超越した極め

て抽象的な普遍文法が存在し、個別言語は単に言語獲得装置によって得られたものに過ぎ

ないというものにもならない。Lakoff &Johnson（1999）、山梨（1995）は認知意味論につ

いて、次のように述べている。 

 

 Cognitive semantics studies human conceptual systems, meaning, and inference. 
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（認知意味論は人間の概念システム、意味そして推論について研究する14） 

Lakoff &Johnson （1999：497 計見（訳）2004：561） 

 

言葉は、人間の心のメカニズムに密接にかかわっている。言葉の意味は外部世界

に客観的に存在しているのではなく、われわれの具体的な経験を基盤とする認知の

インターフェイスを介し、理解され動機付けられている。 

山梨（1995：3） 

 

言い換えれば、認知意味論では、言語（語、句、文レベル）の意味を重要視されている。

上述の定義を踏まえ、言語の意味は外部世界にあるものでもなく、単に内在的なものでも

なく、人間が自らの身体と我々を取り巻く環境に根ざした概念体系に基づき、さまざまな

認知能力（カテゴリー化の能力、概念メタファー写像能力、イメージスキーマ能力）を活

用して産出したものである。 

認知意味論では、言語の諸意味がどのように生じるかに関しては、多義語の多義性によ

って、概念メタファー写像の能力とカテゴリー化する能力をめぐって、解明されている。 

 

2.1.3 概念メタファー 

認知意味論では、具象概念群と抽象概念群の間における体系的な対応関係を表す「概念

メタファー」が提唱されている。Lakoff &Johnson(1980：3-5)は「概念メタファー」を次の

ように定義し、主に「構造のメタファー」、「方向付けのメタファー」、「存在のメタフ

ァー」15の三種類があると述べている。 

 

We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in 

language but in thought and action.…The essence of metaphor is understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another. 

（言語活動のみならず思考や行動にいたるまで、日常の営みのあらゆるところにメ

タファーは浸透しているのである。（中略）メタファーの本質はある事柄を他の事

                                                  
14 日本語訳は計見一雄（訳）（2004： 561）による。 
15 概念メタファーの種類に関しては、Lakoff &Johnson(1986：3-52)が次の通りに主張している。構造の

メタファーとは、「ARGUMENT IS WARという概念メタファーのように、議論の中でわれわれが行う

ことの多くは,部分的ではあるが戦争という概念によって構造を与えられているのである。」例えば、

“He attacked every weak point in my argument.”が挙げれらる。また、「方向付けのメタファー」とは、

「HAPPY IS UP ; SAD IS DOWNという概念メタファーのように、概念同士が互いに関係し合ってひと

つの全体的な概念体系を構成しているのである。」例えば、“I'm feeling up.”が挙げられる。次に、

存在のメタファーとは「INFLATION IS AN ENTITYという概念メタファーのように、出来事や活動、

感情や考えを、存在物や内容物としてとらえる。」例えば、擬人化のメタファーの“Inflation has attacked 
the foundation of our economy.”が挙げられる。 
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柄を通して理解し、経験することである。）16 

Lakoff &Johnson(1980：3-5) 

 

また、谷口（2003：44）はLakoff &Johnsonの主張に基づき、概念メタファーを次のよう

に定義している。 

 

従来、メタファーとは、比喩的な言語表現そのものを指していた。しかし、Lakoff 

and Johnsonおよびその後の認知意味論にとっての『メタファー』とは、あくまで概

念レベルで存在する認知的作用を指すように移行する。 

谷口（2003：44） 

 

さらに、王（2006：406）も概念メタファーを以下のように定義している。 

 

隐喻在本质上不是一种修辞现象，而是一种认知活动，对我们认识世界有潜在的、

深刻的影响，从而在人类的范畴化、概念结构、思维推理的形成过程中起着十分重要

的作用。 

（メタファーは本質的にはレトリックではなく、認知メカニズムであり、我々が

自然界を認識する際に、潜在的かつ深い影響を与えている。そのため、メタファー

はカテゴリー化、概念体系、推論をするプロセスで大きな役割を果たしている。） 

王（2006：406） 

 

上述の定義を踏まえ、本研究では「概念メタファー」を次の通りに定義する。 

 

概念メタファー：具象概念群と抽象概念群との類似性に基づき、具象概念群と抽象概

念群の間における体系的な対応関係を表すものである。 

 

概念メタファーの存在に関し、ギブズ（2008：128）はいくつかの実験によって、概念

メタファーが日常発話に大量に存在し、また、これらの表現をメタファー的表現であると

思われていないという特徴があると証明した。この結果から見ると、人間は日常生活で頻

繁に概念メタファーを使用していることが明らかにされた。 

概念メタファーの定義から分かるように、それが持っている も重要な特徴は、ある概

念群から他の概念群へ写像することである。Lakoff &Johnson（1993：46 計見（訳）2004：

                                                  
16 日本語訳は渡部昇一・楠瀬淳三・下谷和幸 （訳）（1986：3）による。 
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63）は、概念群間にある写像関係を子供の感覚運動体験が主観的な体系に規則的に融合す

る現象を用いて証明した。要するに、 初、幼児は主観的な体験と感覚運動体験を同時に

経験する場合は、この二つの領域を融合し、差別があると思われない。その後、この二つ

の領域を分離することができるようになっても、「領域の交叉的連想が持続する」と述べ

られている。そのため、「暖かい笑顔」、「大きな問題」、「近しい友人」などの表現が

生み出される。この「連想」は概念メタファー写像であると主張されている。さらに、

Lakoff &Johnson（1993：47 計見（訳）2004：63）は概念メタファー写像は我々の推論、

経験、言語を構造化する証拠であると主張している。例えば、量、感情などの主観的な判

断が空間関係概念を表す「上・下」によって表現することができる。 

一般的に言えば、我々はより直接に得られる概念からより抽象的、または直接に捉えに

くい概念に写像する傾向がある。その中で、特に空間関係概念に基づき、非空間関係概念

を理解するしくみが数多く研究されている。たとえば、Lakoff & Johnson(1986：18-31)は

「上・下」という空間位置を表す概念を挙げながら、「感情」、「社会地位」、「完成度」、

「状態」などの非空間関係概念を理解するプロセスを詳しく論述している。 

 

2.1.4 メタファーリンク・メトニミーリンク17 

視点を変えてみよう。認知意味論では、多義語を中心に研究が数多く行われている。従

来の多義語研究はすべての意味が含んでいる「意味素性」が必要であると強調されている。

それは「古典カテゴリー観」に基づく研究方法である。しかし、認知意味論の主張におい

ては、語の意味カテゴリーにある諸意味間に「必要十分条件」はなく、むしろメタファー

リンクとメトニミーリンクなどの認知様式によって中心的意味から非中心的意味に動機

づけられているという形である。まず、多義語についていくつかの定義を挙げる。 

 

（一）多義語 

Lakoff &Johnson （1987：416）は、多義語を次の通りに述べている。 

 

It is common for a single word to have more than one meaning. In some cases 

the meanings are unrelated, …They are called instances of homonymy, where two 

words with two totally different meanings happen to be pronounced the same way. In other 

cases, the senses are related, often in such a close and systematic way that we don't notice at 

                                                  
17 メタファーリンクとメトニミーリンクの以外に、シネクドキーリンクもあるが、「種」で「類」また

は「類」で「種」という上位カテゴリーと下位カテゴリーの関係が示されており、本研究では、シネ

クドキーリンクをメトニミーリンクの一種であると見なす。また、メタファーリンクとメトニミーリ

ンクの論述に関しては、山梨（1995：21-33）にも挙げられている。 
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first that more than one sense exists at all. …Such cases are called instances of polysemy.

（単一の単語が二つ以上の意味を持つことはよくある。それらの意味はお互いに関

連を持たないこともある。（中略）これは同音異義（homonymy）と呼ばれるもので

あり、まったく異なった意味を持つ二つの単語が偶然同じ発音形式を持っている場

合を指す。それに対して、意義（sense）がお互いに関連しており、しかもしばしば

非常に密接に、体系的に関連付けられているために、一見しただけでは二つ意所の

意義がそもそも存在しているとは気付かないということもある。（中略）このよう

な場合を多義性（Polysemy）と呼ぶ。） 

Lakoff &Johnson（1987：416 池上他（訳）1993：512） 

 

また、辻（2003：114-115）は、「かく」を例として、「漠然性」（vaguenness）、「曖

昧性/多義性」（vaguness）、「同音性」（homonymy）という概念の関連から多義語の性

質を明示した。辻（2003：114-115）によって、語彙が「漠然性」の段階を仮名で表し、

一つの意味しか持っていない段階である。次に、この語が複数の意味を表すようになった

段階に入り、それを「曖昧性/多義性」の段階であると述べられている。この段階では、

一つの語が複数の指示対象を指しており、また、この複数の対象の間に明確的な境界線が

ない。さらに進むと、複数の意味が分化し、完全に二つの語になる段階に入る。この段階

を「同音性」の段階であると主張されている。この段階では、語の発音が同じであるが、

指示対象が全く異なり、その間に無関係的であるという特徴があるとも述べられている。

この三つの段階を図 2-1 のように示している。本研究で取り扱われる多義語が表の「曖昧

性/多義性」という段階に該当し、言い換えれば、一つの言語形式に 2 つ（2 つ以上）の意

味がある語である。 

 

「かく」  →  「搔く/書く」  →  「搔く」「書く」 

（漠然性）     （曖昧性）       （同音性） 
          （多義性） 

1 語        1 語          2 語 
意味 1 つ      意味 2 つ        意味 2 つ 

辻 （2003：114-115） 

図 2- 1 語の意味の段階 

 

認知意味論では、多義語はカテゴリー化能力の反映であり、そのカテゴリーにおける諸

意味間に、中心的なものと周辺的なものがあり、また、両者はなんらかの関連（メタファ

ーリンクとメトニミーリンク）でつながられている。ここでは、まず、古典カテゴリー観

の主張と問題点を挙げ、また、古典カテゴリー観で説明できないカテゴリーを「プロトタ
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イプ・カテゴリー（例えば、放射状カテゴリー）」によってどのようにして説明されてい

くのかを見ていく。 

 

（二）古典カテゴリー観とその問題点 

古典的カテゴリー観によると、物事があるカテゴリーに属するために、必要十分条件の

すべてを満たさなければならない。つまり、カテゴリーは「属性 1、属性 2、…属性ｎ」

のすべてを持つ必要がある。しかし、「赤」、「鳥」、「game」などのカテゴリーに属する成

員には、必要十分条件が見いだされない（辻 2003：94）。テイラー（2008：66-72）は、

古典的カテゴリー観には以下のような問題点があると指摘し、主に次の 3 点にまとめるこ

とができる。 

①ある対象（a）があるカテゴリー（A）のメンバーであることをどのように判断する

かに関しては説明されていない。 

②対象 a が持つ素性（n1,n2,n3…nx）によって、それがカテゴリーA のメンバーである

ことが分かるが、その素性自体が成立している理由は何か、また、その素性によって a

が A のメンバーであることを確認するより、A が形成された後 a が気付かれると言った

方がよい。 

③古典カテゴリー理論に基づくカテゴリーは日常生活では非常に少ない。18 

さらに、Lakoff（1987：416）は“The classical theory of categories does not do very well on 

the treatment of polysemy.（古典カテゴリー理論は多義語の取り扱いにはあまり適していな

い）”19とも指摘している。 

以上の指摘から分かるように、古典カテゴリー理論で説明ができないカテゴリーが数多

く存在している。特に、古典カテゴリー観に基づく多義語の諸意味がなぜ同じカテゴリー

にあるかについては、うまく説明できない。認知言語学では、カテゴリー化能力は人間の

一般的な認知能力の一種であり、環境を分節し、相互に関係を持って存在する概念によっ

て環境についてまとまった知識を作り上げることであると主張されている（辻 2003：

92-93）。 Lakoff（1993：109-135）、テイラー（2008：75-115）もカテゴリーに属するメン

バーの典型性に注目し、我々は物事をプロトタイプに基づくカテゴリー化をしていると提

唱し、形成されるカテゴリーを「プロトタイプ・カテゴリー」と称した。 

 

（三）プロトタイプ・カテゴリー観 

                                                  
18 「奇数」のカテゴリーのように、「2ｎ+1」（ｎは整数である）という条件に規定される。つまり、「奇

数」というカテゴリーにおけるあらゆるメンバーは平等的であり、他のカテゴリーとの境界線が明白

的である。 
19 日本語訳は池上嘉彦・河上誓作（訳）（1993：512）による。 
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以下、プロトタイプ･カテゴリーを言語に生かす例を挙げる。一つ目として、Lakoff

（1993：98-102）は、「mother」という語を例に、上位カテゴリーと下位カテゴリーから

「放射状構造」を説明している。放射状構造とは、 

 

A radial structure is one where there is a central case and conventionalized 

variations on it which cannot be predicted by general rules. 

（中心的な場合と、それに変化を加えて慣習化された変異体で一般的な規則では

予測できないものとを持つ構造である。） 

Lakoff（1987：84 池上他（訳）1993：99-100） 

 

“mother”のように、 も典型的な意味（上位カテゴリー）と、少々ずれる意味（下位

カテゴリー）である“stepmother”、“adoptive mother”、“birth mother”、“natural mother”、

“foster mother”、“biological mother”、“surrogate mother”、“unwed mother”、“genetic 

mother”の間に、「必要十分条件」は見いだせない。Lakoff（1987：91 池上他（訳）1993：

109）によると、 も中心的なカテゴリーと下位カテゴリーの間に、何らかの関係が存在

している。その関係は実際に“certain general principles of extension（ある種の一般的な拡

張の原理）”であり、中心的ななカテゴリーがその原理によって動機付けられ（motivated）、

下位カテゴリーと繋いでいると主張されている。 

二つ目として、Lakoff（1987）は「プロトタイプ効果」を踏まえ、Dixon が行ったオー

ストラリア原住民の言語研究のケース（図 2-2 を参照）を挙げながら、語の意味カテゴリ

ーの性質を詳しく分析した。 

 

1.Bayi: (human) males, animals  

2.Balan: (human) females, water, fire, fighting  

3.Balam: nonflesh food  

4.Bala: everything not in the other classes 

Lakoff （1987：93） 

図 2- 2 ディクソンが提案したオーストラリア原住民の言語研究のケース20 

 

                                                  
20 日本語訳は池上嘉彦・河上誓作（訳）（1993：111）による。具体的には次の通りである。 
 

Bayi: （人間の）男性；動物 
Balan: (人間の) 女性；水；火；戦い 
Balam: 肉でない食物 
Bala: 以上のクラスに入らないものすべて 
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Lakoff（1987：99-103）によると、この四つの語はそれぞれ多義語と見なしてよい。

なぜ一見無関係な意味が一つのカテゴリーに属するか（例えば、“Balan”という

語は“(human) females”、“water”、“fire”、“fighting”という四つの意味を表

すことができる）というと、“Balan”の各意味はなんらかの動機づけによって結ば

れ、「放射状カテゴリー（radial category）」をなしているというのである（図 2-3 を参照）。 

 

 

Lakoff  （1987：103） 

図 2- 3 放射状カテゴリー 

 

要するに、認知言語学が主張しているカテゴリー観はプロトタイプ･カテゴリーである。

それに基づく語の意味カテゴリーも同じように、均質的なものではなく、必要十分条件も

含まれておらず、むしろより典型的かつ中心的な成員（プロトタイプ的意味）からなんら

かの動機付けによって結びつけられ、放射状的な構造を成している。Lakoff （1993：127-131）

はまた、日本語の数量詞の「本」を取り上げ、全く無関係な対象に「本」を用いて表現す

ることは実際に動機づけられていることを証明した。さらに、 “anger”、“over”、“There”

構文が取り上げられて放射状カテゴリーの実証的研究も行われた。 

 

（四）メタファーリンク･メトニミーリンク 

上述のように、多義語の多義性分析では、古典カテゴリー観は適用できない場合が多い。

プロトタイプ･カテゴリーに基づく放射状カテゴリーが多義語の諸意味の関係をうまく説

明できる。その動機づけについて、主にメタファーリンク、メトニミーリンクが挙げられ

る。 

崎田（2005）は「メタファーとメトニミーはどちらも、我々人間に特有の優れた能力に

基づいた、柔軟で創造的なプロセスである」とその重要性を提唱している。また、谷口

（2003：33、119）は、メタファーを「類似性に基づく比喩」、メトニミーを「近接性に基

づく比喩」であると述べている。これは伝統的な定義を発展させて、意味カテゴリーの各

メンバーの間の動機づけの類型を説明することができる。そのため、本研究では、「メタ
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ファーリンク」と「メトにミーリンク」をそれぞれ次のように定義する。 

 

メタファーリンク：類似性に基づく比喩であり、多義語の諸意味間の関係に筋が通る

解釈を与える動機付けの一種である。 

メトにミーリンク：近接性に基づく比喩であり、多義語の諸意味間の関係に筋が通る

解釈を与える動機付けの一種である。 

 

語彙の意味カテゴリー構造を分析する際に、メタファーリンク・メトニミーリンクによ

って意味ネットワークを構築し、多義語の諸意味間の関連を説明することができる。換言

すれば、語彙の意味カテゴリーにおける非中心的な意味は類似性あるいは近接性によって、

より中心的な意味から拡張すると考えられる。具体的な研究としては、日本語の形容詞「甘

い」の多義性分析、または他の言語にある類義語との対照をしながらそれぞれの多義性を

解明する研究（青谷 2001、Jantima 1999、皆島 2005、武藤 2001）が挙げられる。 

 

2.2 空間関係概念 

「概念メタファー」、「プロトタイプ･カテゴリー」理論が多義語の多義性研究に多く

用いられているとすでに論述した。しかし、概念メタファーは概念群間の写像関係を描く

ものであるのに対し、プロトタイプ･カテゴリーにおけるメタファーリンクとメトニミー

リンクは一つの多義語における諸意味間の動機付けを描くものである。この二つの理論は

多義性研究の異なる側面に適用されるが、両者は共通する目的を持っている。即ち、それ

は我々がどのように抽象概念を理解するかということをめぐって、空間関係概念（＝具体

概念）と非空間関係概念との関連を解明するという目的である。 

 

2.2.1 空間関係概念の定義 

我々はこの世界に身を置き、多くの物事と関わっている。万物と関わる際にはさまざま

な概念が形成されるとすでに述べた。Lakoff &Johnson(1999：497)は、この「概念」に関

して、次のように述べている。 

 

Concepts arise from, and are understood through, the body, the brain, and experience in 

the world. Concepts get their meaning through embodiment, especially via perceptual and 

motor capacities. Directly embodied concepts include basic-level concepts, spatial-relations 

concepts, bodily action concepts (e.g., hand movement), aspect (that is, the general structure 

of actions and events), color, and others. 
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（概念は身体、脳そして世界の中での経験から出現し、それらを通じて理解され

る。概念はそれらの意味するところを身体化、特に知覚･運動能力を経由して獲得す

る。直接身体化されている概念には、ベーシック―レベル概念、空間関係概念、身

体運動概念（例えば、手の運動）、アスペクト（つまり行動と出来事の一般構造）、

色彩及びその他が含まれる。） 

Lakoff &Johnson（1999：497 計見（訳）2004：561） 

 

「概念」の一種である「空間関係概念（spatial-relations concepts）」について、Lakoff 

&Johnson（1999：30）は“Spatial-relations concepts are at the heart of our conceptual system.

（我々の概念システムの心臓部にある21）”と述べており、人間が直接得る概念の一つで

あり、我々にとっては基本的な概念であるとも述べている。また、空間関係概念の形成に

関しては、Lakoff &Johnson（1999：555）は“Our conceptual system is grounded in, neurally 

makes use of, and is crucially shaped by our perceptual and motor systems.（我々の概念システ

ムは我々の知覚・運動システムの中に埋め込まれ、ニューラルにそれを利用し、そしてそ

れによって決定的に形作られている。22）”と指摘し、さらに、“Because concepts and reason 

both derive from, and make use of, the sensorimotor system, the mind is not separate from or 

independent of the body.（概念と理性はどちらも感覚運動系から派生しそれを利用している

から、マインドは身体から分離または独立ではない。23）”と主張している。このように、

我々人間は自らの身体を用い、自然において、知覚や運動能力などを介し、さまざまな概

念を身に付けることができる。さらに言えば、空間関係概念のような具体的かつ基本的な

概念は身体化された結果であると言えよう。 

空間関係概念については、Lakoff &Johnson（1999）のほかにも数多くの研究がある。例

えば、吴（1992）は空間関係概念を表すギリシャ語の考察を中心にギリシャ人の空間関係

概念を分析し、近代空間観との共通点と相違点を詳しく論述している。具体的に、吴（1992）

が直接に得られる空間体験を次の 3 種類に分けている。それが「位置，地方，处所经验

place（位置、場所、居場所の経験）」、「虚空经验 void（空虚の体験）」、「广延经验 extension

（延長の体験）」である24。 

同研究は、現代人が持っている空間関係概念には重要な特徴が二つあり、それは「背景

                                                  
21 日本語訳は計見一雄（訳）（2004：46）による。 
22 日本語訳は計見一雄（訳）（2004：622）による。 
23 日本語訳は計見一雄（訳）（2004：622）による。 
24 吴（1992：67）によって、位置、場所、居場所の経験とは、物事が必ずどこかに存在するという意味

であり、どこかにない物事は存在しないからである。空虚の体験とは、会議が終了し、人が去った後、

部屋は空になったような『空』の体験である。延長の体験とは、物体でもサイズや形状知覚する体験

である。 
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特征和几何化特征（背景特徴と幾何学的特徴）」と述べ、上述の三種類の空間体験もこの

二つの特徴によって統一的に説明される。具体的には、物理的な空間は客観的に存在し、

すべての存在物から独立し、背景としての存在であるともいえる（背景的特徴）ことと、

物理的空間は長さ、奥行きと高さという幾何学的な特徴（幾何学的特徴）を有し、測定す

ることが可能25という二点である。 

一方、空間関係概念は人間が直接に捉える概念の一つとして、直接に捉えられない概念

にも影響するということは数多くの研究で実証されてきた。中でも、代表的なのは王（2006）

である。王（2006：57）は、人間が空間と自らの身体から自然界を認識し始めると主張し

ている。空間関係概念が抽象概念を理解する基盤の一つである。それが概念の出発点であ

り、メタファーの源であると述べられており、空間関係概念の根源性を指摘している。そ

れは空間関係概念は基本的かつ具体的な概念だけでなく、ほかのさまざまな抽象概念を理

解する土台でもあるということである。 

上述の主張から分かることは次の二点である。第一は、空間関係概念は人間が物理的空

間を体験し、知覚して得られたものである。第二は、空間関係概念は非空間関係概念を捉

える土台である。それ故、空間関係概念を重要視する必要があり、また、我々が空間関係

概念をどのように用いて、非空間関係概念（例えば、時間概念や感情概念など）を理解す

るかについて解明する必要がある。また、空間関係概念の研究は人間の認知過程を解明す

ることにも大きな役割を果たしていると考えられる。 

 

2.2.2 空間関係概念を反映する言語表現 

瀬戸（1995：77）は非空間関係概念を得るために、直接身体化された概念を介さなけれ

ばならないと主張している。しかし、空間関係概念がより複雑なものであり、言語によっ

てかなり異なると Lakoff &Johnson （1993：31 計見（訳）2004：46）が述べている。文・

匡（2004）では、空間関係概念は物理的な空間から認知空間へ写像され、さらに言語表現

によって表出されると述べている。具体的に言えば、文・匡（2004）は空間が「物理的空

間」、「認知空間」、「言語空間」の三種類に分けることができると主張している。物理的な

空間は我々を囲んでいる自然界であり、客観的な存在である。また、認知空間とは内在化

された物理的な空間である。更に、言語空間とは言語構造に見られる内在化された物理的

な空間である。図式で表すと図 2-4 の通りである。 

また、山梨（2012：62）も同様に、「空間認知に関わる経験は、日常言語の意味の発現

の背景として重要な役割を担っている」とし、さらに「この種の経験は、空間を直接に反

                                                  
25 吴（1992）は、現代人の空間関係概念はニュートンやデカルトの空間観から大きな影響を受けたドグ

マ的であるものと主張している。 
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映する経験として理解されているのではない。（略）上・下、高・低、前・後、遠・近、

左・右をはじめとする認知主体の主観的な解釈を反映するさまざまな次元によって特徴づ

けられている」と具体的な言語表現を挙げながら空間関係概念の表出法をまとめている。

換言すれば、空間関係概念は人間が物理的な空間と関わり、それを内在化することで、形

成されている。それはさまざまな言語表現によって表出することのできるものである。つ

まり、これらの言語表現を研究すれば、人間がどのように空間関係概念を捉えるのか、ま

た、それを用いてどのように非空間関係概念を理解するのかについて解明することができ

るということになる。また、これらの研究のうち、特に空間関係概念を用い、非空間関係

概念を捉える方法については、すでに論述した 2.3 節にある「概念メタファー」理論と「プ

ロトタイプ・カテゴリー」理論におけるメタファーリンク・メトニミーリンクが多く用い

られている。 

 

            反映する         表出する 

 

 

图 2-1 物理空间、认知空间及语言空间之间的关系 

文・匡（2004） 

図 2- 4 物理的空間、認知空間および言語空間のつながり 

 

（一）空間関係概念を反映した語の多義性研究において、「概念メタファー」理論を用

いた先行研究は次の通りである。 

Lakoff & Johnson（1986）は、人間が自身を取り巻く空間から空間関係概念を得て、そ

の概念に基づきながらさまざまな非空間関係概念を理解することを次の例を用いて証明

した。 

 

例 2-1 

a. I'm feeling up.（気分は上々だ。） 

b. I’m up already.（もう起きています。） 

c. He came down with the flu.（流感で倒れた。） 

d. Things are looking up.（景気は上向きつつある。） 

Lakoff &Johnson （1986：19-24） 

 

例 a、b、c、d はそれぞれ「気持ち」、「目覚めること」、「健康状況」、「経済状況」

物理空间 

（物理的空間） 

认知空间 

（認知空間）

语言空间 

（言語空間） 
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という抽象概念を表している。これらの抽象概念は方向概念を表す“up”と“down”に

よって特徴づけられたため、一層捉えやすくなっている。具体的に言えば、上述の例文の

ように、「気分が上々だ」という意味を表現する場合に、“I’m feeling up”という文によ

って表すことができる。この表現がなぜ容易に理解できるかというと、Lakoff & Johnson 

1980：15 渡部他（訳）1986：20 は“rooping posture typically goes along with sadness and 

depression, erect posture with a positive emotional state.（悲しいことがあったり、気持ちが沈

んでいる時はうなだれた姿勢になり、元気はつらつとしている時はまっすぐな姿勢になる

のが普通である）”というように、身体的基盤に基づいているからであると述べている。

言い換えれば、“up”が空間関係概念を表す場合にもっとも捉えやすく、また、“up”の

空間的方向性を「気分」などの非空間関係概念に与えることによってうまく理解させるこ

とでよりいい効果がある。 

また、概念メタファー写像に基づき、空間関係概念を非空間関係概念へ理解する時の土

台となる研究もある。瀬戸（1997：25、35）は、「メタファーは、飾りではない。伝統的

な意味での『ことばの綾』でもない。それは、私たちの認識を支えることばの根である」

と述べており、さらに、「メタファーは世界を理解するための認識装置であり、同時に、

世界を再構築するための知的方略（ストラテジー）である」とも述べている。瀬戸（1997：

27-32）は空間関係概念に相関する言語表現を列挙しながら、我々は常に「空間内で考え

る」と主張している。例えば、光の明暗に基づき、「明るい性格」「明るい記事」「暗い

過去」などの表現が生み出され、位置表現の「内・外」によって「ことばのなかに意味が

ある」という表現も成り立ち、さらに、「上・下」によって「上下関係」という表現が生

み出され、「内・外」と共に「意味を生む源泉」であると述べている。即ち、概念メタフ

アーは「ことばにとどまらず、私たちの認識や行動を司る」と提唱されている。瀬戸（2005：

73-88）では、「上・下」は「空間軸としてもっとも揺るぎないから」、さまざまなメタ

ファー的表現が生み出され、さらに人間の評価や価値づけにも関係していると主張されて

いる。山梨（1995：49-56、2012：63-67）は、空間にかかわるさまざまな情報が、日常生

活の経験的な基盤の背景として機能しており、日常言語の意味の発現の背景として重要な

役割を担っている、と述べている。概念メタファー写像を介して、空間から時間へ、空間

から他の抽象概念へ、また、格助詞を例にとれば、空間の起点・到達点から因果関係へ、

空間の起点から手段・素材へ理解することが可能になる。具体例は以下の通りである。 

 

例 2-2 

a.次の誕生日がきたら、盛大にお祝いをしよう。 

b.真実に近い。 
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c.息子は寝不足で体調をくずしたらしい。 

d.彼はその道の達人になった。 

e.牛乳でチーズを作る。 

山梨（1995：49-56） 

 

さらに、瀬戸（1995、1997、2005）、辻（2003）、山梨（1995、2012）、赵（2000）、

蓝（2005）などもそれぞれ言語表現を挙げながら、概念メタファーの存在は人間の概念体

系を構築する根源的な存在であると主張している。中国語に関しては、李（2002：324-334）

が「時間」と「社会関係」という非空間関係概念のメタファー的言語表現をまとめている。

ただし、李（2002）は、「上・下・前・後・左・右・内・外」だけでなく、「大・小・深・

浅・遠・近・長・短・高・低」なども同様に空間位置表現と見なし、時間と社会関係をメ

タファー的に表している。 

上述の先行研究から見ると、「概念メタファー」理論を用いる多義語の多義性分析研究

のは多義性が生じるメカニズムが解明されたが、ほとんど「上・下」、「前・後」、「左・右」

などの方向概念を表す語であることも見られた。 

 

（二）空間関係概念を反映した語の多義性研究において、「プロトタイプ・カテゴリー」

理論におけるメタファーリンク・メトニミーリンクを用いる先行研究は次の通りである。 

も代表的な研究としては、Lakoff（1993：125-131）に挙げられている日本語の「本」

の多義性分析である。「棒とテレビ番組は、ともに『本』のカテゴリーに入る（中略）の

は、『本』のカテゴリーの連鎖構造ゆえのことである」と Lakoff（1993：131）が主張して

いる。また、金子（2004）は、「上下・前後・左右」を中心に、身体の方向性とその意味

拡張を考察した。楢和（1998）は、「まえ」に対する方向認識と、「うしろ」に対する方

向の認識が非対称的であるということが、語の空間的意味から時間的意味への拡張におい

て果している役割について考察した。松井（2009）は、英語の right・left と日本語の左・

右の拡張的意味を分析し、「左・右」の概念が生ずる経験的基盤、即ち身体性や文化の影

響について詳しく分析した。森山（2001、2002、2004、2005）は日本語の格助詞の意味拡

張及びその習得を中心に行い、韓（2008）は「決まった手順に基づく多義説」という分析

方法を用いて中国語の空間辞「上」の独立義を認定しているが、意味ネットワーク構築に

ついては空間関係概念を反映したものとして、多義語の意味構造を記述した研究としても

知られている。 

上述の先行研究から見ると、「プロトタイプ・カテゴリー」理論を用いる多義語の多義

性分析研究においては、「概念メタファー」理論と同様に、「上・下」、「前・後」、「左・
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右」などの方向概念を表す語に注目したものが多い。 

 

2.2.3 概念メタファーとメタファーリンク・メトニミーリンクとの対照 

上述の「概念メタファー」理論と「プロトタイプ・カテゴリー」理論が適用する研究は、

研究対象が重なっている場合が多い。なぜなら、概念メタファーによる考察とメタファー

リンク・メトニミーリンクによる考察は、同じ研究対象の二つの側面からの考察に他なら

ないからである。このような「概念メタファー」理論と「プロトタイプ・カテゴリー」理

論の本質的な違いは、以下の概念メタファーとメタファーリンク・メトニミーリンクとの

対照から明らかにすることができる。 

 

（一）概念メタファーの例 

これまでも述べてきたように、「概念メタファー」は「シスマティックな写像」26であ

る。 

 

例 2-3 

a.彼はアパートの上の階に住んでいる。  

b.一番上の兄はもう独立している。 

c.株価が一気に上がった。 

d.設計技法に関しては、私より彼の方が上だ。 

e.運動機能を高める。 

f.宙に浮いた言葉。 

g.ジャケットの下には、薄いシャツを着ています。 

h.政治家が行政マンを圧倒した選挙だった。 

i.監督責任が欠落していた。 

j.体が痛むと気持ちが沈む。 

g.田中さんと比べたら、経験も能力も私のほうがずっと下だ。 

荒井（2011：48、49、156、157）、森山（2012：33）、鐘・井上（2013） 

 

例2-3の各例文の下線部から、一つの共通点を抽出することができる。それは「ウエ」、

または「シタ」というイメージが含まれているところである。ここでの「ウエ」と「シタ」

は具体的な名詞「上」、「下」ではなく、我々の脳内に形成され、さまざまな概念（言語

                                                  
26 Cf. 崎田（2005）。 
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表現）を含んでいる概念系列としての空間関係概念27である。空間関係概念にある垂直方

向概念である「ウエ―シタ」を図式化すれば次の通りである。 

 

             ウエ（上、上がる、浮くなどの表現を含んでいる） 

 

 

              シタ（下、沈む、圧倒するなどの表現を含んでいる） 

図 2- 5 概念メタファー 

 

図2-5から分かるように、「ウエ―シタ」という垂直方向概念群28は、例2-3に挙げられ

た言語表現が属する「空間位置」、「数量」、「感情感覚」、「状態」、「優劣評価」と

いう概念群の間にに写像関係が見られる（図2-6を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

垂直方向概念群           優劣評価概念群 

     概念メタファー写像 

図 2- 6 垂直方向概念群から優劣評価概念群への概念メタファー写像29 

 

概念メタファーとはこのように、一方の概念群から他方の概念群へ写像するプロセスで

ある。 

 

（二）メタファーリンクの例 

                                                  
27 本論文の第 2 章 2.1 を参照されたい。 
28 概念群はさまざまの概念の集合である。下記の「感情感覚」、「質」、「健康状況」、「社会地位」、「天気

状況」なども「ウエ」と「シタ」と同じように、具体的な言語表現ではなく、我々の脳に形成された

総合的なイメージである。たとえば、「感情感覚」という概念群の場合に、その下位分類として、「気

持ち」、「気分」、「機嫌」など言語表現（言語化された概念）が挙げられる。線矢印は「ウエ―シタ」

のイメージスキーマであり、点線矢印は写像されたイメージスキーマである。 
29 実線両矢印は「ウエ―シタ」のイメージスキーマであり、点線両矢印は写像されたイメージスキーマ

である。実線丸は空間関係概念群を表し、点線丸は抽象的な感覚感情概念群を表す。二つの両矢印の

間にある太い右向きの矢印は写像するプロセスである。 

ウエ 
（上、上がる、浮くなど） 
 

 

シタ 
（下、沈む、圧倒するなど） 

優れる 
 
 
 

劣る 
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概念メタファーとは異なり、メタファーリンクは多義語の諸意味間の関係に筋が通る解

釈を与えるために存在する。山梨（1995：21-22）は「メタファーに基づく拡張のプロセ

スは、語彙レベルの意味の拡張に密接にかかわっている。この語彙レベルの拡張（特に語

彙レベルにおける意味の拡張）の典型的な事例としては、類義性（polysemy）の問題が挙

げられる」と述べている。また、山梨（1995：22）は「頭」という語の原義と拡張的意味

との関係をメタファーリンクを用いて説明している。 

 

山梨（1995：22） 

図 2- 7 多義語「頭」の諸意味におけるメタファーリンク 

 

山梨（1995：22）は「表1（＝図2-7）に示されるように、〈物理的〉、〈社会的〉、〈量

的〉、〈抽象的〉などの位置関係による原義の拡張に基づく規定がが可能になる。ここで

は、この意味の拡張の関係をメタファーリンクと呼ぶことにする」と述べている。本研究

でのメタファーリンクは山梨（1995）の主張と本質的には同じものである。 

さらに、メタファーリンクの具体例として、日本語の多義語である「甘い」の諸意味間

の関係を挙げる。今井（2011：47）は「甘い」の意味を次の12項目に分類した。それは「砂

糖のような味」（基本義0）、「匂いが砂糖のようだ」（拡張義0a）、「口当たりがいい」

（拡張義1）、「音がいい」（拡張義1a）、「光景・表情がいい」（拡張義1b）、「行為

が魅惑的だ」（拡張義2）、「言葉巧みに悪いことに誘う」（拡張義2a）、「辛さ・塩辛

さが不十分だ」（拡張義3）、「機能が不十分だ」（拡張義3a）、「考え・思慮が不十分

だ」（拡張義3b）、「厳しさが足りない」（拡張義3c）、「行為の結果が不十分だ」（拡

張義3d）であり、具体例は例2-4の通りである。 

 

例2-4 
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a.疲れたときは甘いものが食べたくなる。 

b.バラから甘い香りがする。 

c.私は辛い酒よりも甘い酒の方が好きだ。 

d.彼女の甘い声で電話に出た。 

e.あいつの甘い見かけにだまされてはいけないよ。 

f.早く結婚して甘い生活を送りたい。 

g.世の中、そんなに甘い話があるものか。 

h.この味噌汁はまだ甘いので味噌を足しましょう。   

i.この自転車はブレーキが甘いので危ないです。 

j.世の中を甘く見てはいけない。 

k.どこの父親も娘に甘いものだ。 

l.ネジの締めが甘い。 

今井（2011：47-52） 

 

例2-4に挙げられているように、異なる意味を表すが、同じ「甘い」で表現する。「甘

い」で表現されているこれらの異なる意味の間に、なんらかの関連があることも示されて

いる。この関連性は実際に我々が無意識に認知能力を働かせ、一方の概念を用い、異なる

概念に関連づけることによって生じるものである。具体的には、「甘い」の諸意味を一つ

のまとまり（意味カテゴリー）とみなし、その間にある関係を意味ネットワークの形で挙

げることできる（図2-8を参照）。 

 

今井（2011：47） 

図 2- 8 多義語「甘い」の意味ネットワーク 
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図2-8には明記されていないが、今井（2011）は各意味項目がどのように派生されたか

について解説した。例えば、拡張義0a「匂いが砂糖のようだ」の派生プロセスは「甘くて

おいしいように、匂いが甘くていいことを表す」であると解説している。言い換えれば、

本来味覚を表す「甘い」が嗅覚を表すようになることは「感覚の類似性」に基づくと主張

されている。つまり、拡張義0aはメタファーリンクを介して基本義から拡張している。 

メタファーリンクを概念メタファーと対照すれば、概念群の写像関係を描くか、同じ語

が異なる意味を表すプロセスを描くかのように、本質的に異なるものである。要するに、

メタファーリンクとは個々の概念の基本的意味と拡張的意味の間に繋げられる合理的な

推論であるといえる。概念メタファーは二つの概念群の間にある写像関係である。 

 

（三）メトニミーリンクの例 

一方、メトニミーリンクもメタファーリンクと同じように、多義語の各意味間の関連づ

けの一つである。山梨（1995：23）は「頭」の拡張的意味における「人数」、「髪」、「脳

の働き」、「知能」、「心」、「念頭」という意味と原義である「身体部位としてのかし

ら、こうべ」という意味との関係を次のように説明している。 

 

表2（＝図2-9）に示されるように、〈全体〉に対する〈機能〉などの近接性（ない

しは隣接性）の関係によって拡張されている。ここでは、この種の関係をメトニミ

ーリンクの関係と呼ぶことにする。 

 

山梨（1995：23） 

図 2- 9 多義語「頭」の諸意味におけるメトニミーリンク 

 

メトニミーリンクに関しては、さらに次のような例が挙げられる（例2-5を参照）。 
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例2-5 

a. The first violin（楽器→演奏者） has the flu. 

b. That French fries （注文品→注文客）is going impatient. 

c. The kettle（容器→内容物） is boiling. 

d. Look at those windmills. The white（色→色を持つ物体） is turning but the brown（色→

色を持つ物体） is not turning. 

e. 私はどんぶり（容器→内容物）が好きだ。 

f. 一升瓶（容器→内容物）を飲み干す。 

g. 手（人間の一部→人間）が足りないから手伝って。 

h. チョムスキー（著者→著作）を研究する。 

籾山（2002：76-80）、山本（2013）、山梨（2004：120-121） 

 

例2-5から分かるように、“first violin”、“French fries”、「どんぶり」、「手」など

は本来の意味ではなく、カッコ内に明記しているように、それぞれ「演奏者」、「注文客」、

「内容物」と「人間」を意味する。これらの表現はそれが表す物事との間に隣接関係があ

り、いわゆる拡張的意味としての「演奏者」、「注文客」、「内容物」と「人間」はメト

ニミーリンクによって動機づけられる。 

メトニミーに関しては多義語だけでなく、慣用句にも多く見られる。その基盤として、

Langacker（2008：83-84）が「参照点関係」を提案し、具体的に次の通りに述べている。 

 

We often direct attention to a perceptually salient entity as a point of reference to help 

find some other entity, which would otherwise be hard to locate.…Clearly, then, we have 

the ability to invoke the conception of one entity in order to establish ‘mental contact’with 

another.The entity first invoke is called a reference point, and one accessed via 

areference point is referred to as a target. A particular reference point afford potential 

access to many different targets. Collectively, this set of potential targets constitute the 

reference point’s dominion. Thus a reference point relationship comprises the elements 

depicted in figure 3.14. 

（位置づけることが困難なものの特定を助けるために、知覚的に際立っている

ものを参照点として、聞き手の注意をそこに向けさせることがある。（中略）我々

は、ある者との『メンタル・コンタクト』を作り上げるために、他のものの概念

を喚起する能力を備えている。 初に喚起されるものは参照点と呼ばれ、その参
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照点を経由して指示されるのがターゲットである。ある特定の参照点は、多くの

異なるターゲットへアクセスする可能性を持つ。潜在的にターゲットとなるもの

はまとまりをなし、参照点のドミニオン（dominion）を構成している。従って、

参照点関係は図3.14（＝図2-10）に示される要素からなる。） 

 

 

Langcker（2008：83-84 山梨（監訳）2011：109） 

図 2- 10 参照点関係 

 

図2-10では、参照点としてのRとターゲットとしてのTは同じD（ドミニオン）に属する

ことがメトニミーの も大きな特徴であると言える。つまり、異なる領域、ドメインの間

ではメトニミーは発生しない。 

本研究でのメトニミーリンクは山梨（1995）の主張と本質的にほぼ同じものであるが、

上述のいくつかのメトニミーのパターンとは異なり、「焦点移動により、異なる部分をプ

ロファイル30する」という現象もメトニミーリンクとみなす。Dewell（1994）は“over”31

を例に、そのプロファイル変換について例2-6の例文を挙げながら説明している。 

 

例2-6 

a.The plane flew over the hill. 

b.Sam fell over the cliff. 

c.The plane climebed high over the city. 

d. The plane should be over Baltimore by now. 

e.Sam is over the bridge now. 

f.Sam lives over the bridge. 

Dewell（1994） 

 

“over”に関して、Dewell（1994：353）は次のようなイメージスキーマを挙げている。 

                                                  
30 Langcker（2008：66）は「プロファイル」を“The profile can also be characterized as what the expression is 

conceived as designating or referring to within its base(its conceptual referent)”と主張している。 
31 Dewell（1994）の“over”に関するイメージスキーマ変換の事例が河上（2005：101-109）にも紹介さ

れている。 
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Dewell（1994：353） 

図 2- 11 “over”の中心的なイメージスキーマ 

 

また、例2-6の各例文にある“over”は厳密にいうと異なる意味を表す。Dewell（1994：

355-358）はそれを順に図2-12の通りに挙げた。 

 

 

 （例文a          例文b          例文c） 

 

（例文d         例文e           例文f） 

Dewell（1994：355-358） 

図 2- 12 “over”のプロファイル変換 

 

例2-6にある例文は図2-12の各図に対応している。たとえば、例2-6a“The plane flew over 

the hill”における“over”は飛行機が山を飛び越える際に描く弧の一部を指す。また、例

2-6bにおける“over”は崖から落ちる際に描く弧を指す。そのため、例2-6aとbの“over”

は同じ言語表現であるが、実際に際立たせる部分が異なるため、意味も異なると考えられ

る。このように、異なる部分を際立たせることによって起こした意味拡張はメトニミーリ

ンクを介した意味拡張であると本研究は主張する。 

また、瀬戸（2005：117）はメトニミーとは「（現実）世界の中で隣接関係にあるもの

とものの間で、一方から他方へ指示が横滑りする現象である」と述べており、「語用論的

メトニミー」、「統語的メトニミー」、「語彙的メトニミー」という三種類があると主張

している（瀬戸 2005：138）。語用論的メトニミーと統語的メトニミーについて、それぞ

れ瀬戸（2005：112-113、139-141）で挙げられている「四〇ワットの電球がありますか」

と“She always wears jeans to school.”という例で説明されている。具体的には、「四〇ワ

ットの電球がありますか」を発話する場合に、実際に「四〇ワットの電球を買いたい」と
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いう意味をしている。「四〇ワットの電球がありますか」という存在を確認する発話によ

って、「買いたい」という旨を指示することは語用論的なメトニミーである。それとは異

なり、“She always wears jeans to school.”という文における“wear”は本来「（衣服など

を）身につけている」という味を表すが、この文では“to”に促され、「（衣服などを）

身に付けて移動する」という意味を表すことになる。 後の語彙的なメトニミーについて、

「私がうれしい」と「うれしい知らせ」という二つの例が挙げられ、後者の「うれしい」

は「うれしいという結果」で「人をうれしくさせる」という「原因」を表すため、いわゆ

る時間的な隣接性によって、意味拡張されている。 

上述の「時間的な隣接性」について、瀬戸（2005：112）は「名詞の例を挙げて空間的

なズレを見たが、形容詞や動詞では、しばしば時間的なズレとして現れる」と主張し、下

記の図2-13に内訳を挙げて説明していく。瀬戸（2005：143-155）はメトニミーが発生す

る場合によってメトニミーを「空間のメトニミー」、「時間のメトニミー（全体・部分）」、

「時間のメトニミー（原因・プロセス・結果）」、「時間のメトニミー（参与者・プロセ

ス）」、「時間のメトニミー（参与者・結果）」と「特性のメトニミー」という6種類に

分けている。その内訳を次の表2-1～表2-3の通りに示す。 

 

表 2- 1「空間のメトニミー」 

転義パタン 例 
全体で部分 eye（目→眼球）、neck（首→首肉） 
部分で全体 wheel（車輪→自動車）、longhair（長髪→長髪の人） 
入れ物で中身 head（頭→頭脳）、bottle（ビン→中身） 
中身で入れ物 trash（ゴミ→ゴミ箱） 
図地反転 spray（〈ペンキを〉吹き付ける→〈壁に〉吹き付ける） 
空間隣接 red cap（赤い帽子→ポーター）、road（道路→市街） 

瀬戸（2005：143-155） 

 

表 2- 2「時間のメトニミー」 

隣接性の種類 転義パタン 例 

全体・部分 

全体で部分 sleep（寝る→セックスする）、banquet（祝宴→ごちそう） 

部分で全体 breathe（息をする→生きている）、cradle（揺りかご→幼年

時代） 

原因・ 

プロセス・

結果 

原因でプロセス fire（火→火事）、cause（原因→引き起こす） 

プロセスで原因 quarrel（けんか→けんかの原因）、headache（頭痛→頭痛の

種） 

プロセスで結果 purchase（購入→購入品）、splash（はねる→はね） 

結果でプロセス mark（点数→採点する）、hole（穴→穴をあける） 

原因で結果 heal（治す→治る）、virus（ウイルス→ウイルス性疾患） 

結果で原因 thaw（解ける→解かす）、death（死→死因） 

参与者・ 行為者でプロセス author（著者→著作する）、butcher（肉屋→〈肉を〉切る）
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プロセス プロセスで行為者 advocate（唱道する→唱道者）、guard（守る→守る人） 

道具でプロセス hammer（金づち→金づちで打つ）、knee（膝→膝でける） 

プロセスで道具 invitation（招待→招待状）、tie（結ぶ→ネクタイ） 

素材でプロセス flour（小麦粉→小麦粉を振る）、paint（ペンキ→ペンキを塗

る） 

プロセスで素材 cure（治療する→治療薬）、donation（寄付→寄付金） 

場所でプロセス shelve（棚→棚にしまう）、bag（バッグ→バッグに入れる）

プロセスで場所 walk（歩く→歩道）、stop（停止→バス停など） 

 

対象でプロセス dust（埃→埃を払う）、milk（ミルク→ミルクを絞る） 

プロセスで対象 date（デート→デートの相手）、love（愛→恋人） 

参与者・ 

結果 

行為者で結果 Mozart（モーツァルト→その曲）、Toyota（トヨタ→その車）

結果で行為者 joy（歓び→歓びの元）、victory（勝利→（V～）勝利の女神）

道具で結果 knife（ナイフ→ナイフによる傷）、pen（ペン→文章） 

結果で道具 shade（陰→ブラインド）、type（活字→植字用の活字） 

素材で結果 glass（ガラス→ガラスコップ）、leather（皮→革製品） 

結果で素材 ecstasy（恍惚→ドラッグ）、gloss（光沢→リップグロス） 

場所で結果 Bordeaux（ボルドー→そのワイン）、china（中国→磁器） 

 結果で場所  

瀬戸（2005：143-155） 

 

表 2- 3「特性のメトニミー」 

転義パタン 例 
特性でもの beauty（美→美人）、homeless（ホームレス→その人） 
物で特性 orange（オレンジ→オレンジ色）、jerk（間抜けな奴→間抜け） 

瀬戸（2005：143-155） 

 

（四）三者間の相違と関連 

上述の内容をまとめると、次の2点が分かる。 

 

A：概念メタファーとは概念群間の写像関係を描くものである。 

B：メタファーリンク・メトニミーリンクは個々の多義語にある諸意味間の関係を描く

ものである。 

 

この2点をさらに次の例を挙げながら説明していく。 

 

例2-7 

a.設計技法に関しては、私より彼の方が上だ。             （＝例2-3d） 

b.田中さんと比べたら、経験も能力も私のほうがずっと下だ。    （＝例2-3g） 

c.寒かったので、シャツの上に厚手のセーターを着た。      （荒井2011：48） 
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例2-7にある「上」と「下」は具体的な空間関係（垂直方向概念）を表さず、物事の優

劣評価を意味する。換言すれば、例2-7aの「上」が「優れる」という意味を表し、bの「下」

が「劣る」という意味を表す。このように、本来の垂直方向概念を表す「上」と「下」が、

「能力」、「経験」などの抽象概念の優劣評価という意味を表すようになったものは「上」

と「下」の意味拡張とみなす。つまり、「上」と「下」は「より高い/低い位置にある」

という特徴を「地位」という概念に付けるようにした。これをメトニミーリンクを介して

意味拡張していると見なす。また、「能力」の場合に、「優れる/劣る」という特徴は「上・

下」と類似しているため、メタファーリンクを介する意味拡張である。一方、概念メタフ

ァーの視点から見ると、言語表現である「上」と「下」は「空間関係概念群」に属し、「能

力の優劣」、「経験の優劣」と「地位の優劣」は「優劣評価概念群」に属する。この二つ

の概念群の間に、「優れることはウエ、劣ることはシタ」という写像関係が見られる。言

い換えれば、「空間関係概念群」が概念メタファーによって、「優劣評価概念群」に写像

されている。図2-13は概念メタファーとメタファーリンク・メトニミーリンクの関係を示

している。 

 

          メトニミー・メタファーリンク 

             

 

メトニミー・メタファーリンク 

 

 

 

 

 

     

空間関係概念群           優劣評価概念群 

          概念メタファー写像   

図 2- 13 概念メタファー写像とメタファーリンク・メトニミーリンクの関係 

 

図2-13から分かるように、二つの概念群（空間関係概念群、優劣評価概念群）の間に、

概念メタファー写像によってより抽象的な優劣評価概念群が理解される。また、一方の概

念群における個々の概念（たとえば、空間関係概念群にある概念「上」）がメタファーリ

 
ウエ 

 
 
 

シタ 

良い 
 
 
 

悪い 

地位、能力など 

地位、能力など 

上など 

下など 
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ンク、或いはメトニミーリンクを介して意味拡張を起し、拡張された意味は他方の概念群

（優劣評価概念群における概念「能力が優れる」）に属することもある。 

ただし、概念メトニミーは概念メタファーのように概念群を跨ぐことがない。概念メト

ニミーとは個々のメトニミー表現を統一させるより抽象的なものと言ってよい（例2-8を

参照）。 

 

例2-8 

a.The kettle is boiling.                         （＝例2-5c） 

b.私はどんぶりが好きだ。                       （＝例2-5e） 

c.一升瓶を飲み干す。                         （＝例2-5f） 

 

例2-8における‘kettle’、「どんぶり」、「一升瓶」はメトニミーリンクを介して、‘water’、

「食物」、「お酒」を意味している。また、例2-8をまとめてみると、「容器」から「内

容物」に焦点を移るという概念メトニミーを抽出することができる。ただ、「容器」と「内

容物」は同じ概念群に属するものである。 

上述の先行研究では、「概念メタファー」と「メタファー」という二つの表現があるが、

同じ対象を指す場合もあるが、異なる対象を指す場合もある。本研究は、「概念メタファ

ー」と「メタファー」を異なるものとして扱う。谷口（2003：44）は「比喩的表現は、概

念レベルのメタファーを言語的に具体化したもの、つまり『メタファー表現』(metaphohcal 

expression)であるということになる」と述べており、蓝（2005：112）もメタファーは実

際に言語表現に表出される概念体系であり、我々の概念体系の根ざしており、単に言語表

現を豊富するための飾り物ではないと述べている。このことから、本研究では概念体系を

構成する知的に働くプロセスを「概念メタファー」といい、それは概念体系の根源をなす

ものである。それに対して、具体的な言語表現を「メタファー的言語表現」といい、「概

念メタファー」に基づく、生み出す個々の具体的な使い方とする。「概念メタファー」は、

特に上述の空間関係概念から他の抽象概念へ写像される際に、身体的基盤によって拡張さ

れる、言い換えれば共起性を介し、拡張したものである。このように考えるならば、「概

念メタファー」は「メタファー的言語表現」より上位的な存在であり、我々の思考過程に

ある言語表現を支配する根本的なものであると言える。 

 

2.3 本研究の研究課題 

上述の内容からも分かるように、先行研究ではほとんど方向概念を表す名詞、接頭語な

どの多義性をめぐって、「概念メタファー」理論と「プロトタイプ・カテゴリー」理論を
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用い、考察されている。多義語として、形容詞も挙げられ、特に物体のサイズなどを表す

形容詞も幅広く使用されている。そのため、形容詞の多義性を研究することによって、抽

象概念を理解する方法をさらに明確化することができる。 

 

2.3.1 形容詞の定義と分類 

従来の形容詞研究には、客観的な性質･状態の表現を表すものと、主観的な感覚･感情を

表すものがあり、属性形容詞、感覚形容詞と感情形容詞に分類するのが一般的である（樋

口 1996、細川 1993、北原 2010、森田 1980、西尾 1972、丹保 1991）。一方、中国語形容詞

について、朱（1982）は「凡受很修饰而不能带宾语的谓词是形容词（『とても』という副

詞に修飾され、かつ後ろに目的語は付いてはいけない語は形容詞である）」と主張してい

る（たとえば、「很红（とても赤い）」）。そのほか、動詞の下位分類として扱われ、ある物

事の性質や特徴がほかの物事から区別され、人間や物事が現れる状況や状態を表す語であ

り、主に「属性形容詞（性质形容词）」、「状態形容詞（状 形容词）」、「区別詞（類別語）」

のような三種類があると主張されている（韩 2001、罗 1996、吕 1994、赵 1979）。つまり、

従来の形容詞研究では、主に形容詞は「属性形容詞」と「状態形容詞」という二つに分け

られ、物事の性質や状態を修飾する機能、或いは感情や感覚を表出する機能を持つ語とし

てみなされているということである。 

形容詞の定義から分かるように、物事の性質を表す形容詞は「属性形容詞」といい、日

中両言語にとも存在する。属性形容詞の中には、「物事が空間の中に位置し、そのある部

分を占めている」（西尾 1972：69）ことを表す語群として「大・小・高・低・長・短・深・

浅・太・細・厚・薄・遠・近（大・小・高・低・长・短・深・浅・粗・细・厚・薄・远・

近）」が挙げられ、小出（2000）、陆（1989）、西尾（1982）はこれらの語を「次元形容詞」

と名づけている。しかし、次元形容詞を次元概念の反映として取り扱われることはまだな

い。 

 

2.3.2 次元概念を反映する次元形容詞  

空間関係概念を反映する言語表現の考察は上述のように、認知言語学・認知意味論の視

点から、さまざまな多義語を対象に行われている。その中では、特に「上・下」をはじめ

とする「前・後」、「左・右」、「内・外」、「中心・周辺」の空間関係概念を反映するものを

取り出し、認知主体としての我々の身体性、認知能力の概念メタファー写像能力とカテゴ

リー化能力を持つことを実証し、また、空間関係概念の根源性、非空間関係概念と空間関

係概念との密接な関わりも明確に示されている。しかし、分析された「上・下」などは空

間の方向・位置概念を表し、人間が自らの身体を基準として体験し得た概念である。それ
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らとは異なり、物体は人の身体と直接には関わらず、独立的な個体として存在し、空間の

一部を占めることを知覚することがある。この種の空間体験から得た概念を「次元の概念」

といい、また、「次元の概念」は主に「形容詞」という言語表現によって表されているた

め、本研究では、これらの形容詞を先行研究にすでに名づけた「次元形容詞」と呼ぶこと

にする。そのため、本研究の「次元形容詞」の定義を西尾（1972）の定義を踏まえ、次の

通りにまとめる。 

 

次元形容詞：物事が空間の中に位置し、そのある部分を占めていることを知覚し概念

化され、また、言語化されたものである。 

 

続いて、次元形容詞に関する先行研究を日本語、中国語と対照研究という三つの側面か

ら概観する。 

 

（一）日本語次元形容詞 

日本語次元形容詞についての代表的な研究として、国廣（1982）がある。国廣（1982：

167-169）は、「オオキイ・チイサイ」は他の形容詞と抽象度を異にしているという点で区

別している。また、「ベクトル性」という観点から「タカイ・ヒクイ」、「フカイ・アサイ」

と「トオイ・チカイ」を体系化し、また「ベクトル性」を含まないという観点から「ナガ

イ・ミジカイ」、「フトイ・ホソイ」、「アツイ・ウスイ」、「ヒロイ・セマイ」という次元形

容詞を体系化した。具体的には、以下の通りにまとめられる。 

 

ナガイ  ミジカイ 
                       線を含む 

フトイ  ホソイ 
フトイ  ホソイ 

                       肉付けがある 

アツイ  ウスイ 

ヒロイ  セマイ 
                       肉付けがない 

ナガイ  ミジカイ 
ヒロイ  セマイ 

                       平面を含む 

アツイ  ウスイ                       

国廣（1982：168） 

 

国廣（1982：167-169）は「四対の形容詞は互いに関連し合っているので、正六面体に
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組み立てることができる」とし、次元形容詞の体系化を主張している。また、「 初に別

扱いした『オオキイ・チイサイ』は、その抽象度の高さ、ほかの形容詞との両立性に基づ

いて、上下の面そのものに該当させることができよう」と次元形容詞を二組に分け、それ

ぞれ体系化した。 

 

国廣（1982：169） 

図 2- 14 次元形容詞の体系 

 

久島（1993）は国廣（1982）の結果を踏まえ、次元形容詞と対象の捉え方の間にある一

定の関係に注目し、体系化を試みた。具体的には、表される対象を「もの」と「場所」と

いう二つの視点から捉える方法によって、次元形容詞を「もの」系32と「場所」系33に大

きく分けている。久島（1993）で提案された分類方法は国廣（1982）で体系化できなかっ

た次元形容詞も含めている点で優れてはいるが、「もの」と「場所」という視点はあくま

で空間的意味を表す次元形容詞を対象としてまとめたものである。それ故、非空間的意味

を表す次元形容詞、例えば、「心の隔たりが大きい」、「肝玉が太い」、「情に薄い」などの

表現における「隔たり」、「肝玉」、「情」が「もの」扱いであるか「場所」扱いであるかは

判断しにくい。 

大里（1990）も次元形容詞を名詞との共起からまとめた。それに対して、小出（2000）

は次元形容詞が表す対象の特徴から次元形容詞の空間的用法を分析し、空間的用法と対照

しながら各形容詞の非空間的な用法もまとめた。また、劉（2012）は認知文法の諸観点か

ら「広い･狭い」と「太い･細い」を「道」、「橋」、「川」との共起状況によって、それぞれ

分析し、対照している。この研究は次元形容詞を認知的な視点から分析を試みた点で優れ

ているが、「広い･狭い」と「太い･細い」の「道」、「橋」、「川」と共起する使用実態の不

均衡性は事態解釈における主観性と客観性の違いという要因によると主張している。一方、

                                                  
32 「もの」系：「もの」として捉えるものは独立した対象であり、立体的な形をして、移動可能である。

これらの対象を表す次元形容詞を「もの」系といい、「大小」「長短」「太細」「厚薄」が挙げられる。 
33 「場所」系：「場所」として捉えるものは独立した対象ではなく、地面に属するもので、単独では立

体的な形をなさなく、移動不可能である。これらの対象を表す次元形容詞を「場所」系といい、「高低」

「深浅」「広狭」「遠近」が挙げられる。 
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山梨（2012）によると、空間認知に関わる経験は、上・下・高・低・前・後・遠・近・左・

右をはじめとする認知主体の主観的な解釈を反映するさまざまな次元によって特徴付け

られる。言い換えれば、次元形容詞は空間関係概念を反映する言語表現であると認められ

る。 

さらに、大石（2007）は形容詞を対象として、認知言語学で提唱されているメタファー・

メトニミー・シネクドキーリンクに動機づけられた放射状カテゴリーに基盤を置く研究方

法とは異なる。「感覚と気分の同時体験」、「心の理論」、「尺度融合」といった三つの

スケールを提案し、こういった方法多くの形容詞の多義性分析に適用できると主張してい

る。しかし、一つの多義語に複数の意味項目をどのように関連付けるかを見る際には、大

石（2007）が提唱したスケールでは十分に説明できないところがある。また、客観世界と

脳内の働きによって形容詞の多義性の説明を試み、その方法である程度多義性の認知機構

を解明できたが、言語の意味間の具体的な関連付けを解明することはできない。 

一方、本郷（1982）では、幼児である日本語母語話者が対である次元形容詞を習得する

状況を実験に基づき、考察した。具体的に、本郷（1982）は「意味素性仮説（SFH）」か

ら児童が次元形容詞を習得する順序についての予測34を二つの実験35によって検証した。

結果として、SFHが提唱している予測2と予測3の一部が確認できたが、予測1が主張して

いる「極性がまだ獲得されていない場合に、幼児は有標語も無標語も無標語の意味に理解

する」ことと、予測3に挙げられている次元の習得順序「（長/短次元、高/低次元）＞（太/

細次元、広/狭次元）」は確認できなかったということである。SFHのこの予測とは異なり、

「反対の極」が先に獲得され、また有標語は無標語の「補集合」とみなされていると述べ

られている（本郷 1982）。これらの実験から見ると、日本語母語話者が次元形容詞を習得

する順序は、単に有標語と無標語によって説明できないところがある。 

まとめて言うと、日本語の次元形容詞についての研究は主にそれと共起する品詞、文法

機能、或いは単に意味項目を列挙することによって、各意味の異なる使用方法を紹介する

ものである。また、認知的な視点から多義語とその背後にある認知機構に関する研究も見

                                                  
34 本郷（1982）では、「意味素性仮説」が提唱している仮説は三つがあると挙げられている。予測 1 は、

空間的両を表す形容詞の次元的素性は極性的素性より先に獲得される。極性がまだ獲得されていない

場合に、幼児は有標語も無標語も無標語の意味に理解する。予測 2 は、無標語が有標語より先に獲得

される。予測 3 は、1 つの意味空間において適用制限の少ない次元ほど先に獲得される。つまり、大/
小次元＞（長/短次元、高/低次元）＞（太/細次元、広/狭次元）という次元の獲得順序が予測される。 

35 本郷（1982）では、次のような二つの実験が行われた。実験 1 は反義語を引き出すという「発話課題」

によって、次元の獲得順序に関する SFH の予測を確かめ、意味空間の形成について検討する。手続き

は「これから反対のことばを言うゲームをします。たとえば、はやいと言ったらおそいと言うのね」

「それでは、つよいの反対は何かな」のように質問し、児童に回答してもらう。実験 2 は「理解課題」

を用いて、SFH の（1）無標語も有標語も 初無標語の意味に理解される、（2）無標語は有標語より

も先に獲得される、と（3）長/短，高/低次元は太/細次元よりも先に獲得されるという三つの予測を検

証する。 
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られるが、かなり不十分である。 

 

（二）中国語次元形容詞の研究 

中国語の次元形容詞研究に関して、陆（1989）は各次元形容詞が表す意味の変化を文法

構造における位置と他の形容詞との対照によって解明している。また、空間関係概念を反

映する多義語として、特に概念メタファーに基づき、概念群間の写像という視点から行わ

れたものが多い。代表的な研究である任（2001a、2001b、2002、2004、2006）は、次元形

容詞が概念メタファーを介していくつかの抽象概念領域へ拡張していく仕組みを示し、次

元形容詞は空間関係概念の言語表現として、概念メタファーを介して非空間的概念へ写像

することを論証した。また、伍（2013a、2013b、2014a、2014b、2014c）は任（2001a、2001b、

2002、2004、2006）の研究結果を踏まえ、中国語次元形容詞〈大・小・粗・深・高・厚・

薄〉の基本義と拡張義をそれぞれ再分析した。彼女の論述には、大きな問題が2つある。

一つ目は各次元形容詞が表す「次元」に関する定義が複雑である。それゆえ、基本義はま

とまった意味になりにくい。二つ目は、拡張した意味の拡張するプロセスの説明に関して

は具体例がないため信憑性が薄い。他に、金（2009）は中国語の〈深（深）〉を中心にプ

ロトタイプ的意味に基づく放射状カテゴリーとしてまとめ、〈深〉の意味拡張のプロセス

や非対称性を詳しく分析した。また、杨（2008）は次元形容詞の統語的特徴、また文法的

な機能を分析した。具体的には、〈粗・细〉に焦点を当て、基本義とその拡張した意味を

まとめた。結論として、基本義として用いられる次元形容詞はほかの品詞との組み合わせ

が自由であるのに対して、意味拡張された後は、品詞との組み合わせの制限が多くなるこ

とを示した。 

その一方で、中国語では次元形容詞の習得順序に関する研究も多い。胡（2003）、王（2009）

は子供が次元形容詞を習得する時の順序とその動機づけを分析し、習得される順序は、「大

小类→高矮类→长短类→粗细类、深浅类→厚薄类（大小→高低→長短→太細、深浅→厚薄）」

であり、意味の制限が少なければ少ないほど習得がしやすいという結論に至った。また、

吴（2014）では、3～5 歳の中国語母語話者は 2 次元形容詞としての〈大・小〉をどのよ

うに認識するか（どのような認知ストラテジーを用いるか）、2 次元的な物体の大きさを

判断する際に参照する基準は何かに関しては、4 つの実験を行った。実験 1 と 236はそれ

ぞれ 3～5 歳の中国語母語話者は 2 次元形容詞としての〈大〉、〈小〉をどのように認識

                                                  
36 具体的なプロセスは次の通りである。長さと高さがそれぞれ異なる紙を同じ高さ異なる長さ、同じ長

さ異なる高さ、高さも長さも異なる、極端の形（例えば、長さがかなり長くて高さがかなり短い）と

いう基準に配置している。実験者は被験者に「☓☓小朋友，我要让你看一些东西，你告诉我是不是有

一个是大/小的？（○○ちゃん、ちょっと見せるものがある。大きい/小さいのがあるの？）」と「哪

一个是大/小的？（どっちが大きい/小さい？）」という質問をして、結果を記録する（吴 2014：253-265）。 
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するか（どのような認知ストラテジーが用いられるか）について調査した。その中の「面

积规则（面積ストラテジー）」がもっとも多く用いられ、次の「高度规则（高さのストラ

テジー）」、「凸显维度规则（ も顕著的である次元のストラテジー）」、「凸显维度不

同规则（ある次元の差が も大きいストラテジー）」と「无任何规则（ストラテジーを使

わない）」もある程度用いられているが、「宽度规则（幅の長さのストラテジー）」は全

く用いられていないという結果が見られた（吴 2014：253-265）。一方、実験 337は 3～5

歳の児童は一つの物体の大きさを判断する場合に、内的なプロトタイプ的基準（内在原型

标准）
38
が形成されたか否かを考察した。結果として、3～5 歳の児童はそのストラテジー

が形成され、かつそれを用いたということが分かった（吴 2014：265-268）。更に、実験

439は知覚的ストラテジー（知觉标准）40がプロトタイプ的認知基準と矛盾する場合に、ど

の基準を用いるかについて考察した。結果から見ると、3～5 歳の児童は客観的な存在物

に対し、「知覚的ストラテジー」に基づいて物体のサイズを判断する傾向が見られる（吴

2014：268-274）。それ以外に、吴他（2007）、吴（2014：275-294）はまた、次元形容詞

〈高・低〉の各意味項目の習得状況や児童の書き言葉〈高・低〉のメタファー的意味の発

展順序も実験に基づいて研究し、特に吴他（2007）の分析結果に示されているように、胡

（2003）の分析結果とは異なり、書き言葉では、〈高〉は〈长/短〉と同時に出現するが、

〈低（矮）〉は〈长/短〉より遅いが、〈粗/细〉、〈浅〉より早いという結果である。 

上述のように、中国語次元形容詞に関する研究では、語の多義性がその背後にある認知

機構に繋げられているが、やはり部分的しか挙げていないため、次元形容詞を語群として、

その多義性の認知機構を体系的に分析する必要がある。また、次元形容詞が抽象的なドメ

インに意味拡張する際に、拡張されたドメインも統一的に規定されていなく、抽象度の違

いがあるため、分析結果もずいぶん異なる。さらに、日本語と同様に、母語話者の児童が

次元形容詞を習得する順序に関する研究が多く見られたが、研究手法によって結論もかな

り異なっている。特に、無標語の習得は有標語より早いか否かについて議論されている現

状である。 

                                                  
37 具体的なプロセスは次の通りである。まず、図形を 2 組用意し、それぞれはサイズが異なる手袋の図

形（9 枚であり、 も小さいサイズから も大きいサイズに次第に増える順である）とサイズが異な

る不規則的な図形（9 枚であり、 も小さいサイズから も大きいサイズに次第に増える順である）

である。次に、実験者はランダム抽出をし、手袋の図形と不規則的な図形をそれぞれ 2 枚被験者に見

せ、大きさの判断をさせ、結果を記録する（吴 2014：265-268）。 
38 内的なプロトタイプ的基準（内在原型标准）とはある物の次元を判断するために、その物事に関する

心的イメージを基準に対照することである（吴 2014：253）。 
39 具体的なプロセスは次の通りである。実験 3 の続きとして、9 枚の図形をサイズ順で更に 3 組を分け、

1～9 の番号を付けることにした。また、被験者にランダム順で、一組の図形を 2 回（例えば、1、2、
3 を一つのグループで、1 と 2 を見せて、また、2 と 3、或いは 1 と 3 を見せる）見せる。図形を見せ

ながら、図形のサイズを判断させ、結果を記録する（吴 2014：268-274）。 
40 知覚的ストラテジー（知觉标准）とは二つの物の次元を判断するために、対照する能力のことである

（吴 2014：253）。 
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（三）対照研究 

後に、日中次元形容詞の対照研究では、頼（2005）が感情感覚を表す次元形容詞の共

感覚的な用法および日中両言語における「大きい」、「高い」という次元形容詞を中心に、

基本義から派生した用法を実例で分析している。また、趙（2004）と徐（2010）は日中両

言語における次元形容詞「深・浅」の基本義と拡張的意味について分析している。それ以

外に、日本語と英語、中国語と英語、中国語とロシア語および中国語とベトナム語との対

照研究がほとんどである（孙 2009、张・孙 2009 、张・孙 2012、丁 2014）。これらの研究

は次元形容詞の空間的意味が非空間的意味に拡張することを中心に対照を行った。対照研

究全体から見れば、空間ドメインから非空間ドメインへの写像という現象に拘っているこ

とと、両言語に現れている現象しか描写していなく、その背後にある要因の分析がかなり

不十分であることが大きな問題である。 

次元形容詞の先行研究を概観すると、これまでは統語関係や文法機能を中心に行った研

究、また、「上・下」、「前・後」などの空間関係概念を反映した語と同様な分析法での研

究がほとんどであることが分かった。次元形容詞の特徴やそれが反映する概念との関係、

また、次元形容詞がどのように空間関係概念を表出するかに関しての研究はまだ不十分と

言わざるを得ない。 

 

2.3.3 先行研究における問題点 

空間関係概念と非空間関係概念の関連に着眼し、我々がどのように非空間関係概念を理

解するかについて、「概念メタファー」理論と「プロトタイプ･カテゴリー」理論を用い、

空間関係概念を表す語の多義性研究が行われている。行われた先行研究においては次のよ

うな問題点が見られる。 

①空間関係概念を反映する言語表現では、日中両言語にとも空間位置関係を表す名詞や

格助詞（に、で）に注目している。次元形容詞については、名詞や格助詞のように体系的

な多義性研究は少なく、また、次元形容詞多義性についての認知・対照研究は更にまれで

ある。 

②中国語には次元形容詞に関する認知意味論的な研究は日本語よりは多く見られたが、

プロトタイプに基づく放射状カテゴリーにおける動機付けのメタファーリンク・メトニミ

ーリンクを概念メタファー･メトニミーと混同している状態である。また、特に中国語で

は、次元形容詞は概念メタファーを介して空間関係概念から抽象概念へ写像することにつ

いての検証研究は多いが、その抽象概念はどのようなレベルのものかについてかなり混乱

している状態である。例えば、「年齢」と「人数」という非空間関係概念は「量」に属す
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「量」の下位概念とも言える。然るに現状では、「年齢」と「量」を同様のレベルの抽象

概念として取り上げるような研究が多く混乱の原因となっている。 

③次元形容詞の多義性について、特に一次元形容詞（例えば、「深・浅」など）及び、

三次元形容詞の「大･小」を中心にその多義性研究が行われ、また、これらの次元形容詞

多義性については、概念メタファーのレベルから見た各概念間の関連、またはプロトタイ

プに基づくカテゴリーの視点から各意味間の関連をめぐっての研究が行われてきた。しか

し、概念間の関連と個々の次元形容詞の各意味間の関連にはどのような関わりがあるか、

また、対で現れる次元形容詞に存在する非対称性が生じる原因はどのレベルにあるかにつ

いての論述はない。対で現れている語でも非対称的になるということはどの言語でも一般

的であろう。両言語とも非対称性について「標識の有無」や「異なって概念化される」と

いう要因を挙げている。この二つの要因はあくまでも非対称性の一部しか説明できないた

め、すべての言語に広範囲に存在している非対称性について、その存在する要因や働きを

一層求めることが必要である。日中両言語次元形容詞における非対称性に関する先行研究

と標識の有無に関する詳細は第 7 章で詳しく論述する。 

④それぞれの次元形容詞はその特徴から見ると同様のカテゴリーに属するものである

が、それを体系化する試み（国廣 1982、久島 1993）はあるが、あくまでも次元形容詞の

空間的な意味しか体系化できていない。 

 

2.3.4 本研究の目的 

本研究は次元形容詞を空間体験から捉える空間関係概念の一種である「次元概念」の反

映と見なす。また、次元形容詞を多義語と見なし、具象的な空間概念から抽象的な程度、

量などの概念への認知プロセスはその多義性に反映されているということを前提として、

日本語と中国語における三次元形容詞「太・細」、「厚・薄」、「大・小」/〈粗・细〉、〈厚・

薄〉、〈大・小〉を例に、その多義性を「概念メタファー」理論と「プロトタイプ･カテゴ

リー」理論によって分析する。 

本研究では、日中両言語の三次元形容詞をそれぞれ各意味間（語彙レベル41）がどのよ

うに動機付けられているかについて、プロトタイプ・カテゴリー理論に基づき、分析を行

う。本論の分析は次のような流れで進める。 

日中両言語は同じように、以下の順序で分析を行う。①三次元形容詞の意味項目をまと

め、プロトタイプ・カテゴリーの理論に基づき、各三次元形容詞のプロトタイプ的意味を

認定する。②各三次元形容詞の拡張的意味の拡張プロセスを詳しく分析した上で、意味ネ

ットワークを構築する。③対である三次元形容詞の語彙レベルの対照を行う。主に、意味

                                                  
41 本論文の第 3 章 3.3 を参照されたい。 
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項目、意味拡張のプロセス、意味ネットワーク、対称性・非対称性という側面から対照し

分析する。④対である三次元形容詞を概念レベル42から、次元付のメタファーによる写像

関係があるか否かを検証しながら、その多義性を分析する。主に以下の内容から考察する。

第一は、各三次元形容詞をその意味項目が属する概念群によって再分類する。第二は、概

念メタファーが存在すれば、例を挙げながらその種類をまとめる。 

後に、語彙レベルと概念レベルの多義性を分析した上で、両言語の三次元形容詞を対

照し、それぞれの共通点と相違点をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
42 本論文の第 3 章 3.3 を参照されたい。 
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第三章 研究方法 

 

空間体験は日常生活で常にある体験であり、その体験に基づき、人間の空間関係概念は

成り立つ。空間関係概念は人間の も基本的な概念の一つであり、特に、認知言語学では

重きが置かれている。一方、空間関係概念の一種である次元概念は、多義語の意味間の関

係および次元概念から非空間関係概念への認知プロセスを解明する際に、必要不可欠な存

在であり、我々が抽象概念を理解する際の根源的な概念とも言える。このことから、次元

概念の反映である次元形容詞の多義性を詳しく分析することは認知言語学的に意味があ

ると言える。 

 

3.1 データベース 

本研究では、データベースに基づき、次元形容詞の多義性分析を行う。日本語は『現代

日本語書き言葉均衡コーパス 中納言（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese，

略称 BCCWJ）』を用い、中国語は《国家语委现代汉语语料库（国家言語文字工作委員会

現代中国語コーパス）》（インターネット版）を用いる。 

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）に収録されたデータのジャンル、数量、

検索特徴については次の通りに述べられている。 

 

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）は、現代日本語の書き言葉の全体

像を把握するために構築したコーパスであり、現在、日本語について入手可能な唯

一の均衡コーパスです。書籍全般、雑誌全般、新聞、白書、ブログ、ネット掲示板、

教科書、法律などのジャンルにまたがって 1 億 430 万語のデータを格納しており、

各ジャンルについて無作為にサンプル抽出しています。 

すべてのサンプルは長短二つの言語単位を用いて形態素解析されており、さらに

文書構造に関するタブや精密な書誌情報も提供されています。43 

 

また、《国家语委现代汉语语料库（国家言語文字工作委員会現代中国語コーパス）》に収

録されたデータのジャンル、数量、検索特徴については次の通りである。 

 

国家言語文字工作委員会現代中国語コーパスには、約 1 億文字があり、そのうち、

1997 年以前のデータは 7000 万文字、1997 年以降のデータは 3000 万文字収集されて

                                                  
43 2014 年 10 月 16 日に http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/（国立国語研究所コーパス開発センタ

ー）にアクセスしたもの。 
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いる。データは教科書、自分・社会科学と自然科学に関する言語データ、新聞、刊

行物、実用文などのジャンルにまたがっている44。 

 

ただし、《国家语委现代汉语语料库（国家言語文字工作委員会現代中国語コーパス）》の

公開されている部分はインターネット版という形であるため、収集されたデータの一部を

抽出し、作り上げられたものである。 

収録されたデータのジャンルから見ると、この二つのデータベースのいずれも「均衡性」

を保ってあり、その意味において同様なレベルにあるデータベースといえる。 

 

3.2 研究対象の定義、分類、選定 

『大辞林第 3 版』では、「次元」を「空間のひろがりの度合を表す数」と定義している。

「次元形容詞」は字のごとく、「空間の広がりの度合いを表す形容詞」である。本研究で

主張している「次元の概念」は Lakoff（1980）で提案された「方向付けのメタファー」の

定義に基づき、西尾（1972）の述べ方を援用し、「延長を持ち、空間の一部を占めている

ことから得た概念」であると定義する。その具体的な言語表現は「次元形容詞」である。

なお、次元形容詞の分類に関しては、西尾（1972：70）は次のようにまとめている。 

 

（1 次元）ながい――みじかい、とおい――ちかい、たかい――ひくい、ふかい――

あさい、あつい――うすい 

上の 10 語が 1 次元の量、すなわち長さにもっぱら関係し、面積や体積を表すもの

でないことはいうまでもない。他の諸語は 2 つ（以上）の次元量にまたがるもので、

次のように分けられる。 

（1・2 次元）ふとい――ほそい 

（2・3 次元）あらい――細かい 

（1・2・3 次元）おおきい――ちいさい 

ひろい――せまい 

西尾（1972：70） 

                                                  
44
 国家语委现代汉语通用平衡语料库全库约为 1亿字符，其中 1997 年以前的语料约 7000 万字符，均为手

工录入印刷版语料；1997 之后的语料约为 3000 万字符，手工录入和取自电子文本各半。语料库的通用

性和平衡性通过语料样本的广泛分布和比例控制实现。依据材料内容，选材大体作如下分类：（下文字数

为建库时数据）教材；自然科学（含农业、医学、工程与技术）的语言材料，应涉及其发展的各个领域。

拟从大、中、小学教材和科普读物中选取。报刊。以 1949 年以后正式出版的由国家、省、市及各个部委

主办的报纸和综合性刊物为主，兼顾 1949 年以前的报纸和综合性刊物。应用文。指各类政府公文、文告、

书信、说明书、广告等。语料时间跨度为 1919 年～2002 年，以近 20 年的语料为主。 

2014 年 10 月 6 日に http://www.cncorpus.org/CorpusIntro.aspx（国家语委现代汉语通用平衡语料库

标注语料库数据及使用说）にアクセスしたもの。 
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認知言語学では、人間は物事を全体（ゲシュタルト）として認識する傾向があると主張

されている。このことから、次元形容詞もそれが表す物事が全体として認識され、生じた

言語表現であると言える。特に「あつい」と「うすい」が修飾できる対象は「扁平的であ

りかつ扁平の面は二つある物体」という特徴がある。また、その一方の面から他方の面ま

での「隔たりの大きさ」という点が も認識されやすい。西尾（1972）、久島（2003）で

は、「あつい」と「うすい」を 1 次元形容詞に分類しているが、おそらくその「二つの面

にある隔たり」のみに注目し、次元形容詞が表す意味の も顕現的な次元を取り出し、分

類しているのであろう。言い換えれば、この分類方法は「あつい――うすい」が成立する

背景知識45が認められていないと言える。「あつい――うすい」が成立する条件として、

上述のように、「扁平的でありかつ扁平の面は二つがある」ということが含まれなければ

ならない。すなわち、「あつい――うすい」は三つの次元ともある立体的な物体という前

提に立ち、その中のもっとも顕現的な次元を表すと言った方が適切である。そのため、本

研究における次元形容詞の分類は次の通りにまとめられる。 

 

①一方の点から他方の点までの距離を表し、直線的な次元を表すものは一次元形容詞で

あり、「長・短」、「高・低」、「深・浅」、「遠・近」が挙げられる。 

②面的な広がりを表すのは二次元形容詞であり、「広・狭」が挙げられる。 

③ 後に、高さ、長さ、奥行きという三つの次元、言い換えれば立体的な物事が全体的

に拡がっていることを表すのは三次元形容詞であり、「太・細」、「厚・薄」、「大・小」が

挙げられる。 

 

特に三次元形容詞として分類された「太・細」、「厚・薄」、「大・小」には、二つの特徴

が見られる。一つ目は、「太・細」と「厚・薄」が表す意味には、三つの次元がある上で、

も顕現的な次元（「外回りの大きさ」と「厚みの大きさ」）を表すところである。二つ目

は、西尾（1972：70）が挙げたように、「大・小」は一次元、二次元、三次元のいずれも

表すことができるため、顕現な次元がないと言える。この三組の次元形容詞では、「大・

小」が幅広く用いられ、三次元だけでなく、一次元や二次元的な意味を表すことも数多く

見られる。「大・小」を三次元形容詞として分類する理由は、一次元、二次元を表す際に、

三次元的であるという前提がなければならない。その前提が存在するこそ、一次元・二次

                                                  
45 「あつい――うすい」が成立できる前提として、修飾される物体は立体的な物体でなければならない。

そうでなければ、「ながい――みじかい、とおい――ちかい、たかい――ひくい、ふかい――あさい」

などから区別されることができなくなる。また、「背景知識」については本論文の第 7 章で詳しく説明

する。 
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元の概念を獲得し始める。仮に「大・小」を二次元形容詞に分類すると、球体的な物体の

体積が上回ることを表す場合にどのように拡張されているかが解釈できなくなる。つまり、

三次元を一次元と二次元を含んでいるため、一次元、二次元を三次元の構成部分としてプ

ロファイルされる場合があるが、反対にはない。そのため、「大・小」を三次元形容詞に

分類することが適切である（図 3-1 を参照）。 

 

高さ 

 

        奥行き 

 

 

           長さ 

三次元（顕現的な次元がない）  二次元（面的）    一次元（線的） 

図 3- 1 三つの次元の関係 

 

本研究は三次元形容詞を中心にその多義性分析を行う。三次元形容詞は語形から見ると、

形容詞一般と同様に、「い」という語尾がついている。ただし、文中の位置や修飾する品

詞によって、副詞になる場合もあるが、「物事の性状、性質などを修飾する」という機能

さえ持てば本研究の研究対象とする。しかし、形容詞を語根として他の品詞と結合し、合

成語を構成する場合は研究対象から外す。合成語とは「2 つ以上の自由形態素の合成によ

って成り立つ語」であり、一般的に「複合語」と「派生語」とに大別されている（野田

2011）。それを研究対象から外す理由は次の通りである。合成語には上述のように「2 つ

以上の自由形態素」があり、その意味はどちらかの形態素からのみなるのではなく、構成

要素全体として提供される。したがって、合成語における本来次元形容詞として用いられ

る部分の意味を考察する際には、ほかの構成要素の影響を考えなければならない。言い換

えれば、このような場合は厳密には、次元形容詞の多義性研究とは言えない。それ故、合

成語は研究対象から外すことにした。 

 

3.2.1 日本語の研究対象の抽出方法 

まず、『現代日本語書き言葉均衡コーパス 中納言』を用い、日本語三次元形容詞「太・

細」、「厚・薄」、「大・小」が含まれる例文をそれぞれ抽出した。具体的には、UniDic46を

                                                  
46 UniDic とは「日本語テキストに形態論情報を付与するための電子化辞書」である。「BCCWJ の形態論

情報付与に使用している UniDic では、表記が異なっていても同じ語であれば一つの見出し語にまとめ
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用い、前後文脈の語数を 50 に、検索対象（固定長・可変長）を「両方」に、共起条件の

範囲を「文境界をまたぐ」に設定して検索した（図 3-2 を参照）。 

 

 

図 3- 2UniDic を用いる検索47 

 

三次元形容詞の「太」を例として、「キー」を「太い」と規定して検索する。検索結果

には「太い」として用いられるすべてのデータが含まれている。「太」の抽出例は図 3-3

の通りである。 

 

                                                                                                                                               
るという方針をとり、語を階層化した形で辞書登録しています。この階層の 上位を語彙素と呼び、

この語彙素の下に語形、さらに語形の下に書字形という階層が設けられている。「短単位検索」ではこ

の UniDic の階層構造を利用した検索を行うことができます。例えば、検索条件で検索項目を「語彙素」、

検索値を「矢張り」と指定することで、「やはり」「やっぱり」「やっぱ」「やっぱし」「矢張り」など、

「矢張り」という語彙素見出しを持つすべての語形、及びその語形見出しを持つ全ての書字形を網羅

的に検索することができます。」というように説明されている。 
2014 年 10 月 16 日に

https://maro.ninjal.ac.jp/wiki/index.php?UniDic%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6（現代

日本語書き言葉均衡コーパス 中納言 UniDic について）にアクセスしたもの。 
47 2014 年 10 月 16 日に https://chunagon.ninjal.ac.jp/search アクセスしたもの。 
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図 3- 3「太」の検索結果48 

 

上述の方法に基づき、日本語三次元形容詞「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の抽出例総

数を表 3-1 の通りにまとめる。ただし、日本語の抽出例では、「太さ」、「厚さ」、「大きさ」

という表現も含まれている。例えば、 

 

 サイン入り写真を入れるにはちょうどいい大きさ！ 

 

これらの表現は基準を表す語であり、言い換えれば、「太さ」は「太い」と「細い」の

両方、「厚さ」は「厚い」と「薄い」の両方、また、「大きさ」は「大きい」と「小さい」

の両方を含んでいる。そのため、これらの表現は次元形容詞の拡張的意味とは言えないた

め、研究対象から除くことにした。なお、UniDic は、「表記が異なっていても同じ語であ

る」ことを認定する場合に、本研究の研究対象として挙げられないものも含まれてくる。

例えば、以下の例である。 

 

篤樹があたしを裏切り続けるのなら、あたしは篤樹と別れるつもりだ。 

 

例文における「篤樹」は人名であり、文字の意味から見ると「厚い」を表すかもしれな

いが、拡張的意味とは無関係であるため、本研究の研究対象ではないと認定した。 

その結果、表 3-1 が示しているように、実際に分析する例文数は抽出例と異なる可能性

がある。 

 

                                                  
48 2014 年 10 月 16 日に https://chunagon.ninjal.ac.jp/search アクセスしたもの。 
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表 3- 1 日本語各三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 太 細 厚 薄 大 小 
抽出例総数 2944 3738 3348 5453 37111 13114 
実際に分析す

る例文数 
2178 3703 2165 5304 30901 13107 

 

3.2.2 中国語の研究対象の抽出方法 

次に、《国家语委现代汉语语料库（国家言語文字工作委員会現代中国語コーパス）》を用

い、中国語三次元形容詞〈粗・细〉、〈厚・薄〉、〈大・小〉が含まれる研究対象を抽出する。

具体的には、データベースの検索方法「整词匹配」49を用いて検索した。中国語三次元形

容詞〈粗〉を例として検索し、それが含まれる抽出例を検出した結果は図 3-4 になる。 

 

 

図 3- 4「整词匹配」を用いた〈粗〉の検索結果 

 

上述の方法に基づき、中国語三次元形容詞〈粗・细〉、〈厚・薄〉、〈大・小〉の抽出例総

数をまとめると表 3-3 になる。 

 

表 3- 2 中国語各三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 粗 细 厚 薄 大 小 
抽出例総数 535 962 638 569 20907 14509 
実際に分析す

る例文数 
535 943 560 539 20642 14320 

 

                                                  
49 整词匹配（語彙素）とは「検索対象はそれが含まれるかつ意味を持つ語」のみを抽出する検索方法で

ある。 
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ただし、中国語の次元形容詞は日本語のように、形容詞の標識（語尾）がない。したが

って、抽出例には形容詞として用いられない次元形容詞もあるため、これらは本研究から

除くことにした。 

抽出例から見ると、日本語の三次元形容詞は中国語よりはるかに多いが、各対の三次元

形容詞の数量上の差異も表 3-1 と表 3-2 から分かる。日中両言語における共通点は「大・

小」と〈大・小〉が圧倒的に使用頻度が高い次元形容詞であり、より基本的なものである。

各三次元形容詞が三次元形容詞の総数に占める割合から見ると、日本語の「太・細」は

10.25%で、「厚・薄」は 13.02%であり、 後の「大・小」は 76.73%である。それに対し

て、中国語の〈粗・细〉は全体の 3.94%で、〈厚・薄〉は 2.93%を占めているが、 後の

〈大・小〉は 93.14％も占めている。この結果から見ると、次の特徴が見られる。①中国

語の〈粗・细〉と〈厚・薄〉は日本語の「太・細」と「厚・薄」より割合が低い。②日本

語の「厚・薄」は「太・細」の割合より多いが、中国語は逆である。③中国語の〈大・小〉

は日本語の「大・小」より割合が高い。 

 

3.3 分析方法 

データを収集した後の分析方法は次の通りである。 

多義語の多義性を分析する際には二つの方法がある。第 2 章で紹介した「放射状カテゴ

リー（プロトタイプ・カテゴリー理論）」と「概念メタファー理論」であり、これらは多

義語の多義性研究にもっとも多く用いられる理論である。この二つの理論はそれぞれ異な

る分析方法であるが、互いに補いあっている。具体的に言えば、ある多義語の各意味間の

関連や意味カテゴリー構造を分析する際には、語彙レベルで一見無関係の二つの意味がど

のようにして動機づけられているかを見る。また、多義語の多義性がどのように生み出さ

れるかを考察することは、実際に概念メタファーの存在を前提にして、多義語の各意味が

生じる源を追求することである。簡単に言えば、多義語の多義性研究は語彙レベルと概念

レベルという二つの角度から捉えることができるということである。 

 

3.3.1 語彙レベルの多義性分析 

まず、多義語の語彙レベルの多義性を研究するにあたり、瀬戸（2007：46-56）は、「多

義語を体系的に記述するという方針を実現するために、新たに次の問題を設定して検討を

進めよう。（ⅰ）中心義の設定（ⅱ）各意義の設定（ⅲ）各意義の関連（Ⅳ）各意義の配

列」からというように述べている。三次元形容詞を多義語と見なすと、プロトタイプ的意

味が存在することを前提にし、周辺的意味はプロトタイプ的意味を中心にひろがり、放射

状的カテゴリーを成すとする。瀬戸（2007）が述べているように、中心義、或いはプロト
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タイプ的意味の設定は多義語語彙レベルの多義性研究の第一歩である。プロトタイプ的意

味とは「共時的な多義ネットワークの中心に位置する意義であり、その出発点となる意義

である」（瀬戸 2007：47）。プロトタイプ的意味の認定について、瀬戸（2007：46-56）は、

「他の意義を理解する上での前提となり、具体性（身体性）が高く、認知されやすく、想

起されやすく、用法上の制約を受けにくい。（中略）意義展開の起点（接点）となること

が も多い意義で、（中略）言語習得の早い段階で獲得される意義でもある」と述べてい

る。 

意味はどのように分ければ も適切であるかについて、瀬戸（2007：46-56）は、「意義

が細分すればきりがない。かといって大づかみすぎては、一つの意義の中に雑多な意義は

ひしめき合う」と述べている。この問題を解決するために、瀬戸（2007）は「メタファー・

メトニミー・シネクドキによる意義の切り分け」を基準として意味分類を行うことを提案

している。即ち、意味項目の間に明らかにメタファー・メトニミー・シネクドキ的な関係

が想定できる場合は、独立した意味として扱うということである。本研究では，瀬戸(2007)

のこの指針をふまえて意味分類を行う。 

ただし、上述の方法は意味項目が確立された後、各意味項目が独立した意味であるか否

かを検証する方法であると考えられる。言い換えれば、意味項目をどのように分類するか

はあくまでも論述されていない。そこで、本研究では、三次元形容詞のプロトタイプ的意

味の認定に関しては、次のような二つの判断基準によって認定する。 

 

判断基準：①その意味の使用量が も多いか否か（数量的に優勢であるか否か） 

②具体的な空間位置関係および延長のある物体が空間を占めることを表す

か否か（図式化することができるか否か） 

 

次に、周辺的意味をどのように区切るかについては瀬戸（2007：48）も述べているよう

に、「何をもってひとつの意義と見なすかが大きな問題である」。さらに続けて、「意義の

認定には、二つの逆方向の注意がいる。（ⅰ）ひとつの意義のなかに明らかに領域（domain）

が異なるものを混在させてはならない、（ⅱ）単なる文脈的ゆれ（contextual fluctuation）

にすぎないものを別の意義と認定してはならない」（瀬戸 2007：48）と多義項目を分類す

る基準を提案しているが、プロトタイプ的意味の認定基準と同じように、具体的な認定方

法は言及されていない。そのため、本研究では、周辺的意味を認定する際には、データベ

ースから抽出された例文に基づき、実際に表している意味によって分類する方法を提案す

る。例えば、 
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例 3-1 

a. あれもこれも無関係では、二つの事件の繫がりがますます薄くなる。 

b. 日常生活とは関係が薄いと思われる人格改造の方法が紹介されていた。 

c. 今回の事件との関連は薄そうだった。 

 

例 3-1a、b、c の「繋がり」、「関係」、「関連」はそれぞれ異なる語であるが、一つの物

事と他の物事と関わりあうことを表すという点で共通することから、上述の例文は同じ意

味項目に入れ、「かかわりが強くない」という意味項目にまとめられる。すなわち、同様

の意味を表している例文は同様の種類にして意味項目を作る。もう一つの例として、次の

例 3-2 を挙げることができる。例 3-2 の両方とも「物事や人間などに著しい影響がある」

を意味しているため、「著しい」という項目に入れる。 

 

例 3-2 

a.機械機器の輸入の伸びが大きく鈍化し，輸入総額の伸びの鈍化に大きく寄与した。 

b.このカメラの与えたインパクトは大きく、後発のすべてがなんらかの影響を受けてい

る。 

c.深い悲しみを扱う際は、援助する側の心身にも大きく影響を及ぼしますので、慎重な

取り組みが必要です。 

 

例 3-2 の各例文を各々見ると、異なる意味を表すように見えるが、実際に「ある物事に

よって作用（影響、貢献、インパクト）を与えられる」という点で統一できると考えられ

る。 

その後、各々の三次元形容詞の意味ネットワークをまとめ、意味拡張の動機付けも分析

しながら、各対の三次元形容詞にどのような共通点と相違点があるについて考察する。語

彙レベルの分析によって、各三次元形容詞の多義構造を明確に示すことができ、諸意味の

間の動機付けから人間の知的な働きも分かると考える。 

ただし、次に次元形容詞の拡張的意味として利用できない例を挙げる。 

 

例 3-3 

a.面の皮が厚い 

b.脸皮很厚（厚かましい） 

c.心の壁が厚い 

d.我们之间已经隔了一层可悲的厚障（我々の間は悲しむべき厚い障壁で仕切られてい
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る）＝心的な距離が遠くなった 

e.細い糸で繋がった盟友関係 

f.赚了钱也要细水长流（お金を稼いても節約しながら使うべきだ） 

 

例 3-3 の各例文はそれぞれ「厚かましい」、「心理的距離が遠い」、「節約している」とい

う意味を表すが、それは「厚」・〈厚〉と「細」・〈细〉の拡張的意味とは言いにくい。なぜ

かというと、それと共起している部分である「面の皮」、「脸皮（面の皮）」、「心の壁」、「障

（障壁）」、「糸」と「水（水）」の意味拡張が「厚かましい」、「心理的距離が遠くなる」、

「節約している」という意味を成り立たせる際に関わっているからである。言い換えれば、

例 3-3 のすべての三次元形容詞は共起した語あるいは句とともに拡張的意味を生み出し

ているのである。そこで、本研究では、上述の「厚かましい」、「心理的距離が遠くなる」、

「節約している」などの意味は三次元形容詞のみによる拡張的意味ではなく、フレーズ全

体の拡張的意味であると考える。言い換えれば、三次元形容詞はフレーズの中でプロトタ

イプ的意味として働いているとしか認めない。 

一方、先行研究ではいくつかの辞書を参照し、その意味項目をまとめる方法を用いる研

究が数多くある。本研究は辞書を参照しないことにする。なぜかと言うと、辞書に載せら

れた意味項目はその辞書を編集する目的に基づくからである。換言すれば、語の多義性を

示す目的ではなければ、本研究で参照することができない。『日本語多義語学習辞典形容

詞・副詞編』という辞書は語の多義構造を示す目的ではあるが、意味項目の規定方法を述

べられておらず、また、意味項目の抽象度も高いため、意味項目の分類基準として参照に

はなりにくい。そこで、本研究は上述の問題を避けるために、辞書に参照せず、データベ

ースからの抽出例を用いることにする。本研究で用いた二つのデータベースの容量はより

大きく、データの出典も多様であるため、それを基にし、実際に使用されている例から三

次元形容詞の意味項目をまとめることは、辞書の基準に従うことより適切であると考える。 

 

3.3.2 概念レベルの多義性分析 

語彙レベルの多義性研究という視点とは異なり、次元形容詞が反映する空間関係概念と

いう概念群から他の抽象概念群への写像を中心に分析することを本研究では「概念レベル

の多義性分析」と呼ぶ。まず、概念化、概念と言語表現の関係およびそれぞれの特徴を図

3-5 によって示す。 

図 3-5 から分かるように、我々は自然界に取り巻かれ、周りにある物事を概念化する能

力を持ち、無意識にそれを活用している。また、概念化された結果を「概念」と呼ぶ。た

だし、自然界はありのままに概念化されるのではなく、我々が認知メカニズムの作用の元
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で物事を概念化している。すなわち、概念は自然界の様子を忠実に反映するわけではない

（例えば、「太陽が昇る」という概念は自然現象とは全く異なること）。なお、ある概念を

伝わるために、それを言語化して個々の言語表現が生み出されるが、概念は必ずしも言語

化されるわけでもない（例えば、ジェスチャー、眼差しなど）。この二つの特徴は概念の

もっとも大きな特徴である言える。概念とは異なり、言語化の産物としての言語表現は

我々の脳にある概念を忠実に表出できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 5 概念化、概念と言語化 

 

そのため、言語表現の分析と概念の分析は二つの異なるレベルにある。また、概念が異

なるレベルで形成されることは概念メタファーの理論によってすでに証明された。具体的

には、個々の概念は一貫性を持ち、一つのグループを成すことができる。このグループを

「概念群」と呼ぶことにし、「上・下」が挙げられる。「上・下」を概念群として、「上・

下」、「上がる・下がる」、「昇る・降りる」、「浮く・沈む」などの具体的な表現によって表

出することができる。これらの表現に共通する点は「上方向」と「下方向」という概念が

反映されるということである。即ち、我々の脳にある「方向」という概念群には「上方向」

と「下方向」があり、かつ対称的である。しかし、「上・下」などの言語表現はどんな場

合でも対をなすのではない（言語表現の非対称性）50。そこで、言語表現の非対称性が概

念群にある非対称性によるか、それとも別の要因があるかに関して解明する必要がある。

したがって、語彙レベルの多義性研究と概念レベルの多義性研究をそれぞれ行う上で、二

つのレベルの接点、あるいは関係をさらに探り、明確にする。仮に言語表現の非対称性の

要因が概念レベルになければ、別の要因を求めなければならない。 

                                                  
50 要するに、概念群間の写像関係と語の多義構造は異なるレベルでの現象である。詳細は本研究の 2.2.3
を参照されたい。 

自然界 概念 言語表現 

概念を忠実に表出する 

自然界を忠実に

反映しない 
概念をすべて

言語化しない 

言語化する 
体験し、 
概念化する 
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具体的な研究方法としては、次の通りである。語彙レベルの多義性を分析する際にまと

めた各次元形容詞の意味項目をそれが属する概念群によって再分類する。次に、概念群間

に写像関係があるか否かを分析し、対照する。すなわち、概念レベルの多義性の研究は、

Lakoff & Johnson（1986）が提唱した概念メタファーが三次元形容詞にも存在するのか否

かを分析する。仮にあれば、日中両言語の三次元形容詞はそれぞれどのような概念メタフ

ァーを持つか、その相違点と共通点は何か、更に、語彙レベルの多義性とどのように関連

するのかについて考察する。 
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第四章 次元形容詞「太・細」、〈粗・细〉の多義性分析 

 

第 3 章では、「高さ、長さと奥行きという三つの次元、言い換えれば立体的な物体全体

に拡がっていること」を三次元形容詞といい、「太・細」、〈粗・细〉、「厚・薄」、〈厚・薄〉、

「大・小」、〈大・小〉を挙げている。本章では日中両言語における三次元形容詞「太・細」・

〈粗・细〉の多義性を 3 章の研究方法に基づいて分析していく。 

 

4.1「太・細」、〈粗・细〉についての先行研究 

日本語の「太・細」については、西尾（1972）、国廣（1982）、久島（2002）が比較的詳

しく論述し、他の次元形容詞との対照も行っている。西尾（1972：74）は、「太・細」に

ついて次のように述べており、三次元的な量を表すだけでなく、二次元的な量を表すこと

ができるとも主張している。また、「太・細」を規定する制限が挙げられ、三次元形容詞

「厚・薄」との関連性も提示している。 

 

「ふとい―ほそい」は、断面が円い形や四角い形をした、細長い物体の、断面の

さしわたし（ないし面積）が大きいか小さいかを表す。（中略）四角い形などの横断

面の、たて・よこの長さの比が著しく違ってくると、「ふとい―ほそい」が使いにく

くなり、「あつい―うすい」に取って代わられる。 

西尾（1972：74） 

  

一方、国廣（1982）と久島（2002）は次元形容詞が互いに関連しあうことに注目し、そ

れを体系化することを目指して研究を行った。国廣（1982：164-165）は次の通りに主張

している。 

 

「フトイ（ホソイ）」は「棒・針・糸・網・指・腕・首・筒・管・幹・角材・線」

などに用いられる。これらのものの共通点は中心に一本の線が通っていて、同時に

「ナガイ（ミジカイ）」が適用され、こと中心線に沿って多かれ少なかれ円形の断面

を持つ立体が付いており、内部が詰まっているか中空であるかは無関係（中略）で

ある。（中略）しかしあまりミジカクなると、もはや「ミジカイ」とは把握されず、

「アツイ（円板）」と認定されることになる。 

国廣（1982：164-165） 

 

つまり、「フトイ（ホソイ）」について、「ナガイ（ミジカイ）」と「アツイ（ウスイ）」
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との関連からそれを規定する特徴などを分析した。 

国廣（1982）の体系化の方法は、空間的な意味を表す次元形容詞の関係性しか言及して

いない。また、すべての次元形容詞を全体として体系化したのではなく、三種類に分けて

それぞれ共通点を指摘し、体系化したものである。一方、久島（2002）は異なる視点で、

「太い・細い」を「物の嵩」を表す語とし、「場所の嵩」を表す語とは別にし、それぞれ

体系化している。久島（2002：24）は「棒の『太さ』（図エ）は、物差しを周囲に 2 回当

てて掛け算をすれば、断面の面積が出る。（中略）『太さ』も 2 次元の面ということになる」

と述べている。また、「太い」を「幅」と「断面積」という二つの意味に分け、その関連

性もまとめている（図 4-1 を参照）。つまり、「幅」という意味は「断面積」の意味から「流

用」されると主張されている（久島 2002：44-45）。 

 

久島（2002：45） 

図 4- 1「幅」と「断面積」の関連性と相違点 

 

図 4-1 から分かるように、久島（2002）が主張している「太さ」の次元性は長方体を基

準にしてまとめた。つまり、断面の四角いの二つの辺長によって計算することである。仮

に柱体であれば、断面積を判断する基準として直径を 1 回測れば分かる。そうすると、「太

さ」は 1 次元の線になってしまう。したがって、「太さ」の次元性に関しては、久島（2002）

の主張は不適切である。また、「太い」を「幅」と「断面積」の 2 種類に分けることも適

切ではない。なぜなら、この二つの意味を表す「太い」は全く別の意味ではなく、むしろ

「太い」の二つの意味であると言った方がよい。このように、いくつかの基準によって次

元形容詞を体系化すること（国廣 1982）と、「物の嵩」と「場所の嵩」という基準を設定

し、次元形容詞を体系化すること（久島 2002）は、ある程度次元形容詞を体系化するこ

とができるが、次元形容詞の全体からどのような特徴があるか、統一できるかについて解

明していない。 

一方、中国語の〈粗・细〉についても、ほかの次元形容詞と同時に取り出されてその文

法機能を述べる研究が数多く見られる。陆（1982）は「A+了+表示定量的数量词（A+了+

量を限定する数量詞）」という文法形式に適用できるか否かによって、次元形容詞を認定
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することを提案した。また、この文法形式が可能な語の意味を分析し、次元形容詞の意味

について例を挙げながら記述した。そのほかに、任（2002）は〈粗・细〉を中心に、〈长・

短（長・短）〉への依存性51を分析し、また概念群間の写像関係に基づき、〈粗・细〉によ

って表されているメタファー表現を簡単に分析した。これらの研究から見ると、中国語の

次元形容詞は独立した語群として扱われておらず、また、概念群間の写像関係に基づく分

析に用いられた例文が少なく、詳しい分析がされていないという状態である。 

以上のように、「太・細」と〈粗・细〉の先行研究は、主にその多義性と他の次元形容

詞との関連性を中心に研究されてきた。それらは次元形容詞の多義性を統一的に解釈しよ

うと取り組まれたものであるが、あくまで次元形容詞の一部しか分析できていない。その

ため、前章の研究方法に基づき、三次元形容詞を例にそれぞれの多義性を分析し、その多

義項目および特徴によって三次元形容詞を体系化し試みる。 

まず、日本語三次元形容詞「太・細」の多義性を分析していく。 

 

4.2「太・細」の語彙レベルの多義性分析 

第3章の研究方法に基づき、「太・細」の分析可能な抽出例を再度挙げる（表4-1を参

照）。 

 

表 4- 1 日本語各三次元形容詞の抽出例総数 

対象 太 細 厚 薄 大 小 
抽出例総数 2944 3738 3348 5453 37111 13114 
実際に分析 
する例文数 

2178 3703 2165 5304 30901 13107 

（表 3-1 と同様である） 

 

上述の抽出例に基づき、瀬戸（2007：46-56）52が多義を規定する方法に従い、「太」の

意味項目を表4-2のようにまとめた。 

 

4.2.1「太」の語彙レベルの多義性 

第三章で述べたように、プロトタイプ・カテゴリーにおける中心義、或いはプロトタイ

プ的意味の認定方法は二つの判断基準に基づく。それは、①その意味の使用量が も多い

か否か（数量的に優勢であるか否か）；②具体的な空間位置関係および延長のある物体が

空間を占めることを表すか否か（図式化することができるか否か）という二つの基準であ

                                                  
51 例えば、〈粗・细〉と〈长・短（長・短）〉が常に「太い物はより長い、細い物はより短い」という共

起性が見られる。この共起性を〈粗・细〉が〈长・短（長・短）〉への「依存性」と呼ばれる。 
52 本論文の第 3 章を参照されたい。 
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る。データベースから抽出された「太」の例文の半分以上は「長く伸びる柱体の物の外回

りや直径が標準値以上である」という意味を表し、また、図 4-2 のように図式化されるこ

とができる。そのため、表 4-2 の「長く伸びる柱体の物の外回りや直径が標準値以上であ

る」という意味は上述の二つの判断基準を満たしている。 

 

表 4- 2「太」の意味項目 

番号 意味項目 例文 

プロトタイプ 
長く伸びる柱体の物の外回り

や直径が標準値以上である 
国主が再建したもので、宮柱は太く、彩色した垂木は

きらびやか。 

①  
長く伸びるものの幅が標準値

以上である 
レース幅が太いと子供っぽい。 

②  肉付きがよい 学校でも「太い」と言われてとても悩んでいます。 

③ （洋服などが）ゆるくて大きい

太いズボン、革靴、長い学ランは胸のボタンをはずし、

髪は茶パツにパーマ、とにかく目立ちたい、大人ぶり

たいと思っていた。 

④ 音声が低くて響く 
「話を 後までききなさい」戸田が強い口調で制した。

体は小さいが、声は大きく太かった。 

⑤ 吐息が重い 
多少疲れた里美は太くため息をついてドレッサーの前

に座った。 

⑥ 関わりが強い 
繁雄は明美の顔をまじまじと見た。六年の歳月は大き

い。太い絆で結ばれている。 

⑦ 回転力を維持する力が強い ぶっといトルクでなかなか乗りやすいです！ 

⑧ 華やかで豊かである 
よく「人間の一生は如何に長く生きたかって事じゃ無

くて、如何に生きたかと言う事が問題だ！」と聞きま

す！私は太く短く生きたいかな？って思ってます！ 

 

また、瀬戸（2007：46-56）は「他の意義を理解する上での前提となり、具体性（身体

性）が高く、認知されやすく、想起されやすく、用法上の制約を受けにくい。（中略）意

義展開の起点（接点）となることが も多い意義で、（中略）言語習得の早い段階で獲得

される意義でもある」という条件に も多く満たしたものをプロトタイプ的意味として認

定できると述べている。これらの条件はプロトタイプ的意味として適しているか否かを検

証する条件であるため、「太」の「長く伸びる柱体の物の外回りや直径が標準値以上であ

る」という意味をこれらの条件に照らし合わせてみると、もっとも多くの条件を満たして

いることが分かった（例 4-1 を参照）。 

 

例 4-1 

a.（牛の）角はがっしりとして、太く、その切先は鋭い。 

b.国主が再建したもので、宮柱は太く、彩色した垂木はきらびやか。 

c.コバデイシの幹は、大男でもひとりでは抱えこむことができないほど太い。 
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例 4-１a、b、c から見ると「角」、「宮柱」、「コバデイシの幹」は三次元的な物体であり、

一定の長さを持つ直径がある柱体的なものである。これらの物体を通して「太」は容易に

認識でき、それに関するイメージも想起されやすい。また、「太」の位置を文中で移動さ

せることも比較的自由である。例えば、「太」は「角」、「宮柱」と「コバデイシの幹」な

どの語を修飾することができると同時に、必ずしもこれらの語の後ろ或いは前に置く必要

がないことから、用法上の制約は少ないと言える。以上の結果に基づき、例 4-１a、b、c

における「太」が表す「長く伸びるものの断面や断面に相当する部分の直径が標準値以上

である」という意味がもっとも基本的かつ中心的な意味と判断される。図式で表すと図

4-2 の通りである。様々な物体の標準的な太さを認める標準値を左側の図で表し、右側の

図はその標準値より太い場合を表す。AB と A’B’は柱体の直径であり、C と C’は柱体の中

心線である。「太」の意味は中心線と直径の組み合わせによって認識されていると言える。

また、「太」のプロトタイプ的意味から見ると、一定の基準を超えることであるが、その

「基準」は必ずしも同じではない。辻（2003：101）は「世界についての我々の日常的な

理解においては、我々はスズメとペンギンを同じように鳥として扱っているわけではない。

少なくとも日本ではスズメが も鳥らしいと感じられる」と述べている。言い換えれば、

日本では「スズメ」を も典型的な鳥として認められるが、他国では必ずしもそれを典型

例として認めない。かといって、他国ではたとえ「コマツグミ」を も典型的な例と認め

ても、「スズメ」とは異なるが、「鳥らしい鳥」とは言える。つまり、典型例は地域や民族

によって一致しない場合があるが、典型例としては大きな差異がない。それと同じように、

「太」の標準値は人によって異なるが、一定の範囲内の変動であれば標準値と認められる。

この範囲は中心線と直径によって構成される。中心線が短くても直径より長いことと、中

心線の長さがほかの次元を無視するほど顕現的にならないという二つのことによって構

成される範囲内の変動であれば標準値として認められる。 

 

            C           C’ 

        A             B     A’                B’ 

 

 

 

 

標準値          太 

図 4- 2「太」のプロトタイプ的意味 
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また、フレーズや慣用句などにある「太」も多く見られるが、本研究では、それを「太」

の拡張的意味的意味には分類しない（例 4-2 を参照）。 

 

例 4-2 

a.そのくらいの太い神経もってないと、ジャーナリストはやっていけないんじゃないか

な。 

b.「ぞんがい肝っ玉が太そうだな」朦朧とした影があざけるように含み笑いを洩らした。 

c.効果的な方法とかありますか？キミは食は太いか？  

 

例 4-2a、b の下線部はそれぞれ「こだわらなくて大雑把な性格」と「胆力がある」とい

う意味を表す。これらの意味は下線部の「太い」の拡張意味であるか、「神経」と「肝っ

玉」の拡張的意味であるか、境界線を引くことができない。なぜなら、「太い」と「神経」・

「肝っ玉」と組み合わせている時点で、「こだわらなくて大雑把な性格」、「胆力がある」

という意味が生じるからであり、言い換えれば、下線部だけを取り出せば、字義通りに解

釈することは無理がないからである。そのため、例 4-2a、b の「太」は意味拡張していな

い。 

一方、例 4-2c では、「食が太い」は食事の量が多いという意味を表すが、例文における

「食」はメトニミーリンクを介して「食道」という語から転義されているため、「食道が

太ければ、食べる量も多い」という因果関係が含まれている。そのため、「食が太い」と

いうフレーズでの「太い」は意味拡張に貢献していない。そのため、例 4-4c の「太」も

拡張していないと考えられる。 

次に、「太」の拡張的意味を順に見ていく。第2章の先行研究でも述べたように、Lakoff 

（1993）によると、プロトタイプ的意味とそれと関連した非典型的な例との間には「筋の

通った理解を可能にする原理を提案する」ことが可能であり、それは「動機付け」という

ことである。本研究ではメタファーリンク、メトニミーリンク（シネクドキーはメトニミ

ーの一種とみなす）を挙げ、それを介して「太」の拡張的意味とプロトタイプ的意味との

関係を分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：長く伸びるものの幅が標準値以上である 

拡張的意味②：肉付きがよい 

 

例 4-3 

a. あたしのきらいな算数が得意で、太すぎる眉毛がいやなんだけど、なぜか気になる 
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やつなんだ。（拡張的意味①） 

b. レース幅が太いと子供っぽい。（拡張的意味①） 

c. 学校でも「太い」と言われてとても悩んでいます。（拡張的意味②） 

d. あの太い男が、太い唇に笑みを浮かべながら、力王山に向かって拍手をしているの 

である。（拡張的意味②） 

 

例 4-3a、b における「太」は「幅が標準値以上である」という意味を表している。例 4-3

に挙げた「眉」と「レース」は厳密に言えば二次元的ではなく三次元的であるが、我々は

それを認識する際に、その輪郭や外形からある物体を全体（ゲシュタルト）として捉える

傾向がある。言い換えれば、我々は「眉」や「レース」を二次元的なものとして捉えてい

るのである。この場合は、プロファイルする部分が移行されている。第 2 章にも挙げたよ

うに、プロファイルする部分が異なれば、同じ語で表現しても意味が実際に変わった。 

 

 

 

Dewell（1994：355-358） 

図 4- 3 プロファイル変換（＝図 2-10、図 2-11） 

 

図 4-3 のように、“over”は上の“Figure1”が示しているトラジェクター、ランドマー

クと経路を含んでいるはずである。しかし、実際の使用では、その経路の一部、あるいは

トラジェクターをプロファイルすることが多い。プロファイルする部分が異なっても 

“over”で表すことができるのは“Figure1”を指示する語として、“Figure2”などを指示

するようになるからである。これは全体で部分を表し、いわゆるメトニミーリンクを介し

た意味拡張である。同じように、例 4-3 に挙げたように、「太」のプロトタイプ的意味は

細長い三次元的な物体の直径が標準値以上であるという意味を表すが、この三次元的な物

体を認識する際に、もっとも際立つ特徴、いわゆる長く伸びる面（図 4-4B の黒い部分に

当てはまる）を先に捉え、プロファイルする。 
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A          B 

図 4- 4「太」の「幅」という意味へ拡張するプロセス 

 

言い換えれば、我々は図 4-4A を参照点として、図 4-4B を捉える。図 4-4A と B は、と

もに「太」を表すが、実際には異なる意味である。図 4-4B を表す「太」は実際に「部分

で全体」というメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。以

上のように、「眉」、「レース」という二次元的な物体の幅が大きいという意味はメトニミ

ーリンクを介してプロトタイプ的意味から拡張している。 

一方、例 4-3 の c、d における「太」は「人間の体の肉付きがよい様」を表す。人間は

均質的に柱体的なものではないが、ゲシュタルト的な捉え方によって、「人間」を捉える

際には柱体との共通点（三次元的で長い）が注目されやすい。そのため、「体の肉付きが

よい」を表す「太」はプロトタイプ的意味との共通点に基づき、いわゆるメタファーリン

クを介して意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：（洋服などが）ゆるくて大きい 

 

例 4-4 

a. 太いズボン、革靴、長い学ランは胸のボタンをはずし、髪は茶パツにパーマ、とに

かく目立ちたい、大人ぶりたいと思っていた。 

b. 太すぎず、細すぎないジーンズ。 

 

例 4-4 の a、b は洋服などがゆるくて、サイズが合わないという意味を表す。洋服など

はさまざまな形をしており、必ずしも柱体的ではない。洋服がゆるくて大きいということ

は洋服を着る場合に身体との比較によって確認されることである。つまり、人間が太いた

め、洋服がゆるくて大きいということになる。言い換えれば、人の太さによって太い人が

着ているものを表している。そのため、拡張的意味③「（洋服などが）ゆるくて大きい」

は拡張的意味②「肉づきがよい」という意味からメトニミーリンクを介し拡張している。 
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（三）拡張的意味④：音声が低くて響く 

拡張的意味⑤：吐息が重い 

 

例 4-5 

a. 「話を 後までききなさい」戸田が強い口調で制した。体は小さいが、声は大きく 

太かった。（拡張的意味④） 

b. 多少疲れた里美は太くため息をついてドレッサーの前に座った。（拡張的意味⑤） 

 

例 4-5a の「太」は音声が低くて大きいことを表す。プロトタイプ的意味から分かるよ

うに、「太」で表すことができる対象は視覚で捉えられ、概念化できるものである。音声

を表す場合に、聴覚で捉えた概念であるが、視覚で捉えた概念と類似性がある。この時、

音声を柱体的なもののように捉えている。言い換えれば、柱体の物体の直径が大きいと同

じように、音声が低くて大きい場合に、音声器官を通じて発される音が及ぼす範囲がより

広い（図 4-5 を参照する）。そのため、拡張的意味④はプロトタイプ的意味からメタファ

ーリンクを介して意味拡張している。その次の例 4-5 b の「太」は「吐息の量が多い」と

いう意味を表す。吐息が重い場合に音声が伴っていることが多い。吐息の音が大きければ、

吐息がより重い。そのため、例 4-5b で表す「拡張的意味⑤」もプロトタイプ的意味から

メタファーリンクを介し、意味拡張している。 

         

E                F                   音声の高さ（低い） 

                                                

                        E’       F’        

                                            

柱体的な物体           音声の及ぼす範囲 

EF：柱体的な物体の直径 E’F’：音声が及ぼす範囲の直径  

点線と実線によって組み合わされた範囲は音声の及ぼす範囲 

図 4- 5 拡張的意味「音声が低くて響く」 

 

（四）拡張的意味⑥：関わりが強い 

 

例 4-6 

a. 小型軽量とハイパワーが必要、とくれば今後のエンジン技術の相互の関連は強く太
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くなっていくだろうことは容易に想像がつく。 

b. 繁雄は明美の顔をまじまじと見た。六年の歳月は大きい。太い絆で結ばれている。 

 

例 4-6 における「太」は人間関係やつながりなどが強いという意味を表している。プロ

トタイプ的意味から分かるように、柱体的な物体は太ければ切れにくいという特徴がある。

この特徴は「絆」という抽象物にも存在している。そのため、人間関係が強くて切れにく

いことを「太」で表すことは実際のプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意

味拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑦：回転力を維持する力が強い 

 

例 4-7 

a. ぶっといトルクでなかなか乗りやすいです！ 

b. テスタストレッタの採用によって低速トルクが明らかに太くなり、加速がよくなっ

た。 

 

例 4-7a、b の「太」は車の回転力を維持する力が大きいという意味を表す。言い換えれ

ば、「太いトルク」は車両の車軸を回す力が強いを意味している。その回す力が大

きければ、車軸の回す動きが顕現的である。そのため、拡張的意味⑦はプロトタ

イプ的意味からメトニミーリンクを介して意味拡張している。  

 

（六）拡張的意味⑧：華やかで豊かである 

 

例 4-8 高血圧を放置することは、「太く長く生きられる」はずの人生を、自ら縮めてし

まうようなものです。 

 

例 4-8 の「太」は「豊かで充実した人生」を表す。人生は長く続くものであり、続く間

に我々のさまざまな行動、思考、出来事が入っている。時間的な長さと内容量の範囲（直

径）によって構成される「人生」は柱体と類似している。また、一定の時間内により多く

の出来事ができれば人生は充実的である。即ち、内容量の範囲（直径）が太いことは充実

した人生を送るという意味を表すことができる。そのため、「人生の豊かさ」は直径があ

る物体のように、内容量が多ければ多いほど、豊かさが（直径）が大きくなる。そのため、

拡張的意味⑪はプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。 
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上述の分析にしたがって、多義語である「太」の意味拡張するプロセスと動機づけを図

4-6 のようにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 4- 6「太」の意味ネットワーク 

 

4.2.2「細」の語彙レベルの多義性 

次に、「細」の語彙レベルの多義性も「太」と同様に分析していく。まず、「細」の意味

項目を表 4-3 のようにまとめた。 

 

表 4- 3「細」の意味項目 

番号 意味項目 例文 

プロトタイプ 
長く伸びる柱体の物の外回りや直

径が標準値以下である 
和毛は絹糸のように細かった。 

①  
長く伸びるものの幅が標準値以下

である 
太い縞の横に細い縞を添えたもの。 

②  （道路や階段などが）狭い ほそい道の両がわに田んぼがひろがっている。 

③ 痩せている 
女の子なんて菓子パン十五個食べるのにあの細

さ！！！何故太らないんですか？ 

④ （洋服などが）きつくて小さい 細いズボンは嫌です。 

⑤ 音声が鋭い、または小さい 
母様のほそく、ふるえる声を聞いたとたん、ポン

ちゃんの目には涙がいっぱいあふれてきました。

⑥ 吐息が軽い 
カイはしばらく待ったがアザーが何も言わないの

で、細く息を吐いて言った。 

⑦ 関わりが弱い 
後から知ったことだが、私とジェイの部下たちのあ

いだには個人的な細いつながりがいくつもあった。

⑧ 貧弱で、乏しい この調子で、あとは細く長く続けていくだけです。

 

長く伸びる柱体の物

の外回りや直径が標

準値以上である 
①長く伸びるものの幅

が標準値以上である 

②肉付きがよい 

③（洋服などが）ゆ

るくて大きい 

⑤吐息が重い 

④音声が低くて響く 

⑥関わりが強い 

⑦回転力を維持

する力が強い 

⑧華やかや豊である 
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表4-3の「長く伸びる柱体の物の外回りや直径が標準値以下である」という意味を「細」

のプロトタイプ的意味として認定した（例4-9を参照）。 

 

例 4-9 

a.生麺は細く、カレーうどんするとルーがカラマリ一見蕎麦の様に見えるほど。 

b.和毛は絹糸のように細かった。 

c.大きめに穴をあけておき、その内側に「こみ砂」を埋め込んで穴を細くする。 

 

例 4-9a、b、c の「細」はそれぞれ「生麺」、「和毛」、「穴」の直径が標準値以下である

という意味を表す。「太」と同様に、例 4-9 の「細」が表す意味が も具体的であり、想

起しやすく、認知されやすく、また用法上の制限も少ない。そのため、「長く伸びる柱体

の物の外回りや直径が標準値以下である」は「細」のプロトタイプ的意味として認定でき

る。図式で表すと図 4-7 の通りである。AB と A’B’は柱体の直径であり、C と C’は柱体の

中心線である。 

また、「太」と同じように、「細」も次の通りに用いられる。例文に示されている用法は

プロトタイプ的意味しか表さないため、拡張的意味と見なさない。 

 

例 4-10 

a.私は決して義母の人間性に対して否定的な意見を持っているわけではありません。た

だ神経が細く、長い歳月にわたって誰かに頼ることになれてきたのだということなの

です。 

b.朝からなにも食べてないんじゃ、胃もいたくなるさ。みつるは小さいときから食がほ

そいからな。 

 

             C           C‘ 

A      B    A’        B’ 

 

 

 

 

標準値         細 

図 4- 7「細」のプロトタイプ的意味 
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次に、「細」の拡張的意味を順に見ていく。 

 

（一）拡張的意味①: 長く伸びるものの幅が標準値以下である 

拡張的意味②：（道路や階段などが）狭い 

拡張的意味③：痩せている 

拡張的意味④：（洋服などが）きつくて小さい 

 

例 4-11 

a.太い縞の横に細い縞を添えたもの。（拡張的意味①） 

b.ほそい道の両がわに田んぼがひろがっている。（拡張的意味②） 

c.女の子なんて菓子パン十五個食べるのにあの細さ！！！何故太らないんですか？ 

（拡張的意味③） 

d.細いズボンは嫌です。（拡張的意味④） 

 

例 4-11a、b、c、d の「細」はそれぞれ「縞模様の幅が小さい」、「道が狭い」、「痩せて

いる」、「ズボンが窮屈である」という意味を表す。拡張的意味①は「太」と同様に、長く

伸びる物のもっとも顕著的な面、いわゆる「長く伸びる」面をプロファイルしたという意

味を表す。そのため、「細」の拡張的意味①はプロトタイプ的意味からメトニミーリンク

を介して意味拡張している。次に、拡張的意味②を表す例 4-11b の「細」は道の両側の距

離が短いということを表す。「道路」はある程度伸びており、ベルトなどの細長いものと

類似していると言える。そこで、拡張的意味②はメタファーリンクを介し拡張的意味①「長

く伸びるものの幅が標準値以下である」から意味拡張している。 

また、拡張的意味③を表す例 4-11c、d の「細」はそれぞれ「体型が痩せていること、

または肉付きが良くない」、「洋服などのサイズが小さくて、ぴったり合い、窮屈すぎる」

という意味を表す。この二つの拡張的意味の拡張プロセスは「太」と同じである。つまり、

拡張的意味③は「長く伸びる物の外回り、直径が標準値以下である」という意味との類似

性に基づき、メタファーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張している。拡張

的意味④は隣接性に基づき、拡張的意味③からメトニミーリンクを介して意味拡張してき

た。 

 

（二）拡張的意味⑤：音声が鋭い、または音量が少ない 

拡張的意味⑥：吐息が軽い 
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例 4-12 

a.母様のほそく、ふるえる声を聞いたとたん、ポンちゃんの目には涙がいっぱいあふれ

てきました。（拡張的意味⑤） 

b.カイはしばらく待ったがアザーが何も言わないので、細く息を吐いて言った。 

（拡張的意味⑥） 

 

例 4-12 の a、b の「細」はそれぞれ「声が小さい」、「息の量が少ない」という意味を表

す。「太」の拡張的意味を分析した際にも述べたように、発声器官から発される音声が及

ぼす範囲の広さと関わっている。そのため、音声が小さければ、その影響が及ぼす範囲も

狭いという特徴があるため、柱体の物体の直径が小さいことと類似している。このことか

ら、拡張的意味⑤はメタファーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。

ただし、「音声が太い」と言える場合には、「音声の高さ」が必ず低いという意味が含まれ

ている。「音声が細い」という場合には、音声の高さは関与しない。また、拡張的意味⑥

は「吐息の音が軽い」も「太」と同じように、プロトタイプ的意味からメタファーリンク

を介して意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑦：関わりが弱い 

 

例 4-13 

a.それとも、その家族の細い絆がそれでも切れてしまう悲劇を描いた。 

b.後から知ったことだが、私とジェイの部下たちのあいだには個人的な細いつながりが

いくつもあった。 

 

例 4-13a、b の「細」は「関係が強くない」という意味を表す。糸や紐などは、細けれ

ば切れやすい特徴がある。絆や関わりも同様に、強くなければ切れやすい特徴がある。即

ち、細いものが切れやすいという性質との類似性に基づき、拡張的意味⑩はプロトタイプ

的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑧：貧弱で、乏しい 

 

例 4-14 

a.太く短く生きるか、細く長く生きるかの違いかもしれません。 

b.この調子で、あとは細く長く続けていくだけです。 
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例 4-14a、b における「細」は「含まれている内容がより少なく、乏しい」という意味

を表す。人生を長く伸びる抽象物と見なし、より豊富であれば、その幅（直径）も広いの

に対し、より乏しければ、その幅も小さい。そのため、拡張的意味⑩はメタファーリンク

を介してプロトタイプ的意味から拡張している。 

 上述の分析に基づき、「細」の意味ネットワークを次のようにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 4- 8「細」の意味ネットワーク 

 

4.2.3「太」と「細」の語彙レベル多義性の対照 

「太」と「細」の語彙レベルの多義性をそれぞれ分析した。抽出例の数量から見ると、

「細」が「太」より多いが、意味項目の数量は大きな差がない。ただし、「太」と「細」

の拡張的意味には異なるものがあり、特に、非対称的なもの顕著的である（表 4-4 を参照）。 

 

表 4- 4「太」と「細」の拡張的意味における非対称的表現 

太 細 
○ 肝が太い × 肝が細い 
○ 低速トルクが太い × 低速トルクが細い 
× 太い道 ○ 細い道 
× 目を太くする ○ 目を細くする 
× 太い渓流  ○ 細い渓流 
× ドアを太く開ける ○ ドアを細く開ける 
× 太い顔・肩 ○ 細い顔・肩 
× 太い洞窟 ○ 細い洞窟 

○：自然な表現である ×：不自然な表現である 

長く伸びる柱体の物

の外回りや直径が標

準値以下である 

①長く伸びるものの幅が標

準値以下である 

②（道路や階段などが）狭い

③痩せている 

④（洋服などが）

きつくて小さい 

⑥吐息が軽い 

⑤音声が鋭い、また

は小さい

⑦関わりが弱い ⑧貧弱で、乏しい 
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また、「太」と「細」の意味カテゴリーは、いずれも放射状的な構造を成しており、意

味ネットワークで表すことができる。しかし、意味項目が異なるため、「太」と「細」の

意味ネットワークの内部構造は異なる。それぞれの意味ネットワークから見ると、拡張的

意味が異なっても、両方とも主にメタファーリンクによって動機づけられている。つまり、

語彙レベルの「太」も「細」も類似性によって意味の転義が発生しやすいと言える。 

 

4.3「太・細」の概念レベルの多義性 

前節では、日本語三次元形容詞「太・細」の語彙レベルの多義性を分析した。意味拡張

のプロセスには類似しているところもあるが、非対称的なところも多く見られた。「太・

細」は常に対で現れる次元形容詞であるが、意味ネットワークは異なる構造を持っている。

この差異は概念の相違によってもたらされたのか、また、その背後にどのような認知機構

があるかについて分析する必要がある。そこで、「太・細」をそれぞれの意味項目が属す

る概念群によって再分類し、各概念群の間に概念メタファー写像を起こしているか否かを

見ていく。本節での分析は「概念メタファー」理論に基づいて行い、「太」、「細」をより

抽象的な視点から、つまり、その多義性を根源から見ていく。まず、「太」の意味項目を

それが属する概念群によって再分類する（表4-5を参照）。 

 

表 4- 5「太」の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

プロトタイプ 長く伸びる柱体の物の外回りや直径が標準値以上である 

① 長く伸びるものの幅が標準値以上である 

② 肉付きがよい 

③ （洋服などが）ゆるくて大きい 

音声（聴覚） 
④ 音声が低くて響く 

⑤ 吐息が重い 

程度・度合 
⑥ 関わりが強い 

⑦ 回転力を維持する力が強い 

状態 ⑧ 華やかで豊かである 

 

表4-5の通りに、「太」の意味項目はそれぞれ「次元（視覚）」、「音声（聴覚）」、「度合」、

「状態」という概念群に属することが分かる。プロトタイプ的意味は長く伸びる柱体のよ

うな物体を表す意味であるため、 も具体的に直接に捉えられる概念である。次の拡張的

意味①、②、③はそれぞれ異なる意味を表すが、「幅」、「人間の体型」、「洋服などのサイ

ズ」という意味は具体的な物体を表し、かつ視覚で直接に捉えられる概念である。そのた
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め、プロトタイプ的意味と拡張的意味①、②、③を「次元（視覚）」という概念群に分類

することができる。また、拡張的意味④、⑤は「音声が低くて響く」、「吐息が重い」とい

う意味を表す。この二つの意味に共通するところがあり、それは「音の大きさ」という特

徴である。言い換えれば、音声が響くか否か、吐息が重いか否かはより抽象的な感覚に近

いものであり、聴覚で捉える概念である。そのため、拡張的意味④、⑤は「音声（聴覚）」

概念群に分類することができる。次に、拡張的意味⑥、⑦のように、視覚や聴覚などで捉

えられない抽象的なものである。「関わり」、「力」には共通する特徴は「強さ」であるた

め、両方とも「程度」の概念群に分類することができる。 後の拡張的意味⑧は「人生」

などの持続する事件の状態を描く意味であるため、水平的なイメージが与えられ、垂直的

な特徴を持つ「程度」概念群とは異なるため、「状態」概念群に分類する。 

「太」と同じように、「細」の意味項目が属する概念群を表4-6の通り分類した。その結

果、「細」の意味項目は「太」と全く同じ概念群に分類されることが見られた。 

 

表 4- 6「細」の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

プロトタイプ 長く伸びる柱体の物の外回りや直径が標準値以下である 

① 長く伸びるものの幅が標準値以下である 

② （道路や階段などが）狭い 

③ 痩せている 

④ （洋服などが）きつくて小さい 

音声（聴覚） 
⑤ 音声が鋭い、または小さい 

⑥ 息の量が少ない 

程度・度合 ⑦ 関わりが弱い 

状態 ⑧ 貧弱で、乏しい 

 

「太・細」の意味項目を再分類すると、それぞれのプロトタイプ的意味、拡張的意味は

「次元（視覚）」、「音声（聴覚）」、「度合」、「状態」という概念群に属することが分かっ

た。第 2 章で述べたように、ある概念を通して別の概念を理解することは概念メタファー

の本質である。三次元形容詞「太・細」の語彙レベルの多義性を実現する根源的なものは

概念メタファーであると言える。そのため、Lakoff & Johnson(1986)が提唱する概念メタフ

ァーの定義に基づき、「次元付けのメタファー」を提案する。まず、次元付けのメタファ

ーを定義する。本研究では、「太・細」が反映する空間概念の一種である次元の概念がさ

まざまな抽象概念群に写像されることができるという前提を置く。次に、上述の分析のよ

うに、「太・細」の諸意味は本来次元概念群に属すにも拘らず、それが音声（聴覚）概念

群、度合概念群、状態概念群という抽象概念群に応用されるのは、次元概念群と抽象概念
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群の間にメタファー写像関係が存在することを示す。この種の概念メタファー写像を描く

ものを次元付けのメタファーと名づけることにする。 

「太・細」が属する概念メタファーは次の通りにまとめることができる。 

 

（一）音声が大きいことは太、音声が小さいことは細 

（二）程度・度合が大きいことは太、程度・度合が小さいことは細 

（三）状態が豊富であることは太、状態が貧弱であることは細 

 

さらに、具体例を入れながら説明していく。 

（一）音声が響くことは太、音声が小さいことは細 

［吐息の音が重いことは太、吐息の音が軽いことは細］ 

a.多少疲れた里美は太くため息をついてドレッサーの前に座った。 

b.ごぼごぼと怪物ののどの鳴る音がつづき、詰まった血のすきまから、ほそく息のもれ

る音が聞こえる。 

 

［音量が低くて大きいことは太、音量が足りないことは細］ 

a.「話を 後までききなさい」戸田が強い口調で制した。体は小さいが、声は大きく太

かった。 

b.母様のほそく、ふるえる声を聞いたとたん、ポンちゃんの目には涙がいっぱいあふれ

てきました。 

 

（二）程度・度合が高いことは太、程度・度合が低いことは細 

[力が強いことは太、力が弱いことは細]  

a.ぶっといトルクでなかなか乗りやすいです！ 

b.それとも、その家族の細い絆がそれでも切れてしまう悲劇を描いた。 

 

（三）状態が豊かであることは太、状態が貧弱であることは細 

a.高血圧を放置することは、「太く長く生きられる」はずの人生を、自ら縮めてしまう

ようなものです。 

b.偽グスリ詐欺は細く、長く、辛抱強くやるもので、健康にいいと信じさせ、（略） 

 

上述の各例文から見ると、「太」と「細」の拡張的意味には非対称性が見られるが、概

念レベルでは、同じ次元付けのメタファーによって成り立つものであることが分かる。言
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い換えれば、三次元形容詞「太」と「細」を語彙として見ると、さまざまな相違点が見ら

れ、特に拡張的意味の違いは恣意的に発生した現象のように見えるが、より抽象的な概念

レベルから見ると、それは恣意的なものではなく、概念メタファーに基づき、体系的に派

生しているものであるということが分かった。換言すれば、語彙レベルの多義性は具体的

な用法であり、概念レベルの多義性はその具体的な用法の背後にその多義的用法が生じる

規則的なものである言える。 

 

4.4〈粗・细〉の語彙レベルの多義性分析 

日本語の三次元形容詞「太・細」の多義性を語彙レベルと概念レベルの両方から分析し

た。中国語における「太・細」の類義語である三次元形容詞〈粗・细〉の多義性も同じ方

法で分析していく。まず、中国語の三次元形容詞〈粗・细〉の抽出例の数量を表 4-7 とし

て再度挙げる。 

 

表 4- 7〈粗・细〉の抽出例の数量 

対象 粗 细 厚 薄 大 小 
抽出例総数 535 962 638 569 20907 14509 
実際に分析 
する例文数 

535 943 560 539 20642 14320 

（第三章の表 3-2 と同様） 

 

抽出例に基づき、中国語三次元形容詞〈粗〉の意味項目を表 4-8 の通りにまとめた。 

 

4.4.1〈粗〉の語彙レベルの多義性 

 

表 4- 8〈粗〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイ

プ 

柱状物直径或外围较标准值大 

（細長いものの直径、または外回

りが標準値以上である） 

梅屋的东墙角，有木香一株，粗如人臂。（梅

屋の東の隅には、モッコウが一本ある。人間

の腕ほど太い。） 

① 带状物体宽度大（幅が大きい） 
这种长衫多有粗直的条纹。（この長い中国服

には太い線の模様がある。） 

② 颗粒大（粒が大きい） 

悬浮沉积物由口内向口外，由北向南其颗粒由

粗变细。（堆積物の粒は入口の中から外へ、

北から南へ大きい方から細い方に変わる。）

③ 皮肤粗糙（肌が粗い） 

身上那粗得象一层麻布般的皮子包着突出的干

枯骨头。（体中の皮膚は麻布のようにかさか

さしていて突き出している骨を包んでいる。）

④ 音量大而低沉（音量が低くて響く） 粗嗄的声音想一下惊倒我，尖细的声音刺进我
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的神经。（太い声に驚かせて、細くて鋭い声

が神経に突き入れるようだ。） 

⑤ 气息重（吐息が重い） 

万智林只好又停住，转过身来出着粗气：“啥事

吗？”（万智林は止まらなければならなくて、

太い吐息をしながら聞いた。「何か用があ

る？」） 

⑥ 
材质和做工粗糙（材質や細工など

が粗雑である） 

“穷人吃油麦面，--哈，小姐你是吃不来的，粗

得很。”（貧乏人はガラス麦のラーメンぐらい

を食べるよ、―ははっ、お嬢さんなんて食べ

られないよ。粗いものだから。） 

⑦ 粗略（ほぼ、およそ、だいたい）

我这才粗粗寻找了一下，既没有看到字条，也

没有见到论文。（これでやっと大まかに探し

たが、メモもなければ、論文もない。） 

⑧ 工作不熟练（仕事に堪能ではない）

以普通粗工言，则以请求先后为准。（慣れてい

ない職工に対して、申込みの先着順に基づ

く。） 

⑨ 不纯，有杂质（不純物を含む） 

在能量饲料中大麦含粗蛋白质比较多。（エネ

ルギー餌にある大麦は粗タンパク質の含有量

が高い。） 

⑩ 
不谨慎（慎重ではない、または綿

密ではない） 

不是无情，而是粗心；我觉得忧愁反而使她变

得文静娴雅。（冷たいのではなくて、細かく

考えなかっただけだ。でも、憂鬱は意外に彼

女をしとやかさせたと思った。 

⑪ 粗野，粗鲁（横柄に振舞う） 
哑叭虽是个粗汉，却也粗中有细。（口きけな

いはがさつものであるが、細かい面のある。）

 

〈粗〉のプロトタイプ的意味を日本語の「太・細」と同様の方法で認定する。それは表

中の「柱状物直径或外围较标准值大（細長いものの直径、または外回りが標準値以上であ

る）」という意味である（例 4-15 を参照）。 

 

例 4-15 

a.我国南方人喜欢的苦瓜长得又粗又大。（我が国の南の人に好まれるゴーヤは太くて大

きい。） 

b.梅屋的东墙角，有木香一株，粗如人臂。（梅屋の東の隅には、モッコウが一本ある。

人間の腕ほど太い。） 

c. 森林里荫翳蔽日，树木长得又粗又高。（森の中はどんよりとして日差しを隠して、

木々が太くて高く伸びっている。） 

 

例 4-15a、b、c における〈粗〉はそれぞれ「ゴーヤ」、「木香」と「森にある木々」とい

うものの「外回りが標準値以上である」という意味を表し、即ち、表中の意味「柱状物直

径或外围较标准值大（細長いものの直径、または外回りが標準値以上である）」という意
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味を表している（図 4-9 を参照）。 

この意味は も具体的であり、想起しやすく、用いられやすい意味であるため、プロト

タイプ的意味と認定することが適切である。AB と A’B’は柱体の直径であり、C と C’は中

心線である。 

 

C                            C’ 

                                ‘ 

          A     B        A’      B’ 

 

                        

 

標準値                 粗 

図 4- 9〈粗〉のプロトタイプ的意味 

 

次に、日本語と同様に、語彙レベルから〈粗〉の多義構造を分析する。 

 

（一）拡張的意味①：带状物体宽度大（幅が大きい） 

拡張的意味②：颗粒大（粒が大きい） 

 

例 4-16 

a. 她的脸是容长脸，南方叫鸭蛋脸，皮肤洁净眉又很黑，如同漆上似的，只是眉线有点

粗了，若是男子则十分英俊。（彼女の顔は楕円型で、南の方は「鴨の卵」と呼ぶ。肌

はきれいで、眉が描かれたようだが、少し太い。男だったらかっこいいかもしれない。） 

b. 这种长衫多有粗直的条纹。（この長い中国服には太い線の模様がある。） 

c.悬浮沉积物由口内向口外，由北向南其颗粒由粗变细。（堆積物の粒は入口の中から外

へ、北から南へ大きい方から細い方に変わる。） 

d.质地细的肥力高，粗的肥力低，形成的土壤含盐量较高。（粒の小さい土壌は地力が高

く、粒の大きい土壌は地力が低くて、塩分が多い。） 

 

例 4-16a、b の〈粗〉のように、「眉线（眉）」と「条纹（縞模様）」は二次元的に幅があ

る細長いものとして認識されている。〈粗〉のプロトタイプ的意味には「三次元的」とい

う特徴が含まれているが、もっとも顕著的な特徴は「細長い」という特徴であり、日本語

と同じように、三次元的な柱体の二次元的な面をプロファイルされている。そのため、拡
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張的意味①「带状物体宽度大（幅が大きい）」はプロトタイプ的意味からメトニミーリン

クを介して意味拡張している。また、拡張的意味②は砂、米などの粒がより大きいことを

表す。この意味は柱体の直径をプロファイルしたからである。そのため、拡張的意味②「颗

粒大（粒が大きい）」もプロトタイプ的意味からメトニミーリンクを介して意味拡張して

いる。 

 

 

 

 

 

図 4- 10 プロファイルの部分 

 

（二）拡張的意味③：皮肤粗糙（皮膚が粗い） 

 

例 4-17 

a.随后他就细心地，迅速地编织起来──这双粗老的手，似乎分外熟悉于这项工作。（そ

して、彼は気をつけながらすばやく編み始めた――この仕事にそのかさかさした手は

とてもなれたようだ。） 

b.身上那粗得象一层麻布般的皮子包着突出的干枯骨头。（体中の皮膚は麻布のようにか

さかさしていて突き出している骨を包んでいる。） 

 

例 4-17a、b の〈粗〉は「肌がかさかさで、滑らかでない様子」を表す。粒がより大き

いものは触覚では滑らかでないという特徴がある。皮膚の場合は、毛穴やニキビなどはよ

り大きい場合は、滑らかでないという特徴もある。そのため、拡張的意味③は拡張的意味

②「颗粒大（粒が大きい）」からメタファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味④：音量大而低沉（音量が低くて響く） 

拡張的意味⑤：气息重（吐息が重い） 

 

例 4-18 

a.粗嗄的声音想一下惊倒我，尖细的声音刺进我的神经。（太い声に驚かせて、細くて鋭

い声が神経に突き入れるようだ。）（拡張的意味④） 

b.万智林只好又停住，转过身来出着粗气：“啥事吗？”（万智林は止まらなければな
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らなくて、太い吐息をしながら聞いた。「何か用がある？」）（拡張的意味⑤） 

 

音声は低くて音量が豊かである場合に、日本語の「太」と同じように、中国語の〈粗〉

が「音量が低くて響く」を表す場合に、音声器官に発される音が及ぼす範囲が顕現的であ

るため、物理的な柱体の太さが大きいことと類似している。言い換えれば、視覚と聴覚の

共感覚に基づき、プロトタイプ的意味から転義されている。そのため、拡張的意味③「音

量大而低沉（音量が低くて響く）」はプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して

意味拡張している（図 4-11 を参照）。 

         

E                F                   音声の高さ（低い） 

                                                

                        E’       F’        

                                            

柱体的な物体           音声の及ぼす範囲 

EF：柱体的な物体の直径 E’F’：音声が及ぼす範囲の直径  

点線と実線によって組み合わされた範囲は音声の及ぼす範囲 

図 4- 11 拡張的意味「音量大而低沉（音量が大きくて低い）」 

 

拡張的意味④「气息重（吐息が重い）」を表す例 4-17b の〈粗〉は日本語と同じように、

吐息の音声が大きい場合に吐息がより重い。そのため、拡張的意味④はメタファーリンク

を介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑥：材质和做工粗糙（材質や細工などが粗雑である） 

拡張的意味⑦：粗略（ほぼ、およそ、だいたい） 

 

例 4-19 

a.“穷人吃油麦面，--哈，小姐你是吃不来的，粗得很。”（貧乏人はカラス麦のラーメン

ぐらいを食べるよ、―ははっ、お嬢さんなんて食べられないよ。粗いものだから。） 

（拡張的意味⑥） 

b.我这才粗粗寻找了一下，既没有看到字条，也没有见到论文。（これでやっと大まかに

探したが、メモもなければ、論文もない。）          （拡張的意味⑦） 

 

例 4-19a、b における〈粗〉はそれぞれ「ラーメンの製造が粗雑である」、「大まかに探
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した」という意味を表している。まず、例 4-19a のように、物事の製造過程がより簡単で

あれば、製造物の質や物事の結果も良くないことは一般的に認められる。拡張的意味⑤「皮

肤粗糙（皮膚が粗い）」には「皮膚がかさかさであり、質が良くない」という意味が含ま

れている。例 4-19a にも「製造したラーメンの品質が良くない」という意味を表すため、

結果がよくないという特徴もある。そのため、例 4-19a の〈粗〉が表す拡張的意味⑥は拡

張的意味③「皮肤粗糙（皮膚が粗い）」と「結果の評価性」で類似しているため、拡張的

意味⑥はメタファーリンクを介して拡張的意味⑤「皮肤粗糙（皮膚が粗い）」意味拡張し

ている。 

次に、例 4-19b の〈粗〉は「行動を実施した程度が低い」という意味を表す。拡張的意

味⑥「材质和做工粗糙（材質や細工などが粗雑である）」から分かるように、製造物の質

がよくないということは製造過程がより粗いということを指示することができる。そのた

め、拡張的意味⑦は「結果で原因」というメトニミーリンクを介し、拡張的意味⑥から拡

張している。 

 

（五）拡張的意味⑧：工作不熟练（仕事に堪能ではない） 

 

例 4-20 

a.可是他分散伙食，而且以洗衣粗工兼任厨工，却是严重的失误。（彼は食事を分散する

だけでなく、まだ慣れていない洗濯をする職工を調理員として働かせることは大きな

間違いだ。） 

b.以普通粗工言，则以请求先后为准。（慣れていない職工に対して、申込みの先着順に

基づく。） 

 

例 4-20a、b における〈粗〉は「仕事に堪能ではない」という意味を表す。仕事に慣れ

ていなければ、効率よく仕上げることもできないため、結果から見ると粗雑である。粗雑

的な仕事結果を用い、このような結果を成し遂げる人を指すことは隣接関係に基づいてい

る。そのため、拡張的意味⑧は拡張的意味⑥「材质和做工粗糙（材質や細工などが粗雑で

ある）」からメトニミーを介して意味拡張している。 

 

（六）拡張的意味⑨：不纯，有杂质（不純物を含む） 

 

例 4-21 

a.在能量饲料中大麦含粗蛋白质比较多。（エネルギー餌にある大麦は粗タンパク質の含
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有量が高い。） 

b.第一，粗纤维不易消化，吸水量大，起到填充肠胃道的作用，（第一は、粗繊維は消化

しにくく、吸水量も大きいため、胃腸を詰める役割を果たしている。） 

 

例 4-21 における〈粗〉は「粗蛋白质（粗タンパク質）」や「粗纤维（粗繊維）」のよ

うに、「他の成分も含んでいる」という意味を表す。柱体の物に内容物が多ければ多いほ

ど、その直径も大きくなると類似している。そこで、拡張的意味⑨「不纯，有杂质（不純

物を含む）」はメタファーリンクを介し、プロトタイプ的意味から拡張している。 

 

（七）拡張的意味⑩：不谨慎（慎重ではない、または綿密ではない） 

拡張的意味⑪：粗野，粗鲁（横柄に振舞う） 

 

例 4-22 

a.不是无情，而是粗心；我觉得忧愁反而使她变得文静娴雅。（冷たいのではなくて、細

かく考えなかっただけだ。でも、憂鬱は意外に彼女をしとやかさせたと思った。） 

（拡張的意味⑩） 

b.倪吾诚自然不能与一个土生土长、性格且又粗悍的女人相处。（倪吾诚は地元で生まれ

て育てられて、性格的には荒々しくたけだけしい女と付き合えないのは当然だ。） 

（拡張的意味⑪） 

 

例 4-22a、b の〈粗〉はそれぞれ「よく考えない」、「細かいところを考えず、また、乱

暴でがさつである様子」を意味している。例 4-22a の〈粗〉は「物事をよく考えない、綿

密ではない」という意味を表し、常に「心」と共起している。「慎重ではない」場合は出

来事を大略に行うのが一般的なパターンである。そのため、拡張的意味⑩は実際に「大略、

おおよそ」の一種であるため、「類で種」というメトニミーリンクを介して拡張的意味⑦

「粗略（ほぼ、およそ、だいたい）」から意味拡張している。 

また、性格的には「乱暴でがさつ」である人は「よく考えない」、「考え方がより簡単で

ある」などの特徴がある。つまり、「慎重でない」という原因をその結果の「乱暴でがさ

つ」であることによって表す。言い換えれば拡張的意味⑪は「結果で原因」というメトニ

ミーリンクを介し、拡張的意味⑩「不谨慎（慎重ではない、または綿密ではない）」から

意味拡張している。 

上述の分析に基づき、〈粗〉の意味ネットワークを図 4-12 の通りにまとめた。 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 4- 12〈粗〉の意味ネットワーク 

 

4.4.2〈细〉の語彙レベルの多義性 

〈粗〉と同様に、〈细〉の語彙レベルの多義性を次のように分析する。まず、〈细〉の意

味項目を表 4-9 の通りにまとめた。 

 

表 4- 9〈细〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 

柱状物直径或外围较标准值小

（細長いものの直径、または外

回りは標準値以下である） 

瞧那果树长得好奇：树干细如竹竿，果实却个大

如斗。（その木はおもしろい、木の幹は細いの

に、果実は意外に大きい。） 

① 带状物体宽度小（幅が狭い） 
这个青年，仍然是细眯着眼睛，（この青年、ま

だ目を細めている。） 

② 窄（狭い） 
又因其只有一条细而且直的大街，乡人谑称之直

肠街。（細くてまっすぐの道しかないから、村

人は「直腸街」とからかっている。） 

③ 瘦（痩せる） 
你不回来，都给两条细牛吃掉了。（あなたは帰

って来なかったから、痩せている 2 頭の牛にや

った。） 

④ 颗粒小（粒が小さい） 
不过，这种人造金刚石，象细砂粒那么小！（で

も、この人工的なダイヤモンドは砂の粒のよう

に小さい。） 

柱状物直径或外围

较标准值大（細長い

ものの直径、または

外回りは標準値以

上である） 

①带状物体宽度大 

（幅が大きい） 

②颗粒大 

（粒が大きい） 

③皮肤粗糙 

（肌が粗い） 

④音量大而低沉 
（音量が低くて響く） 

⑦粗略 

（ほぼ、およそ） 
⑩不谨慎（慎重ではない、

または綿密ではない）

⑪粗野，粗鲁 

（横柄に振舞う） 

⑨不纯，有杂质 

（不純物を含む） 

⑥材质和做工粗糙

（材質や細工など

が粗雑である） 

⑤气息重 

（吐息が重い） 

⑧工作不熟练 

（仕事に堪能ではない）
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⑤ 
（皮肤等）光滑平整（（肌など

が）滑らかである様子） 
看她细皮白肉，多水灵！（彼女の肌は白くて滑

らかで、なんとみずみずしいことか。） 

⑥ 声音小（音声が小さい） 
小不高兴忽然听到后面有个很细很细的声音，不

觉吓了一跳。（小不高兴は後ろからすごく細い

声に気付いて、驚かれた。） 

⑦ 
材质、做工精细（材質や細工な

どが上等である） 

这天晚上，林美玲穿一件西红色大领口涤棉细纺

的连衣裙。（この夜、林美鈴は綿混素材で精製

した襟が広めで赤いワンピースを着ている。）

⑧ 详细（詳しい） 
如果再进一步划分，自然带可以分得更多更细

些。（もし更に分けると、自然帯をもっと多く、

細く分けることができる。） 

⑨ 谨慎、周到（慎重である） 
每个彩池都象一件精雕细琢的工艺品。（すべて

の池は念を入れて精製した工芸品のようだ。 

⑩ 弱（弱い） 
气虚形寒乏力，或有自汗、脉细。（寒がって気

が弱まる。また自然発汗があり、脈が細い。）

 

次に、〈粗〉と同様に、〈细〉のプロトタイプ的意味を認定標準に基づき、表中の「柱状

物直径或外围较标准值小（細長いものの直径、または外回りは標準値以下である）」であ

ると認定した。 

 

例 4-23 

a.许多粗的细的管道，从这儿通到那儿。（太いパイプや細いパイプがたくさんあって、

ここからそこに繋がっている。） 

b.瞧那果树长得好奇：树干细如竹竿，果实却个大如斗。（その木はおもしろい、木の幹

は細いのに、果実は意外に大きい。） 

c.她从腰间拿出一圈细绳，把银箱团团地扎得牢牢的。（彼女は腰回りから細い紐を出し

て、銀箱をぐるぐるとしっかりと縛った。） 

 

例 4-23 の a、b、c における〈细〉は「管道（パイプ）」、「树干（幹）」、「绳（紐）」とい

う三次元的な物体の直径が標準値より小さいことを意味している。この意味は も具体的

であり、想起しやすい意味である。また、この意味を表す〈细〉は文中の位置、共起につ

いて制限がより少ないため、プロトタイプ的意味と言ってよい（図 4-13 を参照）。 

                       C                            C’ 

                                ‘ 

          A     B         A’    B’ 

 

                        

 

標準値                 细 
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図 4- 13〈细〉のプロトタイプ的意味 

 

次に、〈细〉の拡張的意味とプロトタイプ的意味、または拡張的意味がどのように関係

し合うかに関して分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：带状物体宽度小（幅が狭い） 

拡張的意味②：窄（狭い） 

拡張的意味③：瘦（痩せる） 

拡張的意味④：颗粒小（粒が小さい） 

 

例 4-24 

a.这个青年，仍然是细眯着眼睛，（この青年、まだ目を細めている。）（拡張的意味①） 

b.又因其只有一条细而且直的大街，乡人谑称之直肠街。（細くてまっすぐの道しかない

から、村人は「直腸街」とからかっている。）         （拡張的意味②） 

c. 你不回来，都给两条细牛吃掉了。（あなたは帰って来なかったから、痩せている 2 頭

の牛にやった。）                       （拡張的意味③） 

d.不过，这种人造金刚石，象细砂粒那么小！（でも、この人工的なダイヤモンドは砂の

粒のように小さい。）                    （拡張的意味④） 

 

例 4-24a の〈细〉は「目を細める」という意味を表す。副詞として用いられているが、

「目を細める」という動作の結果から見れば、目が細長い形になるため、目やベルトなど

の細長いものと捉えられている。〈细〉のプロトタイプ的意味から分かるように、三次元

的な物体が細ければ、その直径の変化から把握できるため、細長い面、即ちもっとも顕現

的な面から見ると、その幅の変動によって直径の変化を捉えることが一般的である。その

ため、拡張的意味①はプロトタイプ的意味からメトニミーリンクを介して意味拡張してい

る。その次に、例 4-24b の〈细〉は「街が狭い」という意味を表す。街や道などが狭い場

合に両側の距離によって判断するため、言い換えれば、幅がある帯状のものとして捉えら

れている。そこで、拡張的意味②は拡張的意味①「带状物体宽度小（幅が狭い）」からメ

タファーリンクを介して意味拡張している。 後に、例 4-24c の〈细〉は「痩せている」

意味を表す。人間や動物などは体の肉付きがよくない場合に、柱体的なものの直径が小さ

いため体積も小さい特徴と類似している。そこで、拡張的意味③はプロトタイプ的意味か

らメタファーリンクを介して意味拡張している。 

一方、d の〈细〉は「粒が小さい」という意味を表す。直径が小さい物体の体積も比較
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的に小さいため、全体的な大きさと直径の大きさとに隣接関係があるため、拡張的意味④

はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味を介して意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味⑤：（皮肤等）光滑平整（（肌などが）滑らかである様子） 

 

例 4-25 看她细皮白肉，多水灵！（彼女の肌は白くて滑らかで、なんとみずみずしいこ

とか。） 

 

例文における〈细〉は「皮膚が滑らかである」ことを表す。皮膚に粒状のものが分布し

ておらず、または見えにくい場合に、皮膚が滑らかであると認められる。そのため、〈细〉

の拡張的意味⑤は拡張的意味④「颗粒小（粒が小さい）」という意味からメタファーリン

クを介して意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味⑥：声音小或者尖锐（声が小さい） 

 

例 4-26 小不高兴忽然听到后面有个很细很细的声音，不觉吓了一跳。（小不高兴は後ろ

からすごく細い声に気付いて、驚かれた。） 

 

例文が表すように、〈细〉は「声が小さい」という意味である。日本語の「細」と同じ

ように、プロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。一方、〈粗〉

とは異なり、〈细〉の場合に、音声の高さへの制限がなく、音声が及ぼす範囲さえ小さけ

れば、〈细〉が用いられる。そのため、音声が鋭い場合も〈细〉によって表すことができ

る。 

 

（四）拡張的意味⑦：材质，做工精细（細工・材質が上等である） 

拡張的意味⑧：详尽（詳しい） 

拡張的意味⑨：谨慎、周到（慎重である） 

 

例 4-27 

a.这天晚上，林美玲穿一件西红色大领口涤棉细纺的连衣裙。（この夜、林美鈴は綿混素

材で仕立てのよい襟が広めで赤いワンピースを着ている。）   （拡張的意味⑦） 

b.如果再进一步划分，自然带可以分得更多更细些。（もし更に分けると、自然帯をもっ

と多く、細く分けることができる。）             （拡張的意味⑧） 
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c. 每个彩池都象一件精雕细琢的工艺品。（すべての池は念を入れて鏤刻した工芸品の

ようだ。                           （拡張的意味⑨） 

 

例 4-27 の a、b、c における〈细〉はそれぞれ「仕立てのよい洋服」、「詳しく分ける」

と「綿密である」という意味を表す。細工のよいものはより質が上等であるため、皮膚な

どのような表面が滑らかで整っており、きれいな状態であることと類似関係を持っている。

そのため、拡張的意味⑦はメタファーリンクを介して拡張的意味⑤「（皮肤等）光滑平整」

から意味拡張している。 

一方、例 4-27b のように、「出来事の結果がよい」ということを得るためには、そのよ

うになるための原因が必要となるため、拡張的意味⑧は拡張的意味⑦「材质，做工精细（細

工・材質が上等である）」からメトニミーを介して意味拡張している。 

例 4-27c の〈细〉は実際に拡張的意味⑧「详尽（詳しい）」と共起関係を持っている。

なぜなら、詳しいことは綿密で慎重に行動を行った結果だからである。そのため、拡張的

意味⑨は拡張的意味⑧「详尽（詳しい）」からメトニミーリンクを介して意味拡張してい

る。 

 

（五）拡張的意味⑩：弱（力弱い） 

 

例 4-28 气虚形寒乏力，或有自汗、脉细。（寒がって気が弱まる。また自然発汗があり、

脈が細い。） 

 

例 4-28 のように、〈细〉は「脈が弱い」という意味を表す。細い物は力がないという

共起性から分かるように、拡張的意味⑩は「結果で原因」というメトニミーリンクを介し

プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

上述の分析に基づき、〈细〉の意味ネットワークは図 4-14 の通りにまとめられる。 
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点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 4- 14〈细〉の意味ネットワーク 

 

4.4.3〈粗〉と〈细〉の語彙レベル多義性の対照 

前節では、中国語の三次元形容詞〈粗〉と〈细〉の語彙レベル多義性を分析した。〈粗〉

と〈细〉の拡張的意味は両方ともメトニミーリンクによって動機づけられる傾向が見られ

た。つまり、日本語とは異なり、〈粗〉と〈细〉の転義は隣接性に基づくものが多い。言

い換えれば、〈粗〉と〈细〉が意味拡張している際に、それを用い、時間的な隣接関係（事

件のある部分であり、例えば、結果で原因）がある他方の物事を指すことが多く、その他

方の物事をプロファイルされることに基づく転義することが特徴的なものである。また、

〈粗・细〉の拡張的意味では、非対称的表現が見られる（表 4-10 を参照）。 

さらに、〈细〉の拡張的意味は〈粗〉より範囲が広く、意味ネットワークに示されてい

るように、〈细〉の 2 次拡張や 3 次拡張は〈粗〉より多い。 

 

表 4- 10〈粗〉と〈细〉の非対称性表現 

 粗  细 

○ 粗人（がさつな人） ☓ 细汉（上品な人） 

○ 粗茶淡饭（粗末な食事） ☓ 细茶浓饭（山海の珍味） 

○ 喘粗气（太く吐息する） ☓ 喘细气（細く吐息する） 

☓ 粗粗的火苗（太い炎） ○ 细细的火苗（細い炎） 

☓ 粗牛（太い牛） ○ 细牛（痩せている牛） 

☓ 脉粗（脈が強い） ○ 脉细（脈が弱い） 

柱状物直径或外围较标准

值小（細長いものの直径、

または外回りは標準値以

下である） 

①带状物体宽度

小（幅が狭い） ②窄（狭い） 

③瘦（痩せる） 

④颗粒小 

（粒が小さい）

⑦材质、做工精细（材質や

細工などが上等である） 
⑧详细（詳しい）

⑩弱（弱い） 

⑥声音小 

（音声が小さい） 

⑤（皮肤等）光滑平整 

（（肌などが）滑らかである様子） 

⑨谨慎、周到 

（慎重である） 
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☓ 粗节（全体） ○ 细节（細部） 

☓ 花朵的粗瓣（太い花びら） ○ 花朵的细瓣（細い花びら） 

☓ 粗眼睛（太い目） ○ 好像两条线一般的细眼睛 
（まるで二本の線のような細い目） 

〇：用いられる ☓：用いられない 

 

4.5〈粗・细〉の概念レベルの多義性 

上述の分析に基づき、中国語の〈粗〉と〈细〉の意味拡張のプロセスは異なり、拡張的

意味も非対称性的であるという結論に達した。日本語と同様に、〈粗〉と〈细〉の拡張的

意味を実現させる概念レベルの規則が存在するか否かについて、分析する必要する。まず、

〈粗・细〉の意味項目をそれぞれ属する概念群に再分類する。 

まず、〈粗〉の意味項目が属する概念群を次の通りにまとめる。 

 

表 4- 11〈粗〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

 

プロトタイプ 
柱状物直径或外围较标准值大（細長いものの直径、また

は外回りは標準値以上である） 

① 带状物体宽度大（幅が大きい） 

② 颗粒大（粒が大きい） 

皮膚感覚

（触覚） 
③ 皮肤粗糙（肌が粗い） 

音声（聴覚） 
④ 声音低沉响亮（声が低くて大きい） 

⑤ 气息量大（息の量が多い） 

程度・度合 

⑥ 材质和做工粗糙（材質や細工などが粗雑である） 

⑦ 粗略（ほぼ、およそ、だいたい） 

⑧ 工作不熟练（仕事に堪能ではない） 

⑨ 不纯，有杂质（不純物を含む） 

性質 
⑩ 不谨慎（慎重ではない、または綿密ではない） 

⑪ 粗野，粗鲁（横柄に振舞う） 

 

表 4-11 が示しているように、中国語の三次元形容詞〈粗〉の意味項目をそれが属する

概念群によって再分類すると、「次元（視覚）」、「皮膚感覚（触覚）」、「音声（聴覚）」、

「度合」、「性質」という五つの概念群に分けることができる。 

次に、〈细〉も同様にその意味項目が属する概念群によって分類する。〈细〉の諸意味も

「次元（視覚）」、「皮膚感覚（触覚）」「音声（聴覚）」、「度合」、「性質」という五つの

概念群に分けることができる。日本語と同じように〈粗・细〉の語彙レベルの多義現象も

次元付けのメタファーによって成り立たれたと認め、語彙レベルにおける具体的な用例を

用いて検証していく。〈粗・细〉の次元付けのメタファーを次の通りにまとめた。 
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表 4- 12〈细〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

プロトタイプ 
柱状物直径或外围较标准值小（細長いものの直径、また

は外回りは標準値以下である） 

① 带状物体宽度小（幅が狭い） 

② 窄（狭い） 

③ 瘦（痩せる） 

④ 颗粒小（粒が小さい） 

皮膚感覚

（触覚） 
⑤ 

（皮肤等）光滑平整（（肌などが）滑らかである様子） 

音声（聴覚） ⑥ 声音小（音声が小さい） 

程度・度合 
⑦ 材质、做工精细（材質や細工などが上等である） 

⑧ 详细（詳しい） 

性質 
⑨ 谨慎、周到（慎重である） 

⑩ 力量弱（弱い） 

 

（一）皮膚感覚（触覚）ががさつであることは粗、皮膚感覚（触覚）がなめらかであ

ることは细 

（二）音声（聴覚）が響くことは粗、音声（聴覚）が響かないことは细 

（三）性質が悪いことは粗、性質が良いことは细 

（四）程度・度合が高いことは粗、程度・度合が低いことは细 

 

この上位概念メタファーに属するより具体的な下位概念メタファーを以下のように例

を挙げながら分析する。 

 

（一） 皮膚感覚（触覚）ががさつであることは粗、皮膚感覚（触覚）がなめらかである

ことは细 

a.身上那粗得象一层麻布般的皮子包着突出的干枯骨头。（体中の皮膚は麻布のようにか

さかさしていて突き出している骨を包んでいる。） 

b.看她细皮白肉，多水灵！（彼女の肌は白くてつるつるで、なんとみずみずしいことか。） 

 

（二）音声（聴覚）が大きいことは粗、音声（聴覚）が小さいことは细 

a.粗嗄的声音想一下惊倒我，尖细的声音刺进我的神经。（太い声は驚かせて、細くて鋭

い声が神経に突き入れるようだ。） 

b.小姑娘细声回答。（女の子は細く答えた。） 
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（三）性質が悪いことは粗、性質が良いことは细 

a.倪吾诚自然不能与一个土生土长、性格且又粗悍的女人相处。（倪吾诚は地元で生まれ

て育てられて、性格的には荒々しくたけだけしい女と付き合えないのは当然だ。） 

b.气虚形寒乏力，或有自汗、脉细。（寒がって気が弱まる。また自然発汗があり、脈が

細い。） 

 

（四）程度・度合が低いことが粗、程度・度合が高いことは细 

［質が粗雑であることは粗、質が上等であることは细] 

a.他们经营的服装，做工粗、色彩暗、款式旧，（中略）。（彼らが作った洋服は細工が

粗雑で、色も濃すぎる。そしてデザインも古くて（中略）） 

b.这天晚上，林美玲穿一件西红色大领口涤棉细纺的连衣裙。（この夜、林美鈴は綿混素

材で精製した襟が広めで赤いワンピースを着ている。） 

 

［大まかにすることは粗、詳しくすることは细] 

a.我这才粗粗寻找了一下，既没有看到字条，也没有见到论文。（これでやっと大まかに

探したが、メモもなければ、論文もない。） 

b.由于这方面的内容在有关的章节中要谈及，这里不一一细讲。（この内容について関連

している章で触れるため、ここで詳しく紹介しません。） 

 

〈粗〉と〈细〉を概念レベルからその多義性を分析した。拡張的意味における非対称的

表現は多いが、概念レベルでは、それが同様の次元付けのメタファーによって成立してい

るものであることを明らかにした。 

 

4.6「太・細」と〈粗・细〉の対照 

まず、日中両言語の三次元形容詞「太・細」と〈粗・细〉の語彙レベルの多義性を対照

する。語彙レベルにおける多義性から見ると、次のような共通点と相違点が見られる。 

共通点として、次の 3 点がある。①語彙レベルでは、両方ともプロトタイプ・カテゴリ

ーに基づき、放射状的構造を成している。②両方ともに非対称性が見られる。③プロトタ

イプ的意味は同じである。 

一方、相違点として、次の 4 点が見られる。①拡張的意味には、特色的なものがある。

例えば、日本語の「太」は「肉付きがよい」という意味を表すことができるが、中国語の

〈粗〉には同じ拡張的意味がない。②〈粗・细〉には日本語の「粗い・細かい」という意

味も含まれており、拡張的意味の一つであると見なされる。③「細」と〈细〉はそれぞれ
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「太」と〈粗〉より意味拡張の階級性（2 次拡張や 3 次拡張）が高い。④「太・細」の意

味ネットワークから見ると、メタファーリンクを介する意味拡張が多く、〈粗・细〉はメ

トニミーリンクを介する意味拡張のパターンがより多い。要因として、「太・細」が意味

拡張する場合には、表す対象の外部特徴を捉える傾向があるのに対し、〈粗・细〉が意味

拡張する場合には、時間的な隣接関係（事件のある部分であり、例えば、結果で原因）が

ある他方の物事を指す傾向があるということであると考えられる。 

次に、概念レベルから見ると、以下のような共通点と相違点が見られる。共通点として

は、以下の 2 点がある。①両方の多義的現象はとも次元付けのメタファーによって規則づ

けられる；②非対称的な表現の多くは一つの概念メタファーを介して成立されたものであ

る。例えば、「太・細」の概念レベルでは、「程度・度合が高いことは太、程度・度合が

低いことは細」という次元付けのメタファーがあり、「トルクが太い」、「絆が細い」とい

う表現はこの概念メタファーに基づき、生じるものであると考えられる。ただし、「トル

クが太い」に対して、「トルクが細い」という反対表現は存在しない。そのため、語彙レ

ベルでは非対称的であると言える。しかし、概念レベルでは、「絆が細い」も「トルクが

太い」も「程度・度合が高いことは太、程度・度合が低いことは細」に基づき、生じる

表現であるため、概念レベルでは統一されることができる。 

一方、相違点として以下のようにまとめる。「太・細」と〈粗・细〉の概念メタファー

の種類が異なる。「太・細」は「状態が豊かであることは太、状態が貧弱であることは

細」という概念メタファーがあるのに対し、〈粗・细〉では見られない。〈粗・细〉では

「皮膚感覚（触覚）ががさつであることは粗、皮膚感覚（触覚）がなめらかであること

は细」、「性質が悪いことは粗、性質が良いことは细」という概念メタファーが独特な

ものである。 

まとめて言うと、語彙レベルでは異なっても、概念レベルでは統一されることができる

が、概念レベルでは相違が存在すると、語彙レベルでは必ず違いが生じる。概念メタファ

ーの種類が異なるため、〈粗・细〉の拡張的意味では「皮肤粗糙/光滑（皮膚が粗い/なめ

らかである）」があるのに対し、「太・細」には存在しない。また、「太・細」の拡張的

意味では「太い/細い人生」という表現があるが、〈粗・细〉には同じ拡張的意味が見ら

れない。 
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第五章 次元形容詞「厚・薄」、〈厚・薄〉の多義性分析 

 

第 4 章では、「太・細」、〈粗・细〉の多義性を語彙レベルと概念レベルから分析を行っ

た。本章の日中両言語における三次元形容詞「厚・薄」、〈厚・薄〉の多義性も 4 章と同様

に分析する。 

 

5.1「厚・薄」、〈厚・薄〉についての先行研究 

日本語の「厚・薄」に関しては、西尾（1972：71）によれば、「『あつい―うすい』は（略）

2 つの平均的な基準面の間を、直角の方向にみたへだたり」である。言い換えれば、「厚・

薄」は 2 つの面が関係しあうことを表している。また、国廣（1982：164）は次のように

定義している。 

 

アツイ（ウスイ）：＜‘A＞B＞C’という長さの関係にある立方体において、ほかに

限定的な条件がない時、C の値が標準値より大きい（小さい）＞ 

 

国廣（1982：164） 

 

以上の指摘とは異なり、久島（2002：24）では、「板の断面に物差しを 1 回当てれば済

んでしまう。これは、棒の『長さ』（図ア）との測り方と同じで、『厚さ』は 1 次元の線と

いうことが分かる」と述べられている。即ち、「厚さ」は「長さ」と同じように１次元の

嵩と見なされている。しかし、「厚さ」の存在する前提として、その「厚さ」を持ってい

る物体は 3 次元的な物体でなければならないということである。「厚・薄」は三次元的な

物体の二つの面の間にあるへだたりを中心に表していると考えるため、本研究では国廣

（1982）の定義を踏まえ、新たに定義する（5.2 における表 5-2 のプロトタイプ的意味を

参照）。 

一方、中国語の〈厚・薄〉に関しては、陆（1989）で提唱されている「A+了+表示定量

的数量词（A+了+量を限定する数量詞）」という文法形式に適用するか否かによって次元

形容詞を判断し、次元形容詞の各意味、用法を詳しく分析した以外に、〈厚・薄〉の多義
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性を分析するものは少ない。吴他（2008）は、〈厚・薄〉の認知ドメインの発達を中心に、

児童が次元形容詞を習得する順序を分析した。無標の項目は有標の項目より先に捉えられ

ることは一般的であるが、この研究によって、〈厚・薄〉を例として、「行為」というドメ

インに写像される際に、有標の〈薄〉は無標の〈厚〉より児童に先に捉えられるという興

味深い結果が見られる。しかし、なぜこのような現象があるかについて、論文では、はっ

きり分析されていない。 

以上の先行研究から、「厚・薄」と〈厚・薄〉の多義性研究はまだ不十分な状態である

ことが分かった。そこで、本章では、日中両言語の三次元形容詞「厚・薄」と〈厚・薄〉

の多義性を語彙レベルと概念レベルから分析していく。ただし、中国語の〈薄〉は“bo”

と“bao”という二つの発音があるが、両方を含めて分析を行う。 

 

5.2「厚・薄」の語彙レベルの多義性分析 

まず、第3章の研究方法に基づいた「厚・薄」の抽出例を、表5-1として再度挙げる。 

 

表 5- 1 日本語各三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 太 細 厚 薄 大 小 
抽出例総数 2944 3738 3348 5453 37111 13114 
実際に分析す

る例文数 
2178 3703 2165 5304 30901 13107 

（表3-1と同じである） 

 

5.2.1「厚」の語彙レベルの多義性 

表5-1における「厚・薄」の抽出例に基づき、瀬戸（2007：46-56）の多義項目の認定方

法によって、「厚」の意味項目を表5-2のようにまとめた。 

 

表 5- 2「厚」の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
扁平な物体の一方の面から他方の面

までの隔たりが標準値以上である 

彼は厚い本をぱらぱらめくりながら、ひとつ

ひとつの言葉に読みふけり、絵をむさぼっ

た。 

① 
（果物などの）肉質の部分が豊富で

ある 

で、シルバーレースの名がついた。もっとも

レースのように薄くはなく、多肉質で少し厚

い。 
② 筋肉が発達している 胸は厚く、肩は広く、なかなかの男ぶりだ。

③ 量が多い 
配当を抑えて内部留保を厚くするような、日

本の上場企業の経営者たちの常識は誤りだ

と竹田さんは主張する。 

④ （霧、雲などの）密度が高い 
遠くには、このあたり特有の厚い霧がかかっ

ている。 
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⑤ （化粧、塗りつけなどが）濃い 
その女は厚く化粧をして、ほれぼれするよう

な服装をしていた。 

⑥ 感情が深い 
時に尊敬し、時に夢を語り合える厚い友情の

二人です。 

⑦ 保護や優待する程度が高い 
すべての客を厚くもてなすことに誇りを持

っている。 

⑧ 攻撃や警戒が強い 
続いてマルちゃんとヴィドゥカの２枚代え

で、一気に攻撃を厚くした。 

 

次に、「厚」のプロトタイプ的意味を瀬戸（2007）が提案した条件と照らし合わせて認

定する。図 5-1 が示しているように、「扁平な物体の一方の面から他方の面までの隔たり

が標準値以上である」という意味が も具体的であり、共起する制限も少なく、 も想起

しやすい意味であると言える。 

 

例 5-1 

a.彼は厚い本をぱらぱらめくりながら、ひとつひとつの言葉に読みふけり、絵をむさぼ

った。 

b.その間に底の厚い鍋に水百二十 c c にキャスター糖三十 g を入れ、弱火で溶かす。 

c.水ギョウザには、手作りの厚めの皮が合うみたい。 

 

                        C’             D’ 

                 

C                D  

 

 

 

（標準値）                 （厚）                 

図 5- 1「厚」のプロトタイプ的意味 

 

また、次の例における「厚」は「面の皮」と共起して「厚かましい」という意味を表す

が、「厚」の拡張的意味であるとは言えない。 

 

例 5-2 

a.そうした日常のかけひきに慣れるためには、かなり面の皮が厚く、よほど立ち回りが

うまくなくてはいけない。 

b.面の皮が厚い野郎だ。 

F    面 b 

E   面 a 

F’  面 b 
F’

E’  面 a 
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例 5-2a、b の「厚」は「厚かましい」という意味を表す場合に、「厚」は拡張していな

い。なぜなら、「面の皮が厚い」という文から分かるように、「面の皮」は確かに厚さを持

っているため、 も具体的な意味を表すしかないからである。「厚かましい」という意味

はどこから生じるかというと、むしろその文全体がメトニミーリンクを介して、「面の皮

が厚い」の結果としての「傷を付けにくい、ずうずうしい」という意味へ拡張していると

いうところである。そのため、「厚かましい」という意味は「厚」の拡張的意味として認

めずに「面の皮が厚い」という表現に含まれている意味として認定する。 

 

次に、「厚」の拡張的意味を次の通りに分析する。 

 

（一）拡張的意味①：（果物などの）肉質の部分が豊富である 

拡張的意味②：筋肉が発達している様 

 

例 5-3 

a.で、シルバーレースの名がついた。もっともレースのように薄くはなく、多肉質で少

し厚い。（拡張的意味①） 

b.胸は厚く、肩は広く、なかなかの男ぶりだ。（拡張的意味②） 

 

例 5-3a、b の「厚」はそれぞれ「植物の葉や果実の肉質の部分が豊富である」と「男性

の胸郭を取り囲む筋肉が発達している」という意味を表す。肉質が豊富であることと筋肉

が発達していることとは「厚みがある」という点で類似しているため、拡張的意味①、②

はそれぞれメタファーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量が多い 

 

例 5-4 

a.ウクライナは 4-5-1 で、特に右サイドに厚く人を配置し、日本のサイド攻撃を阻もう

としていた。 

b.配当を抑えて内部留保を厚くするような、日本の上場企業の経営者たちの常識は誤り

だと竹田さんは主張する。 

 

例 5-4a の「厚」は「人数を多くする」という意味であり、b は「社内に留保する利益金
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額が多い」ということを表す。例文に挙げられた「人（数）」、「内部留保」は実際に「た

まることができる」ものとして、ゲシュタルト的に捉えられている。物理的に厚みがある

ものは量的にも多いことと常に共起し、隣接関係がある（図 5-2 を参照）。そのため、拡

張的意味③はメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から拡張している。 

 

 

 

 

 

 

図 5- 2 人数、利益などの量を表す「厚」 

 

一方、次の例は一見量を表すようであるが、実際には例 5-2 と同じく、文全体の意味拡

張によって得られた拡張的意味であり、「厚」の拡張的意味とは言いにくい。 

 

例 5-5 ドイツでは一流から五流まで揃っていて、研究者の層が厚い。 

 

例文にある「研究者の層が厚い」という表現は「研究者の人数が多い」という意味を表

す。この表現では、「厚」を拡張的意味「量が多い」として用いられているのではなく、

むしろ「層が厚い」という表現から「量の多さ」という意味に広がっていると言えよう。

つまり、この構造における「厚い」は「層」と共起して初めて「量が多い」ことを表すよ

うになる。それゆえ、例 5-5 における「厚」は意味拡張していないと考える。 

 

（三）拡張的意味④：（霧、大気などの）密度が高い 

拡張的意味⑤：（化粧、塗りつけなどが）濃い 

 

例 5-6 

a.遠くには、このあたり特有の厚い霧がかかっている。（拡張的意味④） 

b.わたしはそそくさとヒースが厚く茂っているところを寝床に選び、防水布に包まつて

横たわり、くつろいだ。（拡張的意味④） 

c.その女は厚く化粧をして、ほれぼれするような服装をしていた。（拡張的意味⑤） 

d. 蜂蜜をパンに厚く塗る。（拡張的意味⑤） 
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例 5-6a、b と c、d の「厚」はそれぞれ「気体の密度が高い」、「（化粧、塗りつけなどが）

濃い」という意味を表す。a、b における「霧」と「ヒース」は厚みを持っていないもの

であり、「厚」は実際は霧やヒースの密度が高いという意味を表している。ある物質の密

度が高いという場合に、その物質の量が多いという前提が含まれている。そのため、拡張

的意味④は拡張的意味③「量が多い」という意味から共起関係に基づき、メトニミーリン

クを介して拡張している。また、c、d の「厚」は、「化粧」や「蜂蜜」を多く塗りつける

と物理的な厚さが変化するため、その変化に「化粧」と「蜂蜜」の濃さが常に伴っている。

そのため、拡張的意味⑤はプロトタイプ的意味からメトニミーリンクを介して意味拡張し

ている。 

 

（四）拡張的意味⑥：感情のこもった様子 

拡張的意味⑦：保護や優待する程度が高い 

 

例 5-7 

a.時に尊敬し、時に夢を語り合える厚い友情の二人です。（拡張的意味⑥） 

b.それが厚い信頼をつくりだし、人間同士の連帯と安心をただよわせているのです。 

（拡張的意味⑥） 

c.人望が大変に厚く、家の召使いたちも大変に多かった。（拡張的意味⑥） 

d.すべての客を厚くもてなすことに誇りを持っている。（拡張的意味⑦） 

 

例 5-7a の「厚」は「感情が深い」という意味であり、b は「確信する様子」という意味

を表す。また、c は「世間からいい評価をもらう」という意味を表し、d は「他人を保護

する、或いは優待すること」という意味を表す。感情は、利益や恩恵などと同じように形

がないものである。しかし、我々は感情、信頼、評価、保護などの抽象物を存在物と見な

し、その量が増加すると抽象物として、存在物の体積が大きくなるのと同じである。その

ため、拡張的意味⑥、⑦はプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張し

ている。ただし、これらの抽象物が量化されることができるが、「量」を意味しないため、

拡張的意味③「量が多い」と根本的に異なる。 

 

（五）拡張的意味⑧：攻撃や守備が強い 

 

例 5-8 続いてマルちゃんとヴィドゥカの２枚代えで、一気に攻撃を厚くした。 
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例 5-8 の「厚」は「攻撃が強い」という意味を表す。「攻撃の強さ」は一定の範囲内で

の攻撃の回数や人数、また、武器の数量によって認識される。そのため、拡張的意味⑧は

「結果で原因」というメトニミーリンクに基づき、拡張的意味③「量が多い」から意味拡

張している。 

「厚」の語彙レベルの多義性を分析した。意味ネットワークを図 5-3 の通りにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 5- 3「厚」の意味ネットワーク 

 

5.2.2「薄」の語彙レベルの多義性 

次に、「薄」の語彙レベルの多義性を分析していく。「厚」と同様に、「薄」の意味項目

は表 5-3 のようにまとめられる。 

 

表 5- 3「薄」の意味項目 

順番 具体的な意味 例文 

プロトタイプ 
扁平な物体の一方の面から他方の

面までの隔たりが標準値以下であ

る 

バナナを薄くスライスした物をのせてシナ

モン振って食べても美味しいよ！ 

① 
（果物などの）肉質の部分が貧弱で

ある 
小型カラーピーマンは果肉が薄いので、保存

期間は二週間ほどと少し短い。 

② 肉付きがよくない 
ですから、Ｔシャツを着るといつもパンパン

です。胸板を薄くするいい方法があります

か？ 

③ 量が少ない 
本線馬券を厚く買い保険馬券を薄く、 低で

もその日の掛け金の七十％は戻るように買

っておくのです。 

④ （霧、大気などの）密度が低い 
薄く細い煙が立つその香に花瓶の水をぶち

まけた。 
⑤ （化粧、塗りつけなどが）淡い 流し込む前に、型を水で洗い、サラダ油を薄

②筋肉が発達し

ている様子 

③量が多い 

④（霧、大気などの）

密度が高い 

⑦保護や優待す

る程度が高い 

⑥感情が深い 

三次元的な立方体の一方の

面から他方の面までの隔た

りが標準値以上である 

⑧攻撃や警戒強い 

⑤（化粧、塗りつ

けなどが）濃い 

①（果物などの）肉質の

部分が豊富である 
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く塗っておきます。 

⑥ 色が淡い 
安いのに、使ってまだ 2、3 日ですが、シミ

が薄くなった気がします。  

⑦ 匂いが強くない 年を取ると体臭って薄くなるのね。 

⑧ 味があっさりする 
「違う。リエコはいないんだよ」ボブはじれ

ったそうにいうと、薄いコーヒーをがぶりと

飲んだ。 

⑨ 光が強くない 
暗闇の外灯がボーと薄く光りながら後ろに

流れてゆく。 

⑩ 光景が見えにくい うすぼんやりとした景色です。 

⑪ 感情が浅い 
（メールを）毎回。５分以内に返してこん男

は、愛情薄いと思います！ 

⑫ 冷たくもてなす 
公卿に厚く武士に薄い後醍醐政権の性格が

よく表れている。 

⑬ 物事の傾向が明らかでない 
一緒に来た男についての店員の証言の信憑

性は薄い。 

⑭ はっきり知らない 
被災を体験したことがない私たちはどうし

ても危機管理意識が薄くなりがちです。 

⑮ よく覚えていない 

時間がなくても、日程には余裕を持ってな

るべく一ヶ国に絞った旅行をすべきだ。そ

うでないとそれぞれの場所の印象が薄くな

ってしまう。 

⑯ 影響が弱い 
このような心的状態を打開するには、普通の

カウンセリングでは効果が薄い。 
⑰ （動作や表情などは）わずかである 無言の潮に、西崎は薄く微笑んだ。 

⑱ 関わりがあまりない 
あなたには縁が薄くても、ご主人にとっては

実のお祖父さまですからね。 

 

「薄」のプロトタイプ的意味を表 5-3 の「扁平な物体の一方の面から他方の面までの隔

たりが標準値以下である」であると認定した（例 5-9 を参照）。 

 

例 5-9 

a. 毛糸でカバーを編み、中にウレタンを入れた薄い座布団。 

b.薄い唇の端を上げて、彼は苦笑しているのかもしれなかった。 

c.（ペピーノの）皮が薄く、メロンと洋ナシを合わせたような風味。 

d.バナナを薄くスライスした物をのせてシナモン振って食べても美味しいよ！ 

 

例 5-9a、b、c、d の「薄」が表す「座布団」、「唇」、「皮」、「バナナのスライスしたもの」

は三次元的で薄っぺらな形をしており、その意味は「一方の面から他方の面までのへだた

りが小さい」であり、 も具象的であると言える。図式化すれば図 5-4 の通りである。 
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                               面 a 

                                     E’  

 

                                     F’ 

                   面 b 

（標準値）              （薄） 

図 5- 4「薄」のプロトタイプ的意味 

 

次に、「薄」の語彙レベルの多義性を順に分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：（果物などの）肉質の部分が貧弱である 

拡張的意味②：肉付きがよくない 

 

例 5-10 

a.小型カラーピーマンは果肉が薄いので、保存期間は二週間ほどと少し短い。 

（拡張的意味①） 

b.ですから、Ｔシャツを着るといつもパンパンです。胸板を薄くするいい方法がありま

すか？                           （拡張的意味②） 

 

例 5-10a、b から分かるように、果実の果肉が豊富でないことや筋肉が発達していない

ことは「薄」で表される。果実や胸板は規則的に一方の面と他方の面とのへだたりを持っ

ているものではないが、ゲシュタルト的な捉え方でそれを三次元的な物体との類似性に基

づいて捉えると言える。そのため、拡張的意味①、②はそれぞれメタファーリンクを介し

てプロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量が少ない 

 

例 5-11 

a.その点、賃貸業は、初期投資は大きく表面的な利益は薄いが（略）。  

b.本線馬券を厚く買い保険馬券を薄く、 低でもその日の掛け金の七十％は戻るように

買っておくのです。 

 

例 5-11a、b の「薄」は「利益の量が少ない」、「馬券を少な目に買う」という意味を表

F    面 b 

E   面 a 
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す。物理的な厚みが増える場合は、それなりの量も伴っている。即ち、量と物理的な厚み

の間に隣接関係がある。したがって、拡張的意味③はプロトタイプ的意味からメトニミー

リンクを介して意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味④：（霧、大気などの）密度が小さい 

拡張的意味⑤：（化粧、塗りつけなどが）淡い 

 

例 5-12 

a.薄く細い煙が立つその香に花瓶の水をぶちまけた。（拡張的意味④） 

b.私は非常に薄い眉なので、その上に巧みに眉墨をはいて、やや濃いボウボウ眉にしま

した。（拡張的意味④） 

c.流し込む前に、型を水で洗い、サラダ油を薄く塗っておきます。（拡張的意味⑤） 

d.その時の彼女は薄化粧で素肌に近かった。（拡張的意味⑤） 

 

例 5-12a、b と c、d の「薄」はそれぞれ「密度や濃度が小さい」、「（化粧、塗りつけな

どが）淡い」という意味を表す。すでに分析した「厚」の結果と同じように、拡張的意味

④、⑤はメトニミーリンクを介し、それぞれ拡張的意味③「量が少ない」、プロトタイプ

的意味から意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑥：色が淡い 

拡張的意味⑦：匂いが強くない 

拡張的意味⑧：味付けがあっさりする 

拡張的意味⑨：光が強くない 

拡張的意味⑩：光景が見えにくい 

 

例 5-13 

a.安いのに、使ってまだ 2、3 日ですが、シミが薄くなった気がします。（拡張的意味⑥） 

b.年を取ると体臭って薄くなるのね。（拡張的意味⑦） 

c.「違う。リエコはいないんだよ」ボブはじれったそうにいうと、薄いコーヒーをがぶ

りと飲んだ。（拡張的意味⑧） 

d.暗闇の外灯がボーと薄く光りながら後ろに流れてゆく。（拡張的意味⑨） 

e.うすぼんやりとした景色です。（拡張的意味⑩） 
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例 5-13 の a、b、c、d、e における「薄」はそれぞれ「シミの色が淡くなる」、「匂いが

強くなくなる」、「コーヒーがあっさりしている」、「外灯の光が弱い」と「景色がよく見え

ない」という意味を表す。色、味、匂いや光は人間の五感によって捉えられるものとは言

え、外部世界から人間の身体器官への刺激の量が少なければ、五感によって捉える感覚も

強くない。そのため、拡張的意味⑥、⑦、⑧、⑨はメトニミーリンクを介してプロトタイ

プ的意味から拡張している。一方、e の「薄」は景色が「はっきり見えない」という意味

を表し、色が薄い場合によく見えないという因果関係があるため、拡張的意味⑩は拡張的

意味⑥「色が淡い」からメトニミーを介して意味拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑪：感情が浅い 

拡張的意味⑫：冷たくもてなす 

 

例 5-14 

a.（メールを）毎回。５分以内に返してこん男は、愛情薄いと思います！ 

（拡張的意味⑪）  

b. 神父さんのこんな話はひどく現実感が薄かった。（拡張的意味⑪）  

c. するとイエスは彼らに言われた、「なぜこわがるのか、信仰の薄い者たちよ」。 

（拡張的意味⑪） 

d. 公卿に厚く武士に薄い後醍醐政権の性格がよく表れている。（拡張的意味⑬） 

 

例 5-14a、b、c と d の「薄」はそれぞれ「感情が強くない」と「冷たくもてなす」とい

う意味を表す。すでに分析した「厚」の拡張的意味と同じように、感情や心的感覚を「た

まることができる」存在物と類似しているため、拡張的意味⑪、⑫はそれぞれプロトタイ

プ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（六）拡張的意味⑬：物事の傾向が明らかでない 

拡張的意味⑭：はっきり知らない 

拡張的意味⑮：よく覚えていない 

 

例 5-15 

a.一緒に来た男についての店員の証言の信憑性は薄い。（拡張的意味⑬） 

b.被災を体験したことがない私たちはどうしても危機管理意識が薄くなりがちです。 

（拡張的意味⑭） 
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c.時間がなくても、日程には余裕を持ってなるべく一ヶ国に絞った旅行をすべきだ。そ

うでないとそれぞれの場所の印象が薄くなってしまう。（拡張的意味⑮） 

 

例 5-15a、b、c の「薄」はそれぞれ「証言の真実さが明らかでない」、「危機管理の意識

が十分でない」と「場所へのイメージが持続しておらず、よく覚えていない」という意味

を表す。例 5-15a のように、証言の信憑性の程度が高くなく、または証言を採用する人が

その証言として「信じられる証拠がつかめない」という意味を表す。「つかめない」とい

うのはその証言の正しい傾向が見えないからである。それゆえ、拡張的意味⑬は「よく見

えない」という点で拡張的意味⑩「光景が見えにくい」という意味と類似している。そこ

で、拡張的意味⑬は拡張的意味⑩「光景が見えにくい」からメタファーリンクを介して意

味拡張している。同じように、拡張的意味⑭「はっきり知らない」は例 5-15b が表すよう

に、意識していることはよく見えるということと類似する。そのため、拡張的意味⑭もメ

タファーリンクを介して拡張的意味⑩「光景が見えにくい」から意味拡張している。一方、

例 5-15c における「薄」は「はっきり覚えていない」という意味を表す。印象は「心的画

面」とも言え、よく覚えていない場合、また、印象が強くないことは実際の画面に色が淡

くなることと類似している。そのため、拡張的意味⑮は拡張的意味⑥「色が淡い」からメ

タファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（七）拡張的意味⑯：影響が弱い 

拡張的意味⑰：（動作や表情などは）わずかである 

拡張的意味⑱：関わりがあまりない 

 

例 5-16 

a.このような心的状態を打開するには、普通のカウンセリングでは効果が薄い。 

（拡張的意味⑯） 

b.無言の潮に、西崎は薄く微笑んだ。（拡張的意味⑰） 

c.あなたには縁が薄くても、ご主人にとっては実のお祖父さまですからね。 

（拡張的意味⑱） 

 

例 5-16a、b、c における「薄」はそれぞれ「カウンセリングをした影響が弱い」、「かか

わりが強くない」と「微笑むという表情が明らかでない」という意味を表す。例 5-16a の

ように、「効果」が明らかでない場合に、見えにくいという特徴がある。そのため、拡張

的意味⑯は拡張的意味⑩「光景が見えにくい」との類似性に基づき、メタファーリンクを
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介して意味拡張している。次に、拡張的意味⑰を表す例 5-16b の「薄」のように、少し微

笑んでいる様子を捉えにくく、「よく見えない」という特徴があり、拡張的意味⑩「光景

が見えにくい」と類似しているため、拡張的意味⑰がメタファーリンクを介して意味拡張

されている。 後に、例 5-16c の「薄」は「あまり関係がない」という意味を表し、言い

換えれば、「物事の間にある関連性がよく見えない」という意味が含まれている。そのた

め、拡張的意味⑱も類似性に基づき、拡張的意味⑩「光景が見えにくい」からメタファー

リンクを介して意味拡張している。 

上述の分析に基づき、「薄」の意味ネットワークを図 5-5 のようにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 5- 5「薄」の意味ネットワーク 

 

5.2.3「厚」と「薄」の語彙レベル多義性の対照 

日本語三次元形容詞「厚」と「薄」の語彙レベルの多義性を分析した。意味項目から見

ると、「薄」の意味項目は「厚」よりはるかに多い。また、「薄」の拡張的意味においては、

五感によって捉えられる「光」、「色」、「匂い」、「味」という概念を表す意味と、「物事の

傾向」、「記憶の程度」、「影響の程度」、「動作の幅」という概念を表す意味があるが、「厚」

には同じ拡張的意味は見られない。更に、意味ネットワークから見ると、「薄」は 3 次的

⑪感情が浅い 

三次元的な立方体の一方の面

から他方の面までの隔たりが

標準値以下である 

③量が少ない 

⑮よく覚えていない 

④（霧、大気などの）

密度が低い 

⑬物事の傾向が

明らかでない 

⑤（化粧、塗りつけ

などが）淡い 

⑯影響が弱い 

①（果物などの）肉質の

部分が貧弱である 

②肉付きがよく

ない 

⑧味があっさりする 

⑦匂いが強くない 

⑨光が強くない 

⑥色が淡い 

⑩光景が見えにくい 

⑭はっきり知

らない 

⑰（動作や表情など

は）わずかである 

⑱関係があまりない 

⑫冷たくもてなす 
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拡張が多くみられるが、「厚」には見られない。また、「厚」と「薄」の間には非対称的な

言語表現も数多く見られる（表 5-4 を参照）。 

 

表 5- 4「厚」と「薄」の語彙レベルの非対称性 

厚 薄 

○ 人望が厚い × 情に薄い 

○ 攻撃を厚くした ＃ 攻撃を薄くした 

× 厚いコーヒー ○ 薄いコーヒー 

× 体臭が厚くなった ○ 体臭が薄くなった 

× 外灯の厚い光 ○ 外灯の薄い光 

× 厚いピンクの花 ○ 薄いピンクの花 

× 厚くてぼんやりした景色 ○ 薄くてぼんやりした景色 

× 証言の信憑性が厚い ○ 証言の信憑性が薄い 

× 個人情報を保護する意識が厚い ○ 個人情報を保護する意識が薄い 

× 厚く微笑んだ ○ 薄く微笑んだ 

× 印象が厚くなった ○ 印象が薄くなった 

× 薬の効果が厚い ○ 薬の効果が薄い 

× 縁が厚い ○ 縁が薄い 

× 関心が厚い ○ 関心が薄い 

× 反応が厚い ○ 反応が薄い 

× 馴染が厚い ○ 馴染が薄い 

＃：用いられるが少ない 

 

5.3「厚・薄」の概念レベルの多義性 

前節で「厚・薄」の多義性を語彙レベルから分析した。結果として、次の 3 点が挙げら

れる。①「薄」の拡張的意味がかなり発達していることである。②「厚・薄」の間には非

対称的な表現も多く見られたことである。③「薄」の意味ネットワークから見ると、3 次

的拡張も多く見られた点である。「厚」と「薄」の語彙レベルで見られたこれらの相違点

が概念の差異によるものであるか否か、即ち、それを統一できる上位概念が存在するか否

かについては概念レベルの分析が求められる。そのため、「厚」と「薄」の意味項目をそ

れが表す概念によって再分類し、語彙レベルに見られた相違が概念レベルから生み出され

るのか否かを検証していく。まず、表 5-5 と表 5-6 が示すように、「厚」と「薄」の意味

項目をそれが属する概念群によって再分類した。 

 

表 5- 5「厚」の各意味項目が属する概念群 

概念 番号 意味項目 

次元（視覚） 
プロトタイプ 

三次元的な立方体の一方の面から他方の面までの隔たり

が標準値以上である 
① （果物などの）肉質の部分が豊富である 
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② 筋肉が発達している 
量 ③ 量が多い 

密度 
④ （霧、雲などの）密度が高い 
⑤ （化粧、塗りつけなどが）濃い 

感情 

感覚 
⑥ 感情が深い 

程度･度合 
⑦ 保護や優待する程度が高い 
⑧ 攻撃や警戒が強い 

 

表 5-5 から分かるように、「厚」のすべての意味項目をそれが属する概念によって分類

すると、「空間」、「量」、「密度」、「感情感覚」、「度合」という五つの概念群に分けること

ができる。プロトタイプ的意味、拡張的意味①、②を「次元（視覚）」概念群に分類する

理由は表される対象が実在的なものであり、具体性を持つものだからである。拡張的意味

③は利益などの量が多いことを意味している。利益の具現化は金銭であるが、ほとんど数

値で表す。そのため、拡張的意味③は「量」概念群に分類する。拡張的意味④、⑤は量と

伴って生じる密度の変化を表すため、「密度」という概念群に分類する。また、拡張的意

味⑥は「人間の心的感覚」であるため、「感情感覚」概念群に属する。 後の拡張的意味

⑦、⑧は行為を遂行する程度を表すため、「程度」概念群に分類することができる。 

その一方で、表 5-6 が示すように、「薄」の拡張的意味はかなり発達しているが、その

諸意味が属する概念群は「厚」と同じように、「空間」、「量」、「密度」、「感情感覚」、「度

合」という五つに分けることができる。そこで、「厚・薄」にも次元づけのメタファーが

存在すると考えられる。 

 

表 5- 6「薄」の各意味項目が属する概念群 

概念 番号 具体的な意味 

次元（視覚） 
プロトタイプ 

三次元的な立方体の一方の面から他方の面までの隔たりが

標準値以下である 
① （果物などの）肉質の部分が貧弱である 
② 肉付きがよくない 

量 ③ 量が少ない 

密度 
④ （霧、大気などの）密度が低い 
⑤ （化粧、塗りつけなどが）淡い 

感情感覚 

⑥ 色が淡い 
⑦ 匂いが強くない 
⑧ 味があっさりする 
⑨ 光が強くない 
⑩ 光景が見えにくい 
⑪ 感情が浅い 
⑫ 冷遇である 

程度・度合 
⑬ 物事の傾向が明らかでない 
⑭ はっきり知らない 
⑮ よく覚えていない 
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⑯ 影響が弱い 
⑰ （動作や表情などは）わずかである 
⑱ 関わりがあまりない 

 

上述の分類に基づき、「厚・薄」の諸意味が属する概念メタファーを次の通りにまとめ

る。 

 

（一）量が多いことは厚、量が少ないことは薄 

（二）密度が大きいことは厚、密度が小さいことは薄 

（三）感情感覚が強いことは厚、感情感覚が弱いことは薄 

（四）程度・度合が深いことは厚、程度・度合が浅いことは薄 

 

次に、具体例を挙げながら説明していく。 

 

（一）量が多いことは厚、量が少ないことは薄 

［人数が多いことは厚、人数が少ないことは薄］ 

a.ウクライナは 4-5-1 で、特に右サイドに厚く人を配置し、日本のサイド攻撃を阻も

うとしていた。 

b. 攻撃面には厚く守備面には薄く兵力を配置した。 

 

［利益や恩恵が多いことは厚、利益や恩恵が少ないことは薄］ 

a.同時に厚く贈物をした。 

b.利幅の薄い小型車の大量生産で利益を確保するのが狙い。 

 

（二）密度が大きいことは厚、密度が小さいことは薄 

［密度が大きいことは厚、密度が小さいことは薄］ 

a.高度が徐々に下がり始めると、飛行機は再び厚い雲の中に入った。 

b.薄く細い煙が立つその香に花瓶の水をぶちまけた。 

 

（三）感情感覚が強いことは厚、感情感覚が弱いことは薄 

［優待することは厚、冷遇することは薄］ 

a.すべての客を厚くもてなすことに誇りを持っている。 

b.あなたには縁が薄くても、ご主人にとっては実のお祖父さまですからね。 
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［感情をこもったことは厚、感情があまりないことは薄］ 

a.時に尊敬し、時に夢を語り合える厚い友情の二人です。 

b.新しいものへの好奇心が薄かった結果だといえる。 

 

（四）程度・度合が高いことは厚、程度・度合が低いことは薄 

［強いことは厚、弱いことは薄い］ 

a.続いてマルちゃんとヴィドゥカの２枚代えで、一気に攻撃を厚くした。 

b.厚い守備に阻まれてやはり決定的なチャンスまでは創れない。 

c.暗闇の外灯がボーと薄く光りながら後ろに流れてゆく。 

d.このような心的状態を打開するには、普通のカウンセリングでは効果が薄い。 

 

上述の次元付けのメタファーにより、言語表現では非対称的な表現が同様な概念メタフ

ァーによって成り立っているものであるため、概念上では対称性を持っていると言える。

例えば、（四）における［強いことは厚、弱いことは薄い］という概念メタファーに基づ

き、4 つの例文が挙げられ、特に c の「薄く光りながら」と d の「効果が薄い」という表

現に対称している「厚」の用法がないが、c と d がその概念群には、a の「攻撃を厚くし

た」と b の「厚い守備」に対応していると言える。 

 

5.4〈厚・薄〉語彙レベルの多義性分析 

日本語の「厚・薄」の多義性を語彙レベルと概念レベルから分析した。次に、類義語と

しての中国語三次元形容詞の〈厚・薄〉の多義性も同じ方法で分析する。まず、語彙レベ

ルの多義性を見ていく。〈厚・薄〉の抽出例を表 5-7 の通りに再度挙げる。 

 

表 5- 7 中国語三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 粗 细 厚 薄 大 小 
抽出例総数 535 962 638 569 20907 14509 
実際に分析す

る例文数 
535 943 560 539 20642 14320 

（第三章の表 3-2 と同様である） 

 

5.4.1〈厚〉の語彙レベルの多義性 

まず、〈厚〉の語彙レベルの多義性を分析して行く。抽出例に基づき、〈厚〉の意味項目

を表 5-8 の通りにまとめた。 
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表 5- 8〈厚〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
扁平物体上下两面的距离大 
（平たい物体の一方の面から

他方の面までの間隔が大きい）

乌龟笑得前仰后合、"我的甲背这么厚、还能出

汗？（「俺の甲羅はこんなに厚いのに、汗をか

くわけがないだろう」とカメは大笑いをした。） 

① 
肌肉发达 

（筋肉が発達している） 
你不见他们的胸膛又宽又厚吗？（彼らの胸板は

広くて厚いのが見えないか？） 

② 
果实等肉质丰富 

（果実の肉質が豊富である） 

辣椒的种类很多，大凡形大、肉厚、富于水分的

如大家熟知的柿子椒，辣椒素的含量比 例少，

辣味不浓。（唐辛子の種類はたくさんある。大

体は外形が大きく、厚く、水分も多く含むパプ

リカのように、カプサイシンの含有量が少ない

ため、あまり辛くない。） 

③ 量大（大量である） 

温州鞋款式好、卖得快、利又厚、卖温州鞋的人

都暗自叫好。（温州産の靴はデザインが良くて、

売りやすくて利益が厚いから、売り手はひそか

に喜んでいる。） 

④ 
密度浓度大 
（密度や濃度が高い） 

尽量克服或减少缺苗断垅与禾苗稀厚不 的现

象。（苗を欠いてうねを断絶することと苗の間

隔の不均衡をできるだけ減少、または克服す

る） 

⑤ 味道浓（味が濃い） 

总之、遗精多由劳神过度、房室不节、醇酒厚味、

湿热下注所致。（とりあえず、遺精は過労、房

事過多および濃い味を好み、酒も大量にのむこ

とから、湿と熱が下半身に溜まっているから

だ。） 

⑥ 
感情、恩情、友谊等深厚 
（感情、恩、友情などが深い）

别的人的夫妻之间，大概未必会如此笃厚。（他

の夫婦の間には、たぶんこんな深い絆がないだ

ろう。） 

⑦ 优待、重视（優遇する） 

我不对你说明、并不是对她厚、对你薄反而是为

你。（あなたに説明しなかったのは彼女を優遇

したわけではない。あなたを冷遇したが実際に

あなたのためにだ） 

⑧ 为人厚道、宽厚（温厚である）

我知道这边的人民诚实、朴厚、做起事来又认真。

（このあたりの人たちは誠実だけでなく、素朴

で温和で、なんでも真面目にすることが分かっ

ている。） 

⑨ 
基础扎实 
（基礎がしっかりしている） 

这个剧团底子很厚、能演一百多个戏。（この劇

団の基礎は厚いから、芝居は百種ぐらいでき

る。） 

 

プロトタイプ的意味の認定方法によると、〈厚〉のプロトタイプ的意味は表 5-8 のプロ

トタイプであると認定した（例 5-19 を参照）。 

 

例 5-17 

a.霎时、玻璃窗罩上了一层厚霜。 

（一瞬、ガラスが霜に厚く覆われた。） 

b.他们一律戴着颜色像枯叶一样的厚头巾。 

（彼らは全部枯葉のような色の厚いバンダナをつけている） 
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c.乌龟笑得前仰后合、"我的甲背这么厚、还能出汗？ 

（「俺の甲羅はこんなに厚いのに、汗をかくわけがないだろう」とカメは大笑いをした。） 

 

例 5-17 から分かるように、〈厚〉の「扁平物体上下两面的距离大（平たい物体の一方の

面から他方の面までの間隔が大きい）」という意味が も多く用いられ、人間にとっては

もっとも具体的かつ捉えやすい意味であると言えるため、プロトタイプ的意味として認定

できる（図 5-6 を参照）。図 5-6 が示すように、GH と G’H’は面 a から面 b までのへだた

りであり、〈厚〉は実際に二つの面とその間にある隔たりによって組み合わされたものと

言える。 

 

                 

                 

 

 

 

（標準値）                （厚） 

図 5- 6〈厚〉のプロトタイプ的意味 

 

一方、次の「事情比想象的艰巨、没有自知之明（身の程を知らない）」、「厚颜无耻（厚

かましい）」のような場合は、〈厚〉のみの拡張的意味としては扱われない。 

 

例 5-18 

a.你在长沙念了几天书、不晓得天多高、地多厚了！（長沙で少しだけ学校に行ったら、 

身の程も知らなくなったよね！） 

b.他的脸皮又厚、骂他也不怕、整天跟在我后面、讨厌死了。（彼の面の皮が厚いから、

怒られても怖くない。いつもくっ付いているのはすごく嫌だ。） 

 

例 5-18 の〈厚〉はそれぞれ「身の程を知らず」、「厚かましい」という意味を表す。常

に、「不知天高地厚（天の高さと地の厚さを知らぬ）と「脸皮厚（面の皮が厚い）」という

決まった形で現れる。その形で現れるこそ、「身の程が知らない」と「厚かましい」とい

う意味が生じるということである。言い換えれば、a、b における〈厚〉は意味拡張して

おらず、「身の程が知らない」と「厚かましい」は〈厚〉の拡張的意味として認められな

い。 

H    面 b 

G   面 a 

H’  面 b 
F’

G’  面 a 
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次に、〈厚〉の拡張的意味を順に分析して行く。 

 

（一）拡張的意味①：肌肉发达（筋肉が発達している） 

拡張的意味②：果实等肉质丰富（果実の肉質が豊富である） 

 

例 5-19 

a.你不见他们的胸膛又宽又厚吗？（彼らの胸板は広くて厚いのが見えないか？） 

（拡張的意味①） 

b.辣椒的种类很多，大凡形大、肉厚、富于水分的如大家熟知的柿子椒，辣椒素的含量比 

例少，辣味不浓。（唐辛子の種類はたくさんある。大体は外形が大きく、厚く、水分

も多く含むパプリカのように、カプサイシンの含有量が少ないため、あまり辛くない。） 

（拡張的意味②） 

 

例 5-19a、b の〈厚〉はそれぞれ「胸板の筋肉が発達している」、「パプリカの肉質の部

分が豊富である」という意味を表す。この二つの意味から分かるように、「一方の面から

他方の面までのへだたり」という意味を表すというより、裏側までのへだたりを表すと言

ったほうがよい。両面のへだたりと裏側までのへだたりと類似関係があるため、拡張的意

味①、②はメタファーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量大（量が多い） 

 

例 5-20 

a.归纳起来，一是厚赏赐，免钱粮。（まとめて言うと、一つ目は多く下賜し、少なく課

税することである。） 

b.温州鞋款式好、卖得快、利又厚、卖温州鞋的人都暗自叫好。（温州産の靴はデザイン

が良くて、売りやすくて利益が厚いから、売り手はひそかに喜んでいる。） 

 

例 5-20a、b の〈厚〉はそれぞれ「下賜する量が多い」と「利益が多い」という意味を

表す。物体がたまると、厚みが厚くなるとともに、量の増加も特徴の一つである。そのた

め、「下賜」、「利益」の量が多いという意味は物理的な厚みと隣接関係を持っている。し

たがって、拡張的意味③はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張し

ている。 
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（三）拡張的意味④：密度浓度大（密度・濃度が高い） 

   拡張的意味⑤：味道浓（味が濃い） 

 

例 5-21 

a.尽量克服或减少缺苗断垅与禾苗稀厚不 的现象。（苗を欠いてうねを断絶することと

苗の間隔の不均衡をできるだけ減少、または克服する）     （拡張的意味④） 

b.总之、遗精多由劳神过度、房室不节、醇酒厚味、湿热下注所致。（とりあえず、遺精

は過労、房事過多および濃い味を好み、酒も大量にのむことから、湿と熱が下半身

に溜まっているからだ。）                  （拡張的意味⑤） 

 

例 5-21a、b の〈厚〉はそれぞれ「苗の密度が不均衡である」、「味が濃い」という意味

を表す。一般的に言えば、一定の物質内にある成分の量が多ければ、その物質の密度や濃

度が大きいという認識は常識である。言い換えれば、「量」は「密度･濃度」と因果関係と

いう隣接性を持っている。そのため、拡張的意味④は拡張的意味③「量が多い」からメト

ニミーリンクを介して拡張している。一方、味が濃い場合に、我々が味覚で捉えた感覚が

より強く、量的にも多く感じている。味覚で捉える感覚を厚みがある存在物と見なすため、

拡張的意味⑤はメタファーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑥：感情、恩情、友谊等深厚（感情、恩、友情などが深い） 

拡張的意味⑦：优待、重视（優遇する） 

拡張的意味⑧：为人厚道、宽厚（性格が温和である） 

 

例 5-22 

a.别的人的夫妻之间，大概未必会如此笃厚。（他の夫婦の間には、たぶんこんな深い絆

がないだろう。）                       （拡張的意味⑥） 

b.我不对你说明、并不是对她厚、对你薄反而是为你。（あなたに説明しなかったのは彼

女を優遇したわけではない。あなたを冷遇したが実際にあなたのためにだ） 

（拡張的意味⑦） 

c.我知道这边的人民诚实、朴厚、做起事来又认真。（このあたりの人たちは誠実だけで

なく、素朴で温和で、なんでも真面目にすることが分かっている。）（拡張的意味⑧） 

 

例 5-22a、b、c の〈厚〉はそれぞれ「夫婦の間の絆や感情が深い」、「人を優遇すること」

と「人の性格が温和である」という意味を表す。拡張的意味⑥、⑦は日本語と同様に、感
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情を厚みがある存在物と見なし、プロトタイプ的意味からメタファーリンクを介し意味拡

張している。 

一方、例 5-22c の〈厚〉は「性格が温厚である」という意味を表す。性格の温和という

結果は情意などを重んじ、感情をこもった原因によるのであると言える。そのため、拡張

的意味⑧は「結果で原因」というメトニミーリンクを介して拡張的意味⑥「感情、恩情、

友谊等深厚（感情、恩、友情などが深い）」から拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑨：基础扎实（しっかりした基礎） 

 

例 5-23 这个剧团底子很厚、能演一百多个戏。（この劇団の基礎は厚いから、芝居は百

種ぐらいできる。） 

 

例 5-23 の〈厚〉は「物事の基盤が強い」という意味を表し、実際に存在している厚み

があるものを用い、抽象的なものの基を理解する。そこで、拡張的意味⑨はメタファーリ

ンクを介してプロトタイプ的意味から拡張している。 

上述の分析に基づき、中国語における次元形容詞〈厚〉の意味ネットワークを図 5-7 の

ようにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 5- 7〈厚〉の意味ネットワーク 

 

扁平物体上下两面

的距离大（平たい

物体の一方の面か

ら他方の面までの

間隔が大きい） 

①肌肉发达（筋肉

が発達している）

②果实等肉质丰富

（果実の肉質が豊富

である） 

④密度浓度大（密度

や濃度が大きい） 

⑤味道浓（味が濃い） 

⑥感情、恩情、友谊等深厚（感

情、恩、友情などが深い） 

⑦优待、重视

（優待する） 

⑧为人厚道、宽厚（温厚である）

⑨基础扎实（基礎が

しっかりしている）

③量大（大量である） 
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5.4.2〈薄〉の語彙レベルの多義性 

次に、〈薄〉の多義性を〈厚〉と同様に分析していく。まず、〈薄〉の意味項目は表 5-9

のようにまとめられる。 

 

表 5- 9〈薄〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
扁平的物体上下两面的距离小 
（平たい物体の一方の面から

他方の面までの距離が小さい）

饺子可是白面的、皮儿薄得看得清里面粉丝子

酸菜馅。（餃子は小麦粉で作られた。中の春雨

と白菜漬けの具が見えるほど皮が薄い。） 

① 
肌肉不发达 

（筋肉が発達していない） 

（猪）后者饲料利用率较高，胴体的背膘较薄。

（（豚の）後者の餌の利用率が高いため、背中

の脂肪も少ない。） 

② 
果实等肉质不丰富 

（果実の肉質が豊富でない） 

反之形小、肉薄、水分含量少的如羊角椒，辣

椒素相对的比例就大，辣味也强。（逆に、外形

が小さくて肉質が薄くて水分の含有量が低い

青唐辛子に、カプサイシンの含有量が多いた

め、辛みも強い。） 

③ 量少、不充分（少量である） 
敝摊货少利薄、从没经营过这种高贵之品。（弊

社は商品が少なくて利益も薄いから、そんな

高そうなものを取り扱ったことはない。） 

④ 密度浓度小（濃度・密度が低い）

老年人骨中钙质大量异化造成骨萎缩和骨质疏

松、使骨密质变薄。（お年寄りの骨質の劣化に

よって、骨萎縮症や骨粗鬆症になり、骨密度

が小さくなることがある。） 

⑤ 
土地不肥沃（土地がやせてい

る） 

这个县地处黑龙港流域、土地瘠薄、农业生产

发展缓慢。（この町は黒流港流域にあり、土地

がやせているから農業の発展が遅い。） 

⑥ 光线暗（光が強くない） 

可以望见天边的黑云慢慢地变成了灰白色、浮

在薄亮的空中。（空の果てにある黒い雲がだん

だんに灰白になっているのが見える。薄い光

がある空に浮いている。） 

⑦ 
景象模糊不清 

（光景などがよく見えない） 

阳光倾泻在外祖父身上、越来越浓、外祖父的

容颜却越来越薄、我看不清他了。（日差しが祖

父の身に流れ落ちていて多くなりつつ、祖父

の面影もどんどん薄くなっていてはっきり見

えなくなる。） 

⑧ 感情冷淡、不深（感情が浅い）

从公务人员待遇的低微，他谈论到世 的炎凉

和人情的硗薄。（役人の薄給から、彼は世間の

薄情と人情味のなさを話した。） 

⑨ 不重视（冷たくもてなす） 

我不对你说明，并不是对她厚，对你薄反而

是为你。（あなたに言わないのは彼女を優遇

するのどころか、むしろあなたに冷たいの

はあなたのためだ。） 

⑩ 简单的（簡素にする） 
佛教主张薄葬。（仏教は簡素な葬式を提唱して

いる。） 

⑪ 
基础不扎实 
（基礎がしっかりしていない）

我的文化底子太薄、我小的时候只念过三个月

的书、读的免费班。（私はあんまり教育を受け

ていなかった。幼い頃、無料の学校に三ヶ月

しか通っていなかった。） 

⑫ 脆弱（弱い） 

我不是怕我这带异乡尘土的成人的足会踏碎了

那脆薄的梦。（異郷の塵が付いている大人の足

はそのもろくて薄い夢を踏み潰れることを怖

がっているのではない。） 
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⑬ 轻浮、不朴实（浅はかである）

毫不显得现代派的新潮浮薄和怪异生硬。（モダ

ニズム派のファッションと軽薄さ、また怪異

さや生硬さは少しでもない。） 

 

プロトタイプ的意味の認定基準によると、〈薄〉のプロトタイプ的意味を表 5-9 の「扁平

的物体上下两面的距离小（平たい物体の一方の面から他方の面までの距離が小さい）」と

認定した（例 5-26 を参照）。 

 

例 5-24 

a.这样做成的饼、饼皮层薄如纸、外松里脆、咸香味美、久存不坏。（このように作り上

げた餅は皮が紙のように薄くて、外はカリカリで中はバリバリで、味付けは塩でいい

香りをして美味しい。長時間保存も可能です。） 

b.饺子可是白面的、皮儿薄得看得清里面粉丝子酸菜馅。（餃子は小麦粉で作られた。中

の春雨と白菜漬けの具が見えるほど皮が薄い。） 

c.大概棉袍是太薄了、因为要温暖他的身体、那青年便走得很快。（たぶんジャケットが

薄すぎるかもしれないが、体を温めるようにあの青年は早く歩き出した。） 

d.船壁只有铅皮般薄！（船体はトタンのように薄い！） 

 

                               面 a 

                                     G’  

 

                                     H’ 

                   面 b 

（標準値）              （薄） 

GH、G’H’は面 a から面 b までの隔たりである 

図 5- 8「薄」のプロトタイプ的意味 

 

例 5-24 の a、b、c、d における〈薄〉が表す意味を図式化すれば、図 5-8 の通りである。

図 5-8 が示すように、〈薄〉のプロトタイプ的意味は例 5-24 の通り、 も捉えやすく、具

体的である。 

 

次に、〈薄〉の拡張的意味を順次に分析して行く。 

 

（一）拡張的意味①：肌肉不发达（筋肉が発達していない） 

H    面 b 

G   面 a 
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拡張的意味②：果实等肉质不丰富（果実の肉質が豊富でない） 

 

例 5-25 

a.（猪）后者饲料利用率较高，胴体的背膘较薄。（（豚の）後者の餌の利用率が高いため、

背中の脂肪も少ない。）                   （拡張的意味①） 

b.反之形小、肉薄、水分含量少的如羊角椒，辣椒素相对的比例就大，辣味也强。（逆に、

外形が小さくて肉質が薄くて水分の含有量が低い青唐辛子に、カプサイシンの含有量

が多いため、辛みも強い。）                  （拡張的意味②） 

 

例 5-25a、b における〈薄〉はそれぞれ「肉があまり付いていない」、「唐辛子の肉質が

豊富でない」という意味を表す。〈厚〉と同様に、〈薄〉の拡張的意味①、②もプロトタイ

プ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。 

  

（二）拡張的意味③：量少、不充分（少量である） 

 

例 5-26 

a.要是他嫌礼“薄”给退回来就糟糕了。（贈り物が少ないと思ってまた返してしまったら

しまいだ。） 

b.敝摊货少利薄、从没经营过这种高贵之品。（弊社は商品が少なくて利益も薄いから、

そんな高そうなものを取り扱ったことはない。） 

 

例 5-26 の〈薄〉はそれぞれ「贈り物の量が少ない」、「利益が少ない」という意味を表

す。〈薄〉のプロトタイプ的意味から分かるように、物理的な厚みが少ないものは量も比

較的に小さい。そのため、拡張的意味③はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味

から拡張している。 

 

（三）拡張的意味④：浓度密度小（濃度・密度が小さい） 

拡張的意味⑤：土地不肥沃（土地がやせている） 

 

例 5-27 

a.老年人骨中钙质大量异化造成骨萎缩和骨质疏松、使骨密质变薄。（お年寄りの骨質の

劣化によって、骨萎縮症や骨粗鬆症になり、骨密度が小さくなることがある。） 

（拡張的意味④） 
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b.这个县地处黑龙港流域、土地瘠薄、农业生产发展缓慢。（この町は黒流港流域にあり、

土地がやせているから農業の発展が遅い。）           （拡張的意味⑤） 

 

例 5-27a、b における〈薄〉はそれぞれ「骨密度が小さい」と「土地がやせている」と

いう意味を表す。一定の範囲内にある物質の量が少なければ、その密度が小さくなるのは

一般的であるため、拡張的意味④は拡張的意味③「量少、不充分（少量である）」からメ

トニミーリンクを介して意味拡張している。また、一定の範囲内にある物質の量が少なけ

ればその物質の密度や濃度も低いことは一般的であると思われ、またそのものの質が良く

ないなどのマイナス的な評価と繋がっていることが多い。それと同様に、土地の中に栄養

成分の密度が小さい場合、土壌の質も良くなく、やせていると思われている。そのため、

拡張的意味⑤はメトニミーリンクを介して拡張的意味④「浓度密度小（濃度・密度が小さ

い）」から意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑥：光线暗（光が強くない） 

拡張的意味⑦：景象模糊不清（光景などがよく見えない） 

 

例 5-28 

a.可以望见天边的黑云慢慢地变成了灰白色、浮在薄亮的空中。（空の果てにある黒い雲

がだんだんに灰白になっているのが見える。薄い光がある空に浮いている。） 

（拡張的意味⑥） 

b.阳光倾泻在外祖父身上、越来越浓、外祖父的容颜却越来越薄、我看不清他了。（日差

しが祖父の身に流れ落ちていて多くなりつつ、祖父の面影もどんどん薄くなっていて

はっきり見えなくなる。）                   （拡張的意味⑦） 

 

例 5-28a、b の〈薄〉はそれぞれ「光が淡い」、「輪郭が淡くてはっきり見えない」とい

う意味を表す。光を厚みがある物体と見なし、厚さが少なければ量も少ないという点で、

プロトタイプ的意味と共起している。そのため、拡張的意味⑥はプロトタイプ的意味から

メトニミーリンクを介して意味拡張してきた。また、光が淡い場合に、よく見えないこと

も常に伴っているため、拡張的意味⑦はメトニミーリンクを介して拡張的意味⑥「光线暗

（光が強くない）」から拡張してきた。 

 

（五）拡張的意味⑧：感情冷淡、不深（感情が浅い） 

拡張的意味⑨：不重视（冷たくもてなす） 
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例 5-29 

a.从公务人员待遇的低微，他谈论到世 的炎凉和人情的硗薄。（役人の薄給から、彼は

世間の薄情と人情味のなさを話した。）            （拡張的意味⑧） 

b.我不对你说明，并不是对她厚，对你薄反而是为你。（あなたに言わないのは彼女を優

遇するのどころか、むしろあなたに冷たいのはあなたのためだ。） （拡張的意味⑨） 

 

例 5-29a、b の〈薄〉はそれぞれ「人情味がない」、「冷遇する」という意味を表し、〈厚〉

と同じプロセスを介して意味拡張している。それはプロトタイプ的意味からメタファーリ

ンクを介する意味拡張のプロセスである。 

 

（六）拡張的意味⑩：简单的（簡素にする） 

例 5-30 佛教主张薄葬。（仏教は簡素な葬式を提唱している。） 

 

例 5-30 のように、〈薄〉は「簡素に埋葬する」との意味であり、具体的に葬式に用いら

れる道具及び葬式の流れなどが比較的に少ないという過程で当該事情を簡素にしたとい

う結果を表す。したがって、拡張的意味⑩はメトニミーリンクを介し拡張的意味③「量少、

不充分（少量である）」から拡張している。 

 

（七）拡張的意味⑪：基础不扎实（基礎がしっかりしていない） 

拡張的意味⑫：轻浮，不朴实（浅はかである） 

拡張的意味⑬：脆弱（弱い） 

 

例 5-31 

a.我的文化底子太薄、我小的时候只念过三个月的书、读的免费班。（私はあんまり教育

を受けていなかった。幼い頃、無料の学校に三ヶ月しか通っていなかった。） 

（拡張的意味⑪） 

b.毫不显得现代派的新潮浮薄和怪异生硬。（モダニズム派のファッションと軽薄さ、ま

た怪異さや生硬さは少しでもない。）              （拡張的意味⑫） 

c..我不是怕我这带异乡尘土的成人的足会踏碎了那脆薄的梦。（異郷の塵が付いている大

人の足はそのもろくて薄い夢を踏み潰れることを怖がっているのではない。） 

（拡張的意味⑬） 
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例 5-31a、b、c の〈薄〉はそれぞれ「基礎が弱い」、「浅はかである」、「もろくて弱い」

という意味を表す。まず、〈厚〉と同様な原理によって、ものの土台が薄ければ、その上

に立てられるものも堅固ではない。そのため、拡張的意味⑪の〈薄〉は教育を受けていな

いことは文化や知識の基が弱いということであり、それは建築物の基礎と類似している。

そのため、拡張的意味⑪はメタファーリンクを介してプロトタイプ的意味から拡張してい

る。更に、ものが薄い場合、「脆弱である」や「不安定である」などの特性があり、言い

換えれば、物理的な物体は薄いという特徴と常に共起している特性である。そのため、拡

張的意味⑫、⑬はメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

後に、〈薄〉の意味ネットワークを次の図 5-9 のようにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味 実線矢印：メタファーリンク 点線矢印：メトニミーリンク  

図 5- 9〈薄〉の意味ネットワーク 

 

5.4.3〈厚〉と〈薄〉の語彙レベル多義性の対照 

上述のように、中国語三次元形容詞〈厚・薄〉の多義性について、語彙レベルから分析

扁平的物体上下两面的距离小

（平たい物体の一方の面から

他方の面までの距離が大きい）

①肌肉不发达（筋肉

が発達していない） 
②果实等肉质不丰富（果実

の肉質が豊富でない） 

④密度浓度小（濃

度・密度が低い） 

⑤土地不肥沃（土地

がやせている） 

⑥光线暗 
（光が強くない）

⑦景象模糊不清

（光景などがよ

く見えない） 

⑧感情冷淡、不深

（感情が浅い） 

⑨不重视（冷たくも

てなす） 

⑩简单的 
（簡素にする）

⑪基础不扎实（基礎が

しっかりしていない）

③量少、不充分

（量が少ない）

⑫脆弱（弱い） 

⑬轻浮、不朴实（浅

はかである） 
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した。結果として次の 3 点が見られた。①〈厚〉より〈薄〉の拡張的意味が多く、意味拡

張の範囲も広い。例えば、五感によって捉える「光」、「光景」という意味と「土地がやせ

ている」、「弱い」、「浅はかである」などの拡張的意味は〈厚〉には見られない。②〈薄〉

の拡張的意味には 3 次的拡張が多い。③〈厚〉と〈薄〉の間に、非対称的な表現も数多く

存在している（表 5-10 を参照）。 

 

表 5- 10〈厚・薄〉の非対称性 

厚 薄 
☓ 厚亮（強い光） ○ 薄亮（薄い光） 
☓ 土地厚（土地が肥えている） ○ 土地薄（土地がやせている） 
☓ 志气厚（意志が強い） ○ 志气薄（意志がもろい） 
☓ 厚怒（非常に怒っている様子） ○ 薄怒（少し怒っている様子） 
☓ 厚暮（深い闇） ○ 薄暮（薄い闇） 
☓ 看在我的厚面上（私の顔に） ○ 看在我的薄面上（私の顔に） 
☓ 厚命（長生きである） ○ 薄命（薄命である） 
☓ 力厚劲大（力強い） ○ 力薄劲小（力弱い） 
○ 火墙很旺很厚（火が盛んに燃えている） ☓ 火墙很弱很薄（火が弱く燃えている）

○ 厚障（心の隔たりが大きい） ☓ 薄障（心の隔たりが小さい） 

 

5.5〈厚・薄〉の概念レベルの多義性 

前節で〈厚・薄〉の語彙レベルの多義性を分析した。日本語と同様に、〈薄〉の拡張的

意味がかなり発達していることが も大きな特徴であると言えよう。また、〈厚〉と〈薄〉

の間の非対称性も明らかであった。そのため、〈厚〉と〈薄〉のそれぞれの意味項目をそ

れが属する概念群によって再分類し、語彙レベルの大きな差異が概念レベルから生み出さ

れるか否かを検証してみる。まず、表 5-11 と表 5-12 が示すように、〈厚〉と〈薄〉の意

味項目をそれが属する概念群によってそれぞれ分類した。 

 

表 5- 11〈厚〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

プロトタイプ

扁平物体上下两面的距离大厚度 
（平たい物体の一方の面から他方の面までの間隔

が大きい） 

① 肌肉发达（筋肉が発達している） 

② 果实等肉质丰富（果実の肉質が豊富である） 

量 ③ 量大（大量である） 

密度 ④ 密度浓度大（密度や濃度が大きい） 

感覚感情 

⑤ 味道浓（味が濃い） 

⑥ 
感情、恩情、友谊等深厚（感情、恩、友情などが深

い） 
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⑦ 优待、重视（優待する） 

質 
⑧ 为人厚道、宽厚（温厚である） 
⑨ 基础扎实（基礎がしっかりしている） 

 

表 5-11 から分かるように、〈厚〉のすべての意味項目をそれが属する概念によって分類

すると、「空間」、「量」、「密度」、「感覚感情」、「特性」という五つの概念群に分けること

ができる。次に「薄」の分類を表 5-6 の通りにまとめた。 

 

表 5- 12〈薄〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 
プロトタイプ

扁平的物体上下两面的距离小 
（平たい物体の一方の面から他方の面までの距離が小

さい） 
① 肌肉不发达（筋肉が発達していない） 
② 果实等肉质不丰富（果実の肉質が豊富でない） 

量 ③ 量少、不充分（少量である） 

密度 
④ 密度浓度小（濃度・密度が低い） 

⑤ 土地不肥沃（土地がやせている） 

感覚 

感情 

⑥ 光线暗（光が強くない） 
⑦ 景象模糊不清（光景などがよく見えない） 
⑧ 感情冷淡、不深（感情が浅い） 
⑨ 不重视（冷遇する） 

質 

⑩ 简单的（簡素にする） 
⑪ 基础不扎实（基礎がしっかりしていない） 
⑫ 脆弱（弱い） 
⑬ 轻浮、不朴实（浅はかである） 

 

表 5-12 に示される通りに、〈薄〉の拡張的意味はかなり発達しているが、それが属する

上位概念は〈厚〉と同様に、「空間」、「量」、「密度」、「感覚感情」、「質」という五つの概

念群に分けることができる。〈厚・薄〉は「厚・薄」と同様に、非対称的な表現にもかか

わらず、一つの概念メタファーによって成立しているか否か、即ち概念レベルで対称して

いるか否かを、次元付けのメタファーを前提にして検証していく。まず、上位概念メタフ

ァーは次の通りにまとめた。 

 

（一）数量が多いことは厚、数量が少ないことは薄 

（二）密度が高いことは厚、密度は低いことが薄 

（三）感覚感情が強いことは厚、感覚感情が弱いことは薄 

（四）質が優れることは厚、質が劣ることは薄 
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また、次のような具体例を挙げることができる。 

 

（一）数量が多いことは厚、数量が少ないことは薄 

a.利又厚（利益が多い） 

b.礼“薄”了（贈り物が少ない） 

 

（二）密度が高いことは厚、密度は低いことが薄 

a.禾苗稀厚不 （苗の密度の不適宜） 

b.土地瘠薄（土地が痩せている） 

 

（三）感覚感情が強いことは厚、感覚感情が弱いことは薄 

［優遇することは厚、冷遇することは薄］ 

厚此薄彼（一方を優遇し、他方を軽視する） 

 

［感情がこもったことは厚、感情がこもらないことは薄］ 

a.别的人的夫妻之间，大概未必会如此笃厚。（他の夫婦の間には、たぶんこんな深い

絆はないだろう。） 

b.人情的硗薄（人情味が少ない） 

 

［濃いことは厚、淡いことは薄］ 

a.醇酒厚味（大酒をむさぼり、食べ物は濃い味を好む） 

b.薄亮（薄い光） 

 

（四）質が優れることは厚、質が劣ることは薄 

［温和であることは厚、冷酷であることは薄］ 

a. 我知道这边的人民诚实、朴厚。（このあたりの人たちは誠実で素朴で温和である。） 

b.“你--”安静被激怒了，话也刻薄起来，"我为老赵有你这样一个妻子而难受！

（「君は――」安静は怒って話も激しくなった「趙さんがあなたのような嫁を

もらったのは残念なことだ！」） 

 

［堅固であることは厚、弱いことは薄］ 

a.这个剧团底子很厚（この劇団の基礎が堅固である） 

b.脆薄的梦（もろい夢） 
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上述の分析によって、特に（二）の概念メタファー密度が高いことは厚、密度が低いこ

とは薄によって成立した例から見ると、語彙レベルで非対称的である表現は概念レベルで

統一される。即ち、中国語三次元形容詞〈厚・薄〉の多義性は概念レベルで対称的である

ということは明らかになった。 

 

5.6「厚・薄」と〈厚・薄〉の対照 

本章では、日本語と中国語の三次元形容詞「厚・薄」と〈厚・薄〉の語彙レベルと概念

レベルの多義性をそれぞれ分析した。 

まず、「厚・薄」と〈厚・薄〉の語彙レベルでの共通点と相違点は次のようにまとめら

れる。共通点としては、以下の 3 点がある。①プロトタイプ的意味が同じであり、両方と

もプロトタイプ・カテゴリーに基づき、放射状的な多義構造を成している。②「薄」と〈薄〉

の拡張的意味の数量、範囲、抽象程度は「厚」と〈厚〉のそれより上回っていた。③両方

とも非対称性が見られる。また、第４章の「太・細」と〈粗・细〉と比べると、「厚・薄」

と〈厚・薄〉の非対称性は一層顕現的である。 

一方、相違点は次の 3 点がある。①「薄」は「味」、「匂い」、「物事の傾向」、「記憶の程

度」、「影響の程度」、「動作の幅」という意味を表すことができるが、中国語の〈薄〉には

同じ拡張的意味が見られない。②中国語の〈薄〉の「浅はかである」、「土地がやせている」

という拡張的意味は日本語の「薄」には見られない。③「厚・薄」の意味拡張のプロセス

はメタファーリンクを介するものが多いのに対し、〈厚・薄〉の意味ネットワークから見

ると、〈厚〉はメタファーリンクによって意味拡張されるものが多いが、〈薄〉はメトニミ

ーリンクを介して意味拡張するプロセスが多い。 

次に、概念レベルから見ると、以下のような共通点と相違点がある。共通点として、

次の 2 点がある。①「厚・薄」と〈厚・薄〉の拡張的意味は同じように、次元付けのメタ

ファーに基づくものである。②非対称的な表現が数多く存在するが、その多くは同じ次元

付けのメタファーによって成立したものである。例えば、「感情感覚が強いことは厚、感

情感覚が弱いことは薄」という次元付けのメタファーを介して、対称的になることができ

る。「すべての客を厚くもてなすことに誇りを持っている。」と「あなたには縁が薄くても、

ご主人にとっては実のお祖父さまですからね。」という例文では、「縁が薄い」に対して、

「縁が厚い」という反対的な用法「縁が厚い」はないが、「感覚感情」概念群では、「厚く

もてなす」と対称関係を構成している。 

一方、相違点は、次のようにまとめられる。〈厚・薄〉の拡張的意味が属する概念群は

「厚・薄」と異なることがある。中国語の〈厚・薄〉はまた「質」という概念群に写像す
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ることができるが、日本語には同じ写像が見られない。 

まとめて言うと、拡張的意味から見ると、「薄」と〈薄〉は聴覚以外の感覚を表すこと

ができる。要因は次のようにまとめられる。「厚・薄」と〈厚・薄〉が表す物体の特徴か

ら分かるように、光、味、色について、五感で捉える感覚であるが、音声とは異なる。音

声を表す場合、人間の体型に密接に関わっているため、すなわち音声が発され、目標に届

く（聞き手に捉えられる場合）という一直線的なイメージの方が多い。そのため、音声は

柱体的なものとして捉えられやすい。光、味、色は特定の発生源がなく、一定の範囲内に

広がっている特徴が顕著的であり、すなわち扁平な物体と見なすことのできるものである。

したがって、〈厚・薄〉と「厚・薄」は「音声」という意味へ拡張することができない。

また、〈厚・薄〉と「厚・薄」の非対称性はかなり顕著であるが、概念レベルでは、同じ

次元付のメタファーによって成立しているものが多い。前章の「太・細」、〈粗・细〉と同

じように、次元付のメタファーによる写像がなければ、抽象概念を表す拡張的意味も生じ

ない。例えば、「音声（聴覚）」概念群への写像がないため、「音声」を表す拡張的意味も

ない。 
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第六章 次元形容詞「大・小」、〈大・小〉の多義性分析 

 

第 4、5 章では日中両言語の三次元形容詞「太・細」・〈粗・细〉と「厚・薄」・〈厚・薄〉

の多義性について語彙レベルと概念レベルからそれぞれ分析した。本章の三次元形容詞

「大・小」と〈大・小〉も同様に、語彙レベルと概念レベルからその多義性に関する分析

を試みる。 

 

6.1「大・小」、〈大・小〉についての先行研究 

「大・小」と〈大・小〉は日中両言語のいずれも数多く研究されている。『大辞林第 3

版』では「三次元」を「われわれが住む空間のように，上下・左右・前後の三つの独立し

た方向のひろがりをもっていること」と定義している。日本語の次元形容詞に関する代表

的な研究である西尾（1972：75）は、「大・小」について次のように記述している。 

 

「おおきい―ちいさい」は、空間的な量を表す形容詞のうちで、どんな形のもの

についても、いちばん広く自由に適用される。書物・トランク・テーブル・おけ・

建て物などのように、四角い形やまるい形などから構成されている規則的な形のも

のでも、ごつごつした木の根のような不規則な形のものでも、まったく無制限に「お

おきいーちいさい」ということはできる。 

西尾（1972：75） 

 

上述の主張から見ると、「大・小」はかなり広範囲に使用できる表現であると言える。ま

た、各次元形容詞の関連性という視点から国廣（1982）、久島（1993）は同様な主張をし、

「大・小」の位置づけを述べている。国廣（1982：165-166）によれば、 

 

いままでに扱ってきた次元形容詞の意義素記述の中に用いられていることからも

察せられるように、この一対の形容詞はすべての次元に関連を持っている。観点を

変えて言うならば、いままで扱ったどの次元形容詞よりも広範囲の形の物に用いる

ことができる。（中略）形態上の特徴に関する制約が も少ない形容詞だということ

ができる。種々の次元について記述するときに「オオキイ（チイサイ）」が用いられ

るのは、このことに由来するものと思われる。 

国廣（1982：165-166） 

 

また、中国語の三次元形容詞〈大・小〉は、意味記述や統語的・文法的な特徴を分析す
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る以外に、多義語としても注目されている。具体的に言えば、主に意味上や文法上の非対

称的な表現を記述したもの（沈 1999、徐 2010、徐 2013）、「大・小」が表す空間概念以外

の数量、時間、程度、人格、態度などの非空間関係概念への写像についての研究である（山

梨 2012、任 2002、徐 2013）。また、意味カテゴリーとして、日本語「大・小」の意味拡

張をまとめたものとして今井（2012）が挙げられる。さらに、中国語の〈大・小〉を対象

として、習得順序についての研究も行われている。結論として、〈大・小〉は次元形容詞

の中で も習得しやすく、より基本的なものであると主張されている（胡 2003、王 2009）。 

先行研究も述べたように、「大・小」は人間が も早く習得する基本的な次元形容詞で

あり、非空間的意味にも拡張しやすい。そのため、「大・小」と〈大・小〉の多義性を解

明することは人間の認知メカニズムの解明に役立つだけでなく、ほかの次元形容詞との相

違も容易につかむことができる。しかし、従来の研究では、「大・小」や〈大・小〉をよ

り特殊な次元形容詞とみなし、その意味の豊富さや用法のみに拘ってしまい、「大・小」

と〈大・小〉を次元形容詞の体系から切り離してしまったきらいがある。本研究では、「大・

小」と〈大・小〉を三次元形容詞として、その多義性を分析して行く。 

 

6.2「大・小」の語彙レベルの多義性分析 

まず、日本語「大・小」の語彙レベルの多義性を分析していく。データベースからの抽

出例を再び挙げる（表 6-1 を参照）。 

 

表 6- 1 日本語各三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 太 細 厚 薄 大 小 

抽出例総数 2944 3738 3348 5453 37111 13114 

実際に分析す

る例文数 
2178 3703 2165 5304 30901 13107 

（第三章の表 3-1 と同じ） 

 

6.2.1「大」の語彙レベルの多義性 

抽出された例文に基づき、「大」の意味項目を表 6-2 のようにまとめた。 

 

表 6- 2「大」の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
物体の三つの次元（長さ、高さ、奥

行き）が同時に標準値以上である 
大きいカラスも、小さいのも、くちばし

をまえにつきだして、とんでいきます。 

① 体型が標準値以上である 
黒岩の身体は大きく、夫が小柄のため

初から勝負は決っているようであった。 

② 面積が標準値以上である クリックすると，写真が大きくなって文
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字がはっきり読めます。 

③ 量が標準値以上である 
音声ファイルはデータ量が大きいので，

あまり長く録音しないようにね。 

④ 規模や範囲が標準値以上である 劇団の規模はかなりおおきかった。 

⑤ 数字の値がより多い方 二十三億という数字は大きいですよ。 

⑥ 年齢が上である 
大きい子たちが、ワラ切りで、ムギワラ

を切る。小さい子たちは、それをざるに

入れて、堆肥小屋まで運ぶ。 

⑦ 成長している 
子供が大きくなったら、２階のお風呂は

使うようになると思いますよ。 

⑧ 密度が高い 
グラフを見ると，地球型惑星は明らかに

木星型惑星よりも平均密度が大きいこ

とがわかる。 

⑨ 感情が深い（期待、希望、需要など）
期待が大きいだけに、かなりのプレッシ

ャーも感じた。 

⑩ 胆力がある 
これほどの勇気と大きな肝っ玉がほか

にあるか。 

⑪ 
傾向が甚だしい（可能性、確率、リ

スク、危険など） 

でもこういう名札があれば、お客さまの

ほうからコミュニケーションしてくれ

る可能性が大きいわけですよ。 

⑫ 
力が強い（ストレス、負荷、負担な

ど） 

英語による面接テストは、日本人学習者

にとって不慣れでありストレスも大き

い。 

⑬ かかわりが多い 
介護をめぐる虐待や消費者被害など社

会との関わりが大きく、関心が高まって

います。 

⑭ 大略（分けることなど） 
この時の先生方の反応は、間接的には大

きく 2 つに分かれていた。 

⑮ 
著しい（効果、影響、差、役割、感

覚など） 

戦前の日本は橘木俊詔（千九百九十八）

の指摘するとおり、学歴間、職業間の所

得格差が非常に大きい社会であった。 

⑯ 重大である（被害、事件など） 
次に，赤潮による漁業被害は，養殖漁業

において特に打撃が大きい。 

⑰ 大げさ 
ジャグジーは突然話が大きくなった事

に対応できず、双眸に大粒の涙を溜め始

めている。 

⑱ 威張っている 
短所は、態度が大きすぎたり、知ったか

ぶりをする傾向にあること。 

 

「大」のプロトタイプ的意味を認定基準に基づき、表中の意味項目「物体の三つの次元

（長さ、高さ、奥行き）が同時に標準値以上である」であると認定した（例 6-2 を参照）。 

 

例 6-1  

a. 人並み以上に耳が大きい。 

b.大きいカラスも、小さいのも、くちばしをまえにつきだして、とんでいきます。 

c.部屋も２部屋あって、私が独身時代に住んでいたアパートの部屋よりも大きい。 

 

例 6-1a から見ると、「大」によって表されている「耳（物体）のサイズが平均値以上で

ある」という意味はもっとも具体性が高く、認知されやすく、想起されやすい意味と言え
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よう。また、例 6-1a における「大きい」は「耳」との位置は比較的自由であり、「人並み

以上大きい耳（だ）」という順序に変わっても意味が通じるため、例 6-1a では、用法上の

制約を受けにくいともいえる。次に、例 6-1b、c も同様にプロトタイプ的意味を表す具体

例である。「大」のプロトタイプ的意味を図式化すれば図 6-1 のようになる。 

図 6-1 の左側は三次元を表す座標軸である。この座標軸にある三つの方向 X、Y、Z が

同時に伸びる場合に図 6-1 の右側の「大」になる。さらに言えば、「大」はこの座標軸が

同時に伸びたことによって成立している。 

次に、「大」の拡張的意味を見てみよう。 

 

                                

    Y 

        Z 

 

           X  

（次元）         （標準値）        （大） 

図 6- 1「大」のプロトタイプ的意味 

 

（一）拡張的意味①：体型が標準値以上である 

拡張的意味②：面積が標準値以上である 

 

例 6-2 

a. 黒岩の身体は大きく、夫が小柄のため 初から勝負は決っているようであった。  

b. クリックすると，写真が大きくなって文字がはっきり読めます。 

 

例 6-2a、b の「大」はそれぞれ「体が一般人より上回ること」、「写真の画面が標準値以

上である」という意味を表す。例文から分かるように、「大」は三次元的な物体のサイズ

が上回るという場合に用いられるだけでなく、二次元の物体（面積の大きさ）を表すこと

もできる。人間の体は不規則的な形をしており、基本的に「幅」（肩の幅）と高さによっ

て体型の大きさを決める。そのため、人間の体は三つの次元が共に伸びている不規則的な

物体と見なされており、すなわち、プロトタイプ的意味との類似性に基づき、拡張的意味

①はメタファーリンクを介して意味拡張している。 

一方、存在物は常に三次元的な物体であるが、それを認識する際に二次元的な物体とし

て認識されることが少なくない。例えば、「顔」を認識する際に、三次元的な存在物とし
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て認識するよりむしろ不規則的かつ二次元的な面として認識すると言った方が適切であ

ろう。物体の三つの次元を同時に捉えられない場合に、その物体のある面を参照点として

捉えることが一般的である。一言で言えば、二次元的な面と三次元的な物体とは隣接関係

を持っている。そのため、拡張的意味②はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味

から意味拡張している。    

 

（二）拡張的意味③：量が標準値以上である 

拡張的意味④：規模や範囲が標準値以上である 

拡張的意味⑤：数字の値がより多い方 

拡張的意味⑥：年齢が上である 

 

例 6-3  

a.音声ファイルはデータ量が大きいので，あまり長く録音しないようにね。 

（拡張的意味③） 

b.劇団の規模はかなりおおきかった。（拡張的意味④） 

c.二十三億という数字は大きいですよ。（拡張的意味⑤） 

d.大きい子たちが、ワラ切りで、ムギワラを切る。小さい子たちは、それをざるに入れ

て、堆肥小屋まで運ぶ。（拡張的意味⑥） 

 

例 6-3a、b、c、d における「大」はそれぞれ「データの数量が多い」、「組織を建てるた

めに必要な人数、資金などの部分が多い」、「二十三億という数字を順番で並べると後ろの

ほうにある」と「年齢が上である」という意味を表す。プロトタイプ的意味から見ると、

三次元的な物体が占めている空間が多ければ、その量も多い。例 6-3a における「データ

が大きい」という表現は実際には「量が多い」を意味しているが、存在物の体積が大きけ

れば大きいほど、その量も多くなる。そのため、拡張的意味③「量が標準値以上である」

はメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。拡張的意味④「規

模や範囲が標準値以上である」の「規模」は容器のように、容積が大きければ大きいほど、

入れられる中身の量も大きい。つまり、拡張的意味④は「一種の量が多い」という下位分

類を示している。そのため、拡張的意味④はメトニミーリンクを介し、拡張的意味③「量

が標準値以上である」という意味から拡張している。 

次に、例 6-3c における「数字が大きい」という意味は数字そのもののサイズが大きい

という意味を表しているのではなく、数で表す値が多いという意味を表す。量が多くなれ

ば、その値も大きくなる。また、数字で表す値が大きくなるとともに桁も増える。そのた
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め、拡張的意味⑤が拡張的意味③「量が標準値以上である」からメトニミーリンクを介し

て意味拡張している。例 6-3d が表す⑥「年齢が上である」も同じように、「量」との隣接

関係に基づき、それぞれメトニミーリンクを介して拡張的意味③「量が標準値以上である」

から意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味⑦：成長している 

 

例 6-4  

a.子供が大きくなったら、２階のお風呂は使うようになると思いますよ。 

b.犬・猫の場合であれば、通常大きく成長した子は価格を下げて販売しますので、まず

売れ残ることはありません。 

 

例 6-4a、b が表しているように、肉体の成長の も大きな特徴は体型が大きく変化して

いることである。即ち、体型の変化と「成長する」ということとは一般的に言えば共起し

ている。そのため、拡張的意味⑦はプロトタイプ的意味からメトニミーリンクを介して意

味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑧：密度が高い 

 

例 6-5 

a.グラフを見ると，地球型惑星は明らかに木星型惑星よりも平均密度が大きいことがわ

かる。 

b.その混合物が空気の密度より大きいか小さいかが噴煙として上昇するか火砕流とな

るかの基準となることがわかった。 

 

例 6-5a、b は物事の「密度が標準値以上である」という意味を表す。一定の範囲内にあ

る物質の量が大きければ、その物質の密度がより大きくなる。そのため、密度の度合いは

常に量の多さと共起している。そこで、拡張的意味⑧は拡張的意味③「量が標準値以上で

ある」からメトニミーを介して意味拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑨：感情が深い 

拡張的意味⑩：胆力がある 

拡張的意味⑪：傾向が甚だしい 
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   拡張的意味⑫：力強い 

拡張的意味⑬：かかわりが多い 

 

例 6-6 

a.期待が大きいだけに、かなりのプレッシャーも感じた。（拡張的意味⑨）  

b.これほどの勇気と大きな肝っ玉がほかにあるか。（拡張的意味⑩） 

c.でもこういう名札があれば、お客さまのほうからコミュニケーションしてくれる可能

性が大きいわけですよ。（拡張的意味⑪） 

 d.英語による面接テストは、日本人学習者にとって不慣れでありストレスも大きい。 

（拡張的意味⑫） 

 e.介護をめぐる虐待や消費者被害など社会との関わりが大きく、関心が高まっています。 

（拡張的意味⑬） 

 

例 6-6a、b、c、d、e における「大」はそれぞれ「非常に期待している」、「胆力がある」、

「お客さんがコミュニケーションをしてくれる傾向が非常に明らかである」、「ストレスが

非常に多い」、「関わりが多い」という意味を表す。我々は「期待」、「胆力」、「可能性」、

「ストレス」、「関係」などの抽象物を一つの存在物として想定することをする。物理的な

大きさを持つ物体と類似し、体積が大きくなればそれなりの量も増加するため、拡張的意

味⑨、⑩、⑪、⑫、⑬はすべてメタファーリンクを介しプロトタイプ的意味から意味拡張

している。 

 

（六）拡張的意味⑭：大略 

 

例 6-7 

a.たとえば家の構造。これは大きく３つのパターンに分類することができる。 

b.この時の先生方の反応は、間接的には大きく 2 つに分かれていた。 

 

例 6-7a、b の「大」は「大略的に分ける」という意味を表す。物事を大まかに分ける際

に、分けられた物事の量は比較的に多い。そのため、拡張的意味⑭は拡張的意味③「量が

標準値以上である」から「結果で原因」というメトニミーリンクを介し、意味拡張してい

る。 

 

（七）拡張的意味⑮：著しい 
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拡張的意味⑯：重大である 

拡張的意味⑰：大げさ 

 

例 6-8 

a.戦前の日本は橘木俊詔（千九百九十八）の指摘するとおり、学歴間、職業間の所得格

差が非常に大きい社会であった。（拡張的意味⑮） 

b..次に，赤潮による漁業被害は，養殖漁業において特に打撃が大きい。（拡張的意味⑯） 

c.ジャグジーは突然話が大きくなった事に対応できず、双眸に大粒の涙を溜め始めてい

る。（拡張的意味⑰） 

 

例 6-8a、b、c の「大」はそれぞれ「格差が著しい」、「被害が酷い」、「話が大げさ」と

いう意味を表す。「著しい」は物理的に大きさがあるものの特性としている。そのため、

拡張的意味⑮はメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。そ

れとは異なり、b、c における「大」は「重大である状況」と「話を誇張している」とい

う意味を表す。「状況」、「話」は本来形がない抽象物であるが、それを具象的な物体と想

定されることが多い。抽象物が著しい、もしくは気づきやすい場合に、物理的な大きさを

持つ物がより顕現的であることと類似している。そのため、拡張的意味⑯、⑰はプロトタ

イプ的意味との類似性に基づき、メタファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（八）拡張的意味⑱：威張っている 

 

例 6-9 短所は、態度が大きすぎたり、知ったかぶりをする傾向にあること。 

 

例文が示すように、「態度」が威張っている場合に、「著しい」という特徴が含まれてい

る。つまり、「著しい」という現象でその現象の原因「威張っている」を指示する。その

ため、拡張的意味⑱は拡張的意味⑮「著しい」からメトニミーリンクを介して意味拡張し

ている。 

上述の分析によって、「大」の意味ネットワークを図 6-2 のようにまとめた。  
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点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 6- 2「大」の意味ネットワーク 

 

6.2.2「小」の語彙レベルの多義性 

 

次に、データベースからの抽出例によって、「小」の多義性も「大」と同様に、まず、

表 6-3 のようにまとめられる。 

「大」と同じ方法で、「小」のプトロタイプ的意味は表 6-3 の「物体の三つの次元（長さ、

高さ、奥行き）が同時に標準値以下である」であると認定し、また、具体的な言語表現を

例 6-10 のように挙げる。 

 

例 6-10 

a.けれども、恒星としてはあまりにも小さい。 

b.つまり大型コンピュータ、ミニコンに対して机の上に載るほど小さい、という意味で

「マイクロ」コンピュータとよんだのでしょう。 

c. 南門の礎石にくらべ石材が若干小さい円座外の余地が少ない。 

 

物体の三つの次元（長さ、高さ、奥

行き）が同時に標準値以上である 

⑰大げさ ⑯重大である 

④規模や範囲が標

準値以上である

②面積が標準

値以上である 

③量が標準値

以上である ⑱威張っている 

⑮著しい 

⑫力強い 

⑩胆力がある

⑨感情が深い 

⑪傾向が 

甚だしい 

⑦成長している 

⑤数字の値が

より多い方 
⑥年齢が上

である ⑧密度が高い ⑭大略 

①体型が標準値以

上である 

⑬関わりが多い
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表 6- 3「小」の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
物体の三つの次元（長さ、高さ、奥

行き）が同時に標準値以下である 
けれども、恒星としてはあまりにも小さい。

① 人間の体型が標準値以下である 体は小さいが、声は大きく太かった。 

② 面積が標準値以下である 

丸いスプーンの背を使うと、氷に当たったと

きの接触面積が非常に小さいので、大きな圧

力を加えることができるのです。 

③ 量が標準値以下である 
このため排出量が小さく、一度氾濫すれば水

が引くのに時間がかかる状況であった。 
④ 数字の値がより少ない方 数字が小さいほうが被害も小さい。 

⑤ 規模や範囲が標準値以下である 

企業規模の小ささのために同一人物が経営者

と技術者との二つの役割を同時に果たさざる

をえないからである。 

⑥ 年齢が下である 
ちっちゃい子供がいる子育てには不向きの

家。 

⑦ 子供の頃 
自分の小さい頃の経験などを話しながら、叱

ったり諭したりしました。 
⑧ 密度が低い その密度は空気より四十％ほど小さい。 

⑨ 感情が浅い（期待、希望、需要など）

さらに核家族化，小家族化の進む現在の家庭

の家計は，大家族でのニーズより小さい生活

欲求に単純に応えやすく見えるが（略） 

⑩ 胆力がない（器、気など） その店長さんは実に小さい人間ですね。 

⑪ 
傾向が甚だしくない（可能性、確率、

リスク、危険など） 

つまり与えられた期待値でよりリスクを小さ

くすることができます。 

⑫ 力弱い(関係、摩擦力など)  
柳次を救い出し、慈光院と対決するのに、己

達の力は小さすぎる。 

⑬ 
著しくない（効果、影響、差、役割、

感覚、物事など） 

ここでは，流れのもつ運動量に対する浮力の

影響が小さい。 

⑭ 重大でない 

こんな日常の小さいけどさまざまな出来事を

くり返しながら、笑ったり、怒ったり、泣い

たりしながらも特に大したこともなく平凡と

いえば平凡な日々が過ぎていきました。 

 

例 6-10a、b、c から分かるように、「恒星」、「ミニコンピュータ」、「石材」という不規

則的な物体のサイズが標準値以下であることを表す。図 6-3 が示すように三つの次元が共

に小さいことは「小」である。 

 

    Y 

        Z 

 

           X  

（次元）         （標準値）        （小） 

図 6- 3「小」のプロトタイプ的意味 
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次に、「小」の拡張的意味を分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：人間の体型が標準値以上である 

拡張的意味②：面積が標準値以下である 

 

例 6-11 

a.体は小さいが、声は大きく太かった。（拡張的意味①） 

b.丸いスプーンの背を使うと、氷に当たったときの接触面積が非常に小さいので、大

きな圧力を加えることができるのです。（拡張的意味②） 

 

例文における「小さい」は「体型が標準値以下である」と「面積が標準値以下である」

という意味を表す。人間の体は標準値より背が低いことや痩せていることなどが同時にあ

れば、三次元的な物体の三つの次元がともに小さいということと類似している。そのため、

拡張的意味①はプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張している。一

方、拡張的意味②を表す例 6-11b の「小」は、実際に三次元的な物体の一部である二次元

的な面がプロファイルされている。そのため、拡張的意味②はメトニミーリンクを介して

プロトタイプ的意味から拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量が標準値以下である 

拡張的意味④：数字の値がより少ない方 

拡張的意味⑤：規模や範囲が標準値以下である 

拡張的意味⑥：年齢が下である 

拡張的意味⑦：子供の頃 

 

例 6-12 

a. このため排出量が小さく、一度氾濫すれば水が引くのに時間がかかる状況であった。 

（拡張的意味③） 

b. 数字が小さいほうが被害も小さい。（拡張的意味④） 

c. 企業規模の小ささのために同一人物が経営者と技術者との二つの役割を同時に果た

さざるをえないからである。（拡張的意味⑤） 

d. ちっちゃい子供がいる子育てには不向きの家。（拡張的意味⑥） 

e. 自分の小さい頃の経験などを話しながら、叱ったり諭したりしました。 
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（拡張的意味⑦） 

 

例 6-12a、b、c、d、e における「小」はそれぞれ「水を排出する量が少ない」、「数字が

前にある方」、「企業の規模が標準以下である」、「年齢が下である」、「幼い」という意味を

表す。拡張的意味③～⑥を表す a、b、c、d は「大」の対称的意味項目であるため、同様

の意味プロセスを経由して意味拡張していると考えられる。即ち、拡張的意味③、④、⑤、

⑥はそれぞれメトニミーリンクを介して拡張的意味③「量が標準値以下である」から拡張

している。 後の拡張的意味⑦を表す e の「小」は実際に年齢が小さいという意味を表す。

「小」を用い、形状が標準値以下であることからその原因を指示するという因果関係に基

づき、メトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味⑧：密度が低い 

 

例 6-13 

a.その密度は空気より四十％ほど小さい。 

b.一般に地震波の伝わる速さが遅い部分は温度が高く密度が小さく，地震波の伝わる

速さが速い部分は温度が低く密度が大きい場所である。 

 

例 6-13 の例文における「小」は密度が低いという意味を表す。ある物質の密度は一定

の範囲内にその物質の量が少なければ低いという共起関係が一般的である。そのため、拡

張的意味⑧は拡張的意味③「量が標準値以下である」からメトニミーを介して意味拡張し

ている。 

 

（四）拡張的意味⑨：感情が浅い 

拡張的意味⑩：胆力がない 

拡張的意味⑪：傾向が甚だしくない 

拡張的意味⑫：力弱い 

 

例 6-14 

a.さらに核家族化，小家族化の進む現在の家庭の家計は，大家族でのニーズより小さ

い生活欲求に単純に応えやすく見えるが（略）        （拡張的意味⑨） 

b.その店長さんは実に小さい人間ですね。（拡張的意味⑩） 

c.つまり与えられた期待値でよりリスクを小さくすることができます。 
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（拡張的意味⑪） 

d. 柳次を救い出し、慈光院と対決するのに、己達の力は小さすぎる。（拡張的意味⑫） 

 

例 6-14a、b、c、d の「小」はそれぞれ「感情が深くない」、「度胸がない」、「リスクに

なる傾向が明らかでない」、「力弱い」という意味を表す。「大」の拡張的意味でも述べた

ように、これらの抽象物を具象的な物体との類似性に基づき、いわゆるメタファーリンク

を介し、拡張的意味⑨、⑩、⑪、⑫がプロトタイプ的意味から拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑬：著しくない 

拡張的意味⑭：重大でない 

 

例 6-15 

a.ここでは，流れのもつ運動量に対する浮力の影響が小さい。（拡張的意味⑬） 

b.こんな日常の小さいけどさまざまな出来事をくり返しながら、笑ったり、怒ったり、

泣いたりしながらも特に大したこともなく平凡といえば平凡な日々が過ぎていき

ました。（拡張的意味⑭） 

 

例 6-15a、b はそれぞれ「浮力の影響が大きくない」、「日常の様々な出来事は目立たず、

重要ではない」という意味を表す。a における「小」は影響の程度を表し、大きさがない

物体の特性であるため、拡張的意味⑬はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味か

ら拡張している。次の b では、「目立たない」、あるいは「重要でない」という意味は、物

理的な大きさがある物体はいつも目立つという特徴を持っており、物体のサイズが標準値

より上回ることと類似している。そのため、拡張的意味⑭はプロトタイプ的意味からメタ

ファーリンクを介して意味拡張している。 

上述の分析に基づき、「小」の意味ネットワークを図 6-4 の通りにまとめた。 
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点線四角：プロトタイプ的意味 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 6- 4「小」の意味ネットワーク 

 

6.2.3「大」と「小」の語彙レベル多義性の対照 

「大」と「小」の語彙レベルの多義性を分析した。「大」と「小」の意味ネットワーク

構造、動機づけから見ると、両方ともメトニミーリンクによって意味拡張する場合が多い。

第 4、5 章で分析した日本語の「太・細」と「厚・薄」のように、「大・小」の間に非対称

性も見られたが、「太・細」と「厚・薄」のほど多くはない（表 6-4 を参照）。そのため、

「大・小」の非対称性は他の 2 組の三次元形容詞と比べると顕著ではないと言える。「大・

小」のプロトタイプ的意味には、「顕現的な次元がない」という特徴は重要な基準であり、

概念化された物事に共通する特徴である。次元の制限がないため、より漠然とした物事の

概念化がたやすく行われる。したがって、「大」と「小」の拡張的意味はより対称的で、

範囲も他の 2 組より広い。 

 

表 6- 4「大・小」の非対称的表現 

大 小 

☓ 大きい時（大人の時） ○ 小さい時（子供の時） 

☓ 金種を大きくする（両替） ○ 金種を小さくする（両替） 

☓ 体を大きくする（威張っている） ○
体を小さくする（卑下のため縮こまって

いる） 

○ 大きくなったら（成長したら） ☓ 小さくなったら（幼い） 

○ 大きい話（大げさ） ☓ 小さい話（普通） 

○ 態度が大きい（威張っている） ☓ 態度が小さい（謙虚） 

☓：用いられない表現 ○：用いられる表現 

物体のサイズ（長さ、高

さ、奥行き）がともに標

準値以下である 

②面積が標準値以

下である ⑬著しくない ⑦子供の頃 

⑫力弱い 

⑭重大でない 

⑤規模や範囲が標

準値以下である 

④数字の値が

より少ない方 

⑥年齢が下 

である 

③量が標準値

以下である 

⑩胆力がない ⑨感情が浅い 
⑪傾向が甚だ

しくない 
⑧密度が低い 

①人間の体型が標

準値以下である 
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6.3「大・小」の概念レベルの多義性分析 

前節では語彙レベルから「大・小」の多義性を分析した。第 4、5 章で行った「太・細」

と「厚・薄」の概念レベルの分析と同様に、「大・小」の意味項目をそれが属する概念群

によって再分類し、概念群間の概念メタファー写像という視点からその多義性を分析する。

まず、「大」の意味項目を再分類すると、表 6-5 のようになる。 

表 6-5 が示しているように、「大」の意味項目を「次元（視覚）」、「量」、「密度」、「感情

感覚」、「質」、「程度」、「状態」という七つの概念群に分けることができる。また、「小」

の各意味も表 6-6 が示すように、「大」と同じように、「次元（視覚）」、「量」、「密度」、「感

情感覚」、「質」、「程度」、「状態」という七つの概念群に分類することができる。 

表 6-5 と表 6-6 の分類に基づき、「大・小」の諸意味が次の概念メタファーを介して成

り立つものであると言える。 

 

（一）量が多いことは大、量が少ないことは小 

（二）密度が高いことは大、密度が低いことは小 

（三）感情感覚が深いことは大、感情感覚が浅いことは小 

（四）質が優れることは大、質が劣ることは小 

（五）程度・度合が高いことは大、程度・度合が低いことが小 

 

表 6- 5「大」の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 
プロトタイプ

物体の三つの次元（長さ、高さ、奥行き）が同時に
標準値以上である 

① 体型が標準値以上である 
② 面積が標準値以上である 

量 

③ 量が標準値以上である 
④ 数字が後ろにある方 
⑤ 規模や範囲が標準値以上である 
⑥ 年齢が上である 
⑦ 成長している 

密度 ⑧ 密度が高い 
感情 
感覚 

⑨ 感情が深い（期待、希望、需要） 

質 ⑩ 胆力がある 

程度・度合 

⑪ 傾向が甚だしい（可能性、確率、リスク、危険） 
⑫ 力が強い（ストレス、負荷、負担） 
⑬ 関わりが強い 
⑭ 大略（分ける） 

状態 

⑮ 著しい（効果、影響、差、役割、感覚） 
⑯ 重大である（被害、事件） 
⑰ 大げさ 
⑱ 威張っている 
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表 6- 6「小」の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 
プロトタイプ

物体のサイズ（長さ、高さ、奥行き）がともに標準
値以下である 

① 人間の体型が標準値以下である 
② 面積が標準値以下である 

量 

③ 量が標準値以下である 
④ 数字が前にある方 
⑤ 規模や範囲が標準値以下である 
⑥ 年齢が下である 
⑦ 子供の頃 

密度 ⑧ 密度が低い 
感情 
感覚 

⑨ 感情が浅い（期待、希望、需要） 

質 ⑩ 度胸がない 

程度・度合 
⑪ 傾向が甚だしくない（可能性、確率、リスク、危険）
⑫ 力弱い(関係、摩擦力)  

状態 
⑬ 著しくない（効果、影響、差、役割、感覚、物事）
⑭ 重要でない 

 

（六）状態が明らかであることは大、状態が明らかでないことは小 

 

具体的な例を次の通りに挙げる。 

 

（一）量が多いことは大、量が少ないことは小 

［成長したことは大、まだ成長していない段階は小］ 

a.大きくなったら（成長したら） 

b.小さいころから、他人と同じことを、できるだけ上手にこなすことだけを要求される。 

 

［規模や範囲が標準値以上であることは大、規模や範囲が標準値以下であることは小］ 

a.劇団の規模はかなりおおきかった。 

b.小さい派遣会社だと事務系派遣の時給はかなり安いです。 

 

（二）密度が高いことは大、密度が低いことは小 

  a.空気の密度よりも大きい。 

 b.噴煙が大気の密度より小さくなれば，噴煙は浮力によって大気中を上昇する。 

 

（三）感情感覚が深いことは大、感情感覚が浅いことは小 

a.町民の期待は大きい。 
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b.もともと緑茶への関心の小さい地域に，全国どこででも購入できる平凡で画一的な茶

を販売しても効果はあがらないだろう。 

 

（四）質が優れることは大、質が劣ることは小 

a.これほどの勇気と大きな肝っ玉がほかにあるか。 

b.その店長さんは実に小さい人間ですね。 

 

（五）程度・度合が高いことは大、程度・度合が低いことが小 

［傾向が明らかであることは大、傾向が不明確であることは小］ 

  a.ぐうぜんの一致なんかじゃない可能性のほうが、大きい。 

  b.現在の所その可能性は小さいように思われる。 

 

（六）状態が明らかであることは大、状態が明らかでないことは小 

［重要であることは大、重要でないことは小］ 

a.明恵は「仏教史」のなかではあまり大きい位置は与えられていない。 

b.女の子ばかりのため、ぎんは世間から白い目で見られ、おもてを歩くにも、からだを

ちいさくしなければなりませんでした。 

 

［著しいことは大、著しくないことは小］ 

a.文化や社会生活までアメリカ化してきているところに、大きな特徴がある。 

b.手間が掛かり経営管理上の効果が小さい。 

 

上述の分析の通りに、「大」と「小」の拡張的意味は同様の概念群に意味拡張している

ため、概念レベルでは対称性を持っていると言える。語彙レベルでは非対称的な表現でも

次元付けのメタファーによって統一することができ、その存在はなんらかの役割を果たし

ているのではないかと考えられる。 

 

6.4 〈大・小〉の語彙レベルの多義性分析 

続いて、中国語三次元形容詞の〈大・小〉を日本語の「大・小」と同じように分析して

いく。まず、中国語の〈大・小〉の抽出例数を表 6-7 の通りに再度挙げる。 
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表 6- 7 中国語各三次元形容詞の抽出例総数 

研究対象 粗 细 厚 薄 大 小 
抽出例総数 535 962 638 569 20907 14509 
実際に分析する例文数 535 943 560 539 20642 14320 

（第三章の表 3-2 と同じ） 

 

6.4.1〈大〉の語彙レベルの多義性 

 抽出された例文に基づき、中国語〈大〉の意味項目を表 6-8 にまとめた。 

日本語と同様に、〈大〉のプロトタイプ的意味を認定基準に基づき、表中の「三维物体

的三个维度同时超过标准值（三次元的な物体の三つの次元が同時に標準値を超える）」で

あると認定する（例 6-18 を参照）。 

 

表 6- 8〈大〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 

三维物体的三个维度同时超过标准值

（三次元的な物体の三つの次元が同

時に標準値を超える） 

小槐长成大树后，不知何年也干枯了，……（小

さいエンジュが大きい木になった後、いつの間

にか枯れてしまったかも分からなかった。） 

① 

身材高大 

（体型が標準値以上である） 

突然，一个身材高大粗壮得出奇的老人猛地从街

边人堆里两步跳了过来，……（突然、体が驚く

ほど大きい老人は街側の人だかりから飛び出し

てきた。） 

② 
面积、宽度超过标准值 

（面積や幅が標準値を超える） 

刚走几步，双脚便陷入一大洼泥水里。（歩いた途

端に、両足とも大きな水たまりに踏み込んだ）

③ 
量大（量が多い） 始终不能得到什么真正的大的利益。（ずっと大き

な利益が得られない。） 

④ 

规模大（規模が標準値以上である） 摆在他面前有两条路：或者去大城市，或者去边

疆。（彼の前に道が二つある。一つは大都市に行

く。もう一つは辺境に行く。） 

⑤ 
时间长（時間が長い） 她好大一会儿没说话，走了一段路。（彼女はしば

らくずっと喋らなくて、歩いていた。） 

⑥ 

年龄长（年齢が上である） 我就爱过一个小姑娘，她叫朵朵，比我大一岁，

（私はただ一人の女の子を愛していた。朶朶と

いう名前で、私より一つ上だ。） 

⑦ 

长大（成長している） 村上人也曾劝翠花她爹想法替她物色个城里女

婿，可姑娘大了由不着父亲，……（村の人も翠

花の父親にどうにか町の出身の旦那を物色させ

ていたが、娘が大きくなったら父親のいうこと

は聞かない。） 

⑧ 

地位较高（地位がより高い） 但是，今晚，老大说话的时候，眼睛却是张得多

么大呀！（でも、今夜兄貴がしゃべっていると

き、目をどんなに大きく開けたか） 

⑨ 

现日期前/后第三天或今年前/后第三

年（現時点から三日前・後または三

年前・後） 

我给你算一下：前天是大前天的明天，大后天是

后天的明天。（計算してあげよう：おとといは一

昨昨日の明日で、しあさっては明後日の明日

だ。） 
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⑩ 

密度、浓度大 

（密度・濃度が標準値を超える） 

由于热胀冷缩，湖面温度较低的水，密度较大，

要下沉；（熱膨張と冷収縮の故、温度が比較的に

低い水の密度が大きいから湖の下に流れる。）

⑪ 
大致（大体） 家庭科学大体上经历了三个大的发展阶段：（家庭

科学は大体三つの大きな発展段階を経ている。）

⑫ 
重要,重大（重要である） 战后，日本受美国教育的影响比较大。（戦後、日

本はアメリカの教育からの影響が大きい） 

⑬ 
动作激烈（動作が激しい） 这几年沈阳正在大搞绿化。（近年、瀋陽で大きく

緑化している。） 

⑭ 

感情强烈（感情が強い） 特别是有了本民族文字后，大家兴趣更大，学习

更加积极了。（特に民族に属す文字が現れた後、

みんなは大きく関心を持ち、勉強ももっと積極

的にしている。） 

⑮ 
有胆量（度胸がある） 是啊，人的胆量有大有小。（そうだね、人間の胆

力は大きいのもあるし、小さいのもある。） 

⑯ 
力量大（力強い） 当时我受到极大的压力。（その時、とても大きな

ストレスを感じた。） 

⑰ 夸张（大げさ） 你甭拿大话吓人！（大げさな話で騙すな！） 

 

例 6-16 

a.（小伙子）一手抓着吃剩的半块大饼，一手插在裤袋里，（（若い男性）は食べ残しの大

きな餅を片手で持って、もう一本の手はズボンのポケットに入れたままだ。） 

b.小槐长成大树后，不知何年也干枯了，……（小さいエンジュが大きい木になった後、

いつの間にか枯れてしまったかも分からなかった。） 

c.他挥着大剪子"咔察、咔嚓！"（大きなはさみを振り回している「ちょきん、ちょきん」） 

 

例 6-16a、b、c における〈大〉は「エンジュ」、「餅（小麦で作った円盤状の食べ物）」、

「はさみ」という「三次元的な物体のサイズが標準値以上である」という意味を表す。プ

ロトタイプ的意味の認定基準によって、この意味は も多く適用される意味である（図

6-5 を参照）であるため、プロトタイプ的意味として認定できる。 

 

                                

    Y 

        Z 

 

           X  

（次元）         （標準値）        （大） 

図 6- 5〈大〉のプロトタイプ的意味 
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次に、〈大〉の拡張的意味を順次分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：身材高大（体型が標準値以上である） 

拡張的意味②：面积、宽度超过标准值（面積や幅が標準値を超える） 

 

例 6-17 

a.突然，一个身材高大粗壮得出奇的老人猛地从街边人堆里两步跳了过来，……（突然、

体が驚くほど大きい老人は街側の人だかりから飛び出してきた。） 

b.刚走几步，双脚便陷入一大洼泥水里。（歩いた途端に、両足とも大きな水たまりに

踏み込んだ） 

 

日本語の「大」と同様に、中国語の〈大〉は「体型が一般人より上回る」という意味を

表す際、人の体を不規則な物体と類似していると見なしているため、拡張的意味①はプロ

トタイプ的意味からメタファーを介して意味拡張している。次に、面積を表す際には、プ

ロトタイプ的意味から分かるように、不規則的な物体の全体が捉えられない場合に、その

一部としての「面」を捉えることが一般的である。そのため、拡張的意味②はプロトタイ

プ的意味からメトニミーを介して意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量大（量が多い） 

拡張的意味④：规模大（規模が標準値を以上である） 

拡張的意味⑤：时间长（時間が長い） 

拡張的意味⑥：年龄长（年齢が上である） 

拡張的意味⑦：长大（成長している） 

拡張的意味⑧：地位较高（地位がより高い） 

 

例 6-18 

a.始终不能得到什么真正的大的利益。（ずっと大きな利益が得られない。） 

（拡張的意味③） 

b.摆在他面前有两条路：或者去大城市，或者去边疆。（彼の前に道が二つある。一つ

は大都市に行く。もう一つは辺境に行く。）         （拡張的意味④） 

c. 她好大一会儿没说话，走了一段路。（彼女はしばらくずっと喋らなくて、歩いてい

た。）                          （拡張的意味⑤） 

d.我就爱过一个小姑娘，她叫朵朵，比我大一岁，（私はただ一人の女の子を愛してい
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た。朶朶という名前で、私より一つ上だ。）          （拡張的意味⑥） 

e.村上人也曾劝翠花她爹想法替她物色个城里女婿，可姑娘大了由不着父亲，……（村

の人も翠花の父親にどうにか町の出身の旦那を物色させていたが、娘が大きくなっ

たら父親のいうことは聞かない。）              （拡張的意味⑦） 

 f.但是，今晚，老大说话的时候，眼睛却是张得多么大呀！（でも、今夜兄貴がしゃべ

っているとき、目をどんなに大きく開けたか）         （拡張的意味⑧） 

 

例 6-18 の例文における〈大〉はそれぞれ「利益の量が多い」、「規模の大きい都市」、「し

ゃべっていない時間が長い」、「年齢が上である」、「成長した」と「家族の第一子である」

という意味を表す。利益は量であり、物理的な物体の体積が大きければ、量も多くなる。

そのため、拡張的意味③はメトニミーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張し

ている。また、bの〈大〉は「都市の規模が標準以上である」という意味を表し、実は「都

市」を構成する部分である人間、都市の範囲などの量が多いという意味を表す。c の〈大〉

は「時間が長い」という意味を表し、拡張的意味④と同じように、「時間の量が多い」と

いう意味を表す。拡張的意味④、⑤は実際に拡張的意味③の下位分類である。そのため、

拡張的意味④、⑤はそれぞれ拡張的意味③からメトニミーリンクを介して意味拡張してい

る。それと同様に、拡張的意味⑥も量との共起性に基づき、拡張的意味③「量大（量が多

い）」からメトニミーを介して意味拡張している。ただし、e の〈大〉は「年齢が大きく

なる」という意味を表すが、年齢の増加と共に身体の大きさも変化している。そのため、

拡張的意味⑦はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味から拡張している。 後の

f における「老大」という表現は「兄貴」という意味を表す。一般的に言えば、「兄貴」

という人は地位がより高く、年齢もより上である。そのため、拡張的意味⑧は年齢が上で

あるとの共起性に基づき、拡張的意味⑥「年龄长（年齢が上である）」からメトニミーリ

ンクを介して拡張している。 

 

（三）拡張的意味⑨：现日期前/后第三天或今年前/后第三年（現時点から三日前・後また

は三年前・後） 

 

例 6-19 我给你算一下：前天是大前天的明天，大后天是后天的明天。（計算してあげよ

う：おとといは一昨昨日の明日で、しあさっては明後日の明日だ。） 

 

例 6-19 における〈大〉は今日を起点として数えると三日前の日か、三日後の日、また

は今年を起点として三年前のその一年と三年後のその一年のことを指す。 
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                              大半年 

 

                                     一年 

                                  半年                                          

図 6- 6〈大〉の拡張的意味⑨の意味拡張のプロセス 

 

実際に、拡張的意味⑨は現在と離れている時点や時間帯を指しており、拡張的意味③「大

（量が多い）」の下位分類である。そのため、拡張的意味③「大（量が多い）」からメトニ

ミーリンクを介して意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑩：密度、浓度大（密度・濃度が標準値を超える） 

 

例 6-20 由于热胀冷缩，湖面温度较低的水，密度较大，要下沉；（熱膨張と冷収縮の故、

温度が比較的に低い水の密度が大きいから、湖の下に流れる。） 

 

例文が示すように、一定の範囲内にある物質の量が多ければその物質の密度・濃度も大

きい。そのため、拡張的意味⑩は拡張的意味③「量大（量が多い）」からメトニミーを介

して意味拡張している（図 6-7 を参照）。 

 

 

 

 

 

図 6- 7〈大〉の拡張的意味⑩の意味拡張するプロセス53 

 

（五）拡張的意味⑪：大致（大体） 

 

例 6-21 家庭科学大体上经历了三个大的发展阶段：（家庭科学は大体三つの大きな発展

段階を経ている。） 

 

例文における〈大（大）〉は「大致（大体）」という意味を表し、「物事の主体的な部分

を見る」、「大まかに見る」という意味を含んでいる。この二つの含意を「物事の全体を把

                                                  
53 立方体は一定の範囲を表し、●はその範囲における物質の量である。 
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握してみる」としてまとめることができ、「物事の細部」に対応している。例文のように、

「家庭科学（家庭科学）」の発展過程を一つの物事として、その全体を把握して見るとい

う意味である。抽象物は具象物と同じように、全体は細部より大きい。また、全体をより

少なく分ければ、分けられた個々の部分の量が大きい。そのため、拡張的意味⑪メタファ

ーリンクを介し、プロトタイプ的意味から拡張している。 

 

（六）拡張的意味⑫：重要，重大（重要である） 

 

例 6-22 

a.战后，日本受美国教育的影响比较大。（戦後、日本はアメリカン教育からの影響が

大きい）                            

b.只要对 近发生的世界性大事进行公平的分析，定会支持这样的论点。（（ 近、世界

範囲内にある大事件を客観的に分析すると、このような論点を支持するに間違いな

い。）                           

c.在这里他忙了三年的岁月，居然，做成了当时大科学家所曾失败的工作。（ここで三

年間せわしくしてきて、なんども当時の大科学者すら失敗した仕事を完成した。） 

 

例文における〈大〉はそれぞれ「影響された程度が高い」、「事件の性質が重大である」

と「偉大である」という意味を表す。a の〈大〉はその影響が「重要であり、顕現的であ

る」という意味を表す。次に、b が示すように、「事件」というもの自体は形状を持って

いないが、その性質が重要であるため、物理的な大きさがあるものと類似している。また、

c の〈大〉は「偉大である」という意味を表す。この三つの例文から見ると、次のような

共通点がある。それは「重要である」という特徴である。事件、人物、影響が重要である

場合は物理的な大きさが大きいということと隣接している（図 6-8 を参照する）。言い換

えれば、大きい物体は顕現的であり、性質がより重要であるという特徴が共起している。

そのため、拡張的意味⑫はプロトタイプ的意味からメタファーリンクを介して意味拡張し

ている。 

 

 

 

 

物理的な大きさを持つもの     性質が重大である 
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図 6- 8〈大〉の拡張的意味⑫の意味拡張するプロセス54 

 

（七）拡張的意味⑬：动作激烈（動作の幅が標準値を超える） 

 

例 6-23 这几年沈阳正在大搞绿化。（近年、瀋陽で緑化が大きくされている。） 

 

例文における〈大〉は「緑化する活動の程度が高い」という意味を表す。例文における

〈大〉は「緑化する活動の程度が高い」という結果で「緑化する活動が激しい」という原

因を指示する。そのため、拡張的意味⑬は拡張的意味②「面积、宽度超过标准值（面積や

幅が標準値を超える）」からメトニミーを介して意味拡張している。 

 

（八）拡張的意味⑭：感情强烈（感情が強い） 

拡張的意味⑮：有胆量（度胸がある） 

 

例 6-24 

a.特别是有了本民族文字后，大家兴趣更大，学习更加积极了。（特に民族に属す文字

が現れた後、みんなは大きく関心を持ち、勉強ももっと積極的にしている。） 

（拡張的意味⑭） 

b.是啊，人的胆量有大有小。（そうだね、人間の胆力は大きいのもあるし、小さいの

もある。）                         （拡張的意味⑮） 

 

例 6-24 の各例文は「感情」、「胆力」という抽象物の程度が深いという意味を表す。日

本語と同じように、メタファーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張されてき

た。 

 

（九）拡張的意味⑯：力量大（力強い） 

 

例 6-25 当时我受到极大的压力。（その時、とても大きなストレスを感じた。） 

 

例文から分かるように、「ストレス」という抽象物を具象物のように、量が多くなけれ

ばそれなりに体積も大きくなる。そのため、拡張的意味⑯はメタファーリンクを介し、プ

ロトタイプ的意味から拡張している。 

                                                  
54 実線は実際に空間を占めていることで、点線は抽象的に占めることを表す。 
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（十）拡張的意味⑰：夸张（大げさ） 

 

例 6-26 你甭拿大话吓人！（大げさな話で騙すな！） 

 

例文における〈大〉は「大げさ」という意味を表す。話が事実を超えた場合は「三次元

的な物体のサイズが上回る」ということと類似している。そのため、拡張的意味⑰はメタ

ファーリンクを介してプロトタイプ的意味から意味拡張している。 

上述の分析に基づき、〈大〉の意味ネットワークを図 6-9 の通りにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ

ロ

ト

タ

イ

プ

的

①身材高大（体のサイズが

標準値以上である）

②面积、宽度超过标准值 

（面積や幅が標準値を超える）

③量大（量が多い） 

⑨现日期前/后第三天或今年前/后第三年

（現時点から三日前・後または三年前・後）

⑬动作激烈（動作が激しい） 

⑩密度、浓度大（密度・濃

度が標準値を超える）
⑪大致（大体） 

⑦长大（成長している）

⑥年龄长（年齢

が上である） 

⑫重要,重大（重要である） 

⑭感情强烈（感情が強い）

⑮有胆量（度胸がある）

⑯力量大（力強い） 

⑰夸张（大げさ） 

⑧地位较高 

（地位が高い） ④规模大（規模が標準値以上である）

⑤时间长（時間が長い） 
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点線四角：プロトタイプ的意味「三维物体的三个维度同时超过标准值（三次元的な物体の三つの次元が

同時に標準値を超える）」 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 6- 9〈大〉の意味ネットワーク 

 

6.4.2〈小〉の語彙レベルの多義性 

〈大〉と同様に、〈小〉の語彙レベルの多義性も同じ方法で分析していく。まず、抽出し

た例文によって〈小〉の意味項目を表 6-9 の通りにまとめた。 

 

表 6- 9〈小〉の意味項目 

順番 意味項目 例文 

プロトタイプ 
三维物体形的三个维度同时低于标准值 
（三次元的な物体の三つの次元が同時

に標準値以下である） 

爷爷，把小瓶子给我玩玩好吗？（おじいさん、

その小さい瓶を僕にくれてもいい？） 

① 
身材小（体型が標準値以下である） 抢运当中，身材较小的战士范建臣同志被压倒

了。（急送する間、体型が小さい兵士、範建臣

さんが押さえつけられて倒れた。） 

② 
面积、宽度低于标准值 
（面積、幅が標準値以下である） 

这是一个小水坑儿，也是汪洋大海。（これは小

さな水たまりでもあれば、大きな海でもあ

る。） 

③ 
量少（量が少ない） 他们都用很小的声音嘁喳着。（彼らは小さな声

でつぶやいている。） 

④ 
规模小（規模が標準値以下である） 况且，这家小厂是去年才建起来的。（しかも、

この小さな工場は去年建てたばかりだ。） 

⑤ 

年龄小（年齢が下である） 小孩子们跟在汽车后面往车上扔画片和各种各

样的小礼物。（子供たちは車に付従って、車の

中に絵やプレゼントをいろいろ投げ込んでい

る。） 

⑥ 
幼年时期（幼い頃） 吃饭时妈妈说：“肖潇小时候喜欢写诗。”（食事

の時に、母が言った。「肖瀟は小さい頃詩を作

ることが好きだった。」） 

⑦ 
地位较低（地位が低い） 小老婆骂他不跟一只公鸡管用哩！（彼は鶏ほ

どの役にも立たないと妾に怒りつけられた。）

⑧ 

将近（･･･に近い） 老李头叹口气说："自打上回露了一面，这不，

小半年又没影儿啦！"（李爺さんはため息をつ

きながら言った。「この間一回顔を出してくれ

た後ずっと姿を見ていない。もうすぐ半年

だ。」） 

⑨ 

密度·浓度小 
（濃度・密度が標準値に至らない） 

我们都知道，大气层越往上，密度就越小，空

气也就越稀薄。（みなさんご存知の通り、大気

層は上に行けばいくほど、密度が小さくなり、

空気も薄くなっていく。） 

⑩ 
不重要（重要でない） 我们的感情逐渐恶化了，经常为一些小事情吵

架。（私たちの感情はだんだん悪くなって行

った。よく些細なことで喧嘩をした。） 

⑪ 

没有胆量（度胸がない） 是啊，人的胆量有大有小。（そうだね、人間の

胆力は大きいものもあれば、小さいものもあ

る。） 

⑫ 
力量弱（力弱い） 风压小没有问题，那么压力大了会不会渗漏

呢？（風圧が小さくても問題がければ、風圧
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が大きくなれば漏れるか。） 

⑬ 
表示亲昵（親しみ感を表す） 小姐妹见他流里流气，满嘴脏话，都不欢迎他。

（彼は不良じみて、言葉も汚いから、友達に

嫌われた。） 

 

〈大〉と同様に、〈小〉のプロトタイプ的意味を認定基準に基づき、表中の意味プロトタ

イプであると認定した（例 6-29 を参照）。 

 

例 6-27 

a.爷爷，把小瓶子给我玩玩好吗？（おじいさん、その小さい瓶を僕にくれてもいい？） 

b.大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。（大きい魚は小さい魚を食べ、小さい魚は小さいエビを食

べる） 

c.织物上有许多小玻璃珠，每平方米内约有 6000万个。（織物に小さなガラスのボールが

平方メードルごとに 6000 万個もある。） 

 

例文が示すように、「ボトル」や「魚」、また「ガラスのボール」は顕示的な次元がない

ため、標準値以下の場合は「小」で表すことができる（図 6-9 を参照）。 

 

    Y 

        Z 

 

           X  

（次元）         （標準値）        （小） 

図 6- 10〈小〉のプロトタイプ的意味 

 

次に、〈小〉の拡張的意味を順に分析していく。 

 

（一）拡張的意味①：身材小（体型が標準値以下である） 

拡張的意味②：面积或宽度低于标准值（面積、幅が標準値以下である） 

 

例 6-28 

a.抢运当中，身材较小的战士范建臣同志被压倒了。（急送する間、体型が小さい兵士、

範建臣さんが押さえつけられて倒れた。） 

b.这是一个小水坑儿，也是汪洋大海。（これは小さな水たまりでもあれば、大きな海で
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もある。） 

 

例 6-28 における〈小〉が表している拡張的意味①、②は〈大〉と同じプロセスを経由

し、すなわち、拡張的意味①はメタファーリンクを介してプロトタイプ的意味から拡張し、

拡張的意味②はプロトタイプ的意味からメトニミーリンクを介して意味拡張している。 

 

（二）拡張的意味③：量少（量が少ない） 

拡張的意味④：规模小（規模が標準値以下である） 

拡張的意味⑤：年龄小（年齢が下である） 

拡張的意味⑥：幼年时期（幼い頃） 

拡張的意味⑦：地位（地位が低い） 

拡張的意味⑧：将近（･･･に近い） 

 

例 6-29 

a.他们都用很小的声音嘁喳着。（彼らは小さな声でつぶやいている。） （拡張的意味③） 

b.况且，这家小厂是去年才建起来的。（しかも、この小さな工場は去年建てたばかりだ。） 

（拡張的意味④） 

c.小孩子们跟在汽车后面往车上扔画片和各种各样的小礼物。（子供たちは車に付従って、

車の中に絵やプレゼントをいろいろ投げ込んでいる。）     （拡張的意味⑤） 

d.吃饭时妈妈说：“肖潇小时候喜欢写诗。”（食事の時に、母が言った。「肖瀟は小さい頃

詩を作ることが好きだった。」）                （拡張的意味⑥） 

e.小老婆骂他不跟一只公鸡管用哩！（彼は鶏ぐらいの役にも立たないと妾に怒りつけら

れた。）                           （拡張的意味⑦） 

f.老李头叹口气说："自打上回露了一面，这不，小半年又没影儿啦！"（李爺さんはため

息しながら言った。「この間一回顔を出してくれた後ずっと姿を見ていない。もうす

ぐ半年だ。」）                        （拡張的意味⑧） 

 

例 6-29 における〈小〉はそれぞれ「音声の量が少ない、音声が響かない」、「工場の規

模が小さい」、「年齢が下である」、「幼い頃」、「地位が低い」、「もうすぐ…になる」という

意味を表している。a、b、c における〈小〉によって表される拡張的意味③、④、⑤は〈大〉

と同様のプロセスを経由して意味拡張している。即ち、拡張的意味③はメトニミーリンク

を介してプロトタイプ的意味から拡張している。拡張的意味④、⑤はメトニミーリンクを

介し、拡張的意味③「量少（量が少ない）」から意味拡張している。さらに、拡張的意味
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⑥「幼い頃」を表す d の〈小〉と常に伴っているのは「体型が小さい」ということである

ため、拡張的意味⑥はメトニミーリンクを介してプロトタイプ的意味から拡張している。

また、拡張的意味⑦「妾」を表す e は「年齢が下であるとともに、地位も低い」という共

起性に基づき、メトニミーリンクを介し、拡張的意味⑤「年龄小（年齢が下である）」か

ら意味拡張している。 

後に、f における〈小〉は時間が半分未満であることを表す。図 6-11 のように、半年

に近い時間の量を表す場合には「小半年（半年に近い）」で表す。反対に、半年を超過し、

一年未満の場合は「大半年（半年あまり）」で表す。 

 

                              大半年 

 

                                     一年 

                                  半年 

小半年                                          

図 6- 11〈小〉の拡張的意味⑧の意味拡張するプロセス 

 

例文から分かるように、「半年」を基準にし、その基準に達していないが近いという意

味を表す場合は、〈小〉が用いられる。中国語では、「半年（半年）」、「半天（半日）」に近

いという意味を表す場合に、〈小〉で表すことが多い。「年」、「日数」などは量の下位分類

であるため、、拡張的意味⑧は拡張的意味③「量少（量が少ない）」からメトニミーリンク

を介して意味拡張している。 

 

（三）拡張的意味⑨： 密度·浓度小（濃度・密度が標準値に至らない） 

 

例 6-30 我们都知道，大气层越往上，密度就越小，空气也就越稀薄。（みなさんご存知の

通り、大気層は上に行けばいくほど、密度が小さくなり、空気も薄くなってい

く。） 

 

例文から分かるように、〈小〉は〈大〉と同様に量との共起性に基づき、メトニミーリ

ンクを介して拡張的意味③「量少（量が少ない）」から意味拡張している。 

 

（四）拡張的意味⑩：不重要（重要でない） 
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例 6-31 

a.我们的感情逐渐恶化了，经常为一些小事情吵架。（我々の感情がだんだん悪くなって

行った。よく些細なことで喧嘩をした。            （拡張的意味⑩） 

b.你可别小看这一小杯，有些外地人没有喝惯的，只喝了两三杯，竟兴奋彻夜，无法入睡。

（これをなめるなよ。まだ慣れていないよその土地から来た人が 2、3 杯飲んだら、

一晩中興奮して、全然寝られない。）               （拡張的意味⑪） 

 

拡張的意味⑩を表す a、b における〈小〉はそれぞれ「重要でない」、「軽蔑する」とい

う意味を表すが、ある物事軽蔑することはそれが重要でないと思われるため、a と b は実

際に「不重要（重要でない）」という意味を表す。そのため、拡張的意味⑩はメタファー

リンクを介して意味拡張している。 

 

（五）拡張的意味⑪：没有胆量（度胸がない） 

 

例 6-32 

a.是啊，人的胆量有大有小。（そうだね、人間の胆力は大きいものもあれば、小さいも

のもある。）                          

b.那时候我人小，心眼也小。（その時、私はまだ年齢が小さいし、度量も小さい。） 

 

例文における拡張的意味⑪を表す〈小〉も〈大〉と同様に、プロトタイプ的意味からメ

タファーリンクを介して意味拡張している。 

 

（七）拡張的意味⑫：力量弱（力弱い） 

 

例 6-33 风压小没有问题，那么压力大了会不会渗漏呢？（風圧が小さくても問題がけれ

ば、風圧が大きくなれば漏れるか。） 

 

「ストレス」や「風圧」などの力が具象物の体積が大きくなり、、それなりに量も増加

することと類似している。そのため、拡張的意味⑫はメタファーリンクを介し、プロトタ

イプ的意味から拡張している。 

 

（八）拡張的意味⑬：表示亲昵（親しみ感を表す） 
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例 6-34 小姐妹见他流里流气，满嘴脏话，都不欢迎他。（彼は不良じみて、言葉も汚い

から、友達に嫌われた。） 

 

例文から見ると、〈小〉は「親しい」、「なじみ深い」という意味を表す。中国語の〈小〉

は常に可愛らしく、なじみ深い意味が含まれている。物理的に小さい物事は可愛らしく、

親しみやすい印象を持たせるのが一般的だからである。言い換えれば、拡張的意味⑰は

〈小〉の特性であると言える。そのため、拡張的意味⑬は「特性でもの」というメトニミ

ーリンクを介し、プロトタイプ的意味から意味拡張している。 

 上述の分析に基づき、〈小〉の意味ネットワークを図 6-12 通りにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線四角：プロトタイプ的意味「三维物体形的三个维度同时低于标准值（三次元的な物体の三つの次元

プロト

タイプ

的意味 

④规模小 
（規模が標準値以下である） 

⑨密度·浓度小（濃度・密

度が標準値に至らない） 
③量少（量が少ない）

⑤年龄小 
（年齢が下である） 

②面积、宽度低于标准值（面

積、幅が標準値以下である）

①身材小（体のサイズが標準値以下である）

⑩不重要（重要でない）

⑦地位较低（地位が低い） 

⑫力量弱（力弱い）

⑪没有胆量（度胸がない） 

⑬表示亲昵（親しみ感を表す）

⑧将近（･･･に近い） 

⑥幼年时期

（幼い頃） 
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が同時に標準値に至らない）」 点線矢印：メトニミーリンク 実践矢印：メタファーリンク 

図 6- 12〈小〉の意味ネットワーク 

 

6.4.3〈大〉と〈小〉の語彙レベル多義性の対照 

〈大〉と〈小〉の語彙レベルの多義性を分析した。〈大〉と〈小〉の意味ネットワーク

構造、動機づけから見ると、両方ともメトニミーリンクを介する意味拡張のプロセスが日

本語より多い。第 4、5 章で分析した中国語の〈粗・细〉と〈厚・薄〉のように、〈大〉と

〈小〉の間にも非対称性が見られたが、〈粗・细〉と〈厚・薄〉のほど多くはない（表 6-10

を参照）。そのため、〈大・小〉の非対称性は他の 2 組の三次元形容詞と比べると顕著では

ないと言える。〈大・小〉は「大・小」と同じように、「顕示的な次元がない」という特徴

があるため、より漠然とした物事の概念化が行われることができる。 

 

表 6- 10〈大〉と〈小〉の非対称的表現 
大 小 

☓ 大时候（大人の時） ○ 小时候（子供の時） 
☓ 大姐妹 ○ 小姐妹（女性の親友） 
○ 大看（見上げる） ☓ 小看（見下げる） 
○ 长大后（成長したら） ☓ 变小后（老衰した） 
○ 说大话（大げさ） ☓ 说小话（普通） 
○ 大前天（一昨日） ☓ 小后天（しあさって） 

○ 
好大一会儿没说话（しばらくしゃべって
いなかった） 

☓
很小一会儿就说话了（すぐしゃべり始め
た） 

○ 兴趣大（興味がある） ☓ 兴趣小（興味がない） 

 

〈大・小〉の非対称的な表現では、「好大一会儿没说话（しばらく話していなかった）」

と「兴趣大（興味がある）」という意味が特徴的なものである。〈大・小〉によって概念化

された物事の範囲は広いが、上述の二つの例を反対にすると、〈小〉ではなく、〈大〉の前

に否定的な意味を表す〈不（ではない）〉を付けることが一般的である。そのため、「好大

一会儿没说话（しばらく話していなかった）」と「兴趣大（興味がある）」の反対的な意味

を表す場合には、それぞれ「不大一会儿就说话了（すぐしゃべり始めた）」と「兴趣不大

（興味があまりない）」となる。 

 

6.5〈大・小〉の概念レベルの多義性 

前節では語彙レベルから〈大・小〉の多義性を分析した。次に、〈大・小〉の意味項目

をそれが属する概念群によって再分類し、概念メタファー写像という視点からその多義性

を再び分析する。まず、〈大〉を再分類すると、表 6-11 の通りである。また、〈小〉の語

彙レベルの意味項目をそれが表す概念によって次の通りに分けることができる。 
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以上の分類に基づき、〈大・小〉の諸意味が次の次元付けのメタファーを介して成り立

つと言える。 

 

表 6- 11〈大〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 

プロトタイプ 
三维物体的三个维度同时超过标准值 
（三次元的な物体の三つの次元が同時に標準値を超

える） 

① 身材高大（体型が標準以上である） 

② 面积、宽度超过标准值（面積や幅が標準値を超える）

量 

③ 量大（量が多い） 

④ 时间长（時間が長い） 

⑤ 规模大（規模が標準値を超える） 

⑥ 年龄长（年齢が上である） 

⑦ 长大（成長している） 

⑧ 地位较高（地位がより高い） 

⑨ 
现日期前/后第三天或今年前/后第三年（現時点から三

日前・後または三年前・後） 

密度 ⑩ 密度、浓度大（密度・濃度が標準値を超える） 

程度・度合 

⑪ 大致（大体） 

⑫ 重要,重大（重要である） 

⑬ 动作激烈（動作が激しい） 

感情・感覚 ⑭ 感情强烈（感情が強い） 

 質 

⑮ 有胆量（度胸がある） 

⑯ 力量大（力強い） 

⑰ 夸张（大げさ） 

 

表 6- 12〈小〉の各意味項目が属する概念群 

概念群 番号 意味項目 

次元（視覚） 
プロトタイプ 

三维物体形的三个维度同时低于标准值 
（三次元的な物体の三つの次元が同時に標準値に至ら
ない） 

① 身材小（体型が標準値以下である） 
② 面积、宽度低于标准值（面積、幅が標準値に至らない）

量 

③ 量少（量が少ない） 
④ 规模小（規模が標準値に至らない） 

⑤ 年龄小（年齢が下である） 
⑥ 幼年时期（幼い頃） 
⑦ 地位较低（地位が低い） 
⑧ 将近（･･･に近い） 

密度 ⑨ 密度·浓度小（濃度・密度が標準値に至らない） 
程度・度合 ⑩ 不重要（重要でない） 

質 
⑪ 没有胆量（度胸がない） 
⑫ 力量弱（力弱い） 

感情・感覚 ⑬ 表示亲昵（親しみ感を表す） 
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（一）量が多いことは大、量が少ないことは小 

（二）密度が高いことは大、密度が低いことは小 

（三）程度・度合が高いことは大、程度・度合が低いことは小 

（四）感情感覚が深いことは大、感情感覚が浅いことは小 

（五）質が優れることは大、質が劣ることは小 

 

（一）～（五）の具体例を次の通りに示す。 

 

（一）量が多いことは大、量が少ないことは小 

［成長したことは大、まだ成長していない段階は小］ 

a.村上人也曾劝翠花她爹想法替她物色个城里女婿，可姑娘大了由不着父亲，……（村

の人も翠花の父親にどうにか町の出身の旦那を物色させていたが、娘が大きくなっ

たら父親のいうことは聞かない。） 

 b.吃饭时妈妈说：“肖潇小时候喜欢写诗。”（食事の時に、母が言った。「肖瀟は小さい

こと詩を作ることが好きだった。」） 

 

［規模や範囲が標準値以上であることは大、規模や範囲が標準値以下であることは小］ 

 a.摆在他面前有两条路：或者去大城市，或者去边疆。（彼の前に道が二つある。一つは

大 都市に行く。もう一つは辺境に行く。） 

 b.况且，这家小厂是去年才建起来的。（しかも、この小さな工場は去年建てたばかりだ。） 

 

［時間が長いことは大、時間が短いことは小］ 

a.我给你算一下：前天是大前天的明天，大后天是后天的明天。（計算してあげよう：お

とといは一昨昨日の明日で、しあさっては明後日の明日だ。） 

b.老李头叹口气说："自打上回露了一面，这不，小半年又没影儿啦！"（李爺さんはため

息しながら言った。「この間一回顔を出してくれた後ずっと姿を見ていない。もうす

ぐ半年だ。」） 

 

（二）密度が高いことは大、密度が低いことは小 

a.由于热胀冷缩，湖面温度较低的水，密度较大，要下沉；（熱膨張と例収縮の故、湖に

温度が比較的に低い水の密度が大きいから下に沈む。） 

b.我们都知道，大气层越往上，密度就越小，空气也就越稀薄。（みなさんご存知の通り、



161 
 

大気層は上に行けばいくほど、密度が小さくなり、空気も薄くなっていく。） 

 

（三）程度・度合が高いことは大、程度・度合が低いことは小 

a.这几年沈阳正在大搞绿化。（近年、瀋陽で大きく緑化している。） 

b.风压小没有问题，那么压力大了会不会渗漏呢？（風圧が小さくても問題がければ、風

圧が大きくなれば漏れるか。） 

 

［重要であることは大、重要でないことは小］ 

a.只要对 近发生的世界性大事进行公平的分析，定会支持这样的论点。（（ 近、世界範

囲内にある大事件を客観的に分析すると、このような論点を支持するに間違いない。） 

b.我们的感情逐渐恶化了，经常为一些小事情吵架。（我々の感情がだんだん悪くなって

行った。よく些細なことで喧嘩をした。 

 

［著しいことは大、著しくないことは小］ 

a.战后，日本受美国教育的影响比较大。（戦後、日本はアメリカン教育からの影響が大

きい） 

b.这食物链的作用可不小。（食物連鎖の役割は小さくない。） 

 

［偉大であることは大、無名であることは小］ 

a.在这里他忙了三年的岁月，居然，做成了当时大科学家所曾失败的工作。（ここで三年

間せわしくしてきたら、なんど当時の大科学者すら失敗した仕事を完成した。） 

b.历史对小人物就是这样不通情理。（歴史は小人物にとっていつもこんなに理不尽だ。） 

 

（四）感情感覚が深いことは大、感情感覚が浅いことは小 

a.特别是有了本民族文字后，大家兴趣更大，学习更加积极了。（特に本民族の文字があ

った後、みんなは大きく関心を持ち、勉強ももっと積極的にしている。） 

b.小姐妹见他流里流气，满嘴脏话，都不欢迎他。（彼は不良じみて、言葉も汚いから、

友達に嫌われた。） 

 

（五）質が優れることは大、質が劣ることは小 

a.我母亲的气量大，性子好，又因为做了后母后婆，她更事事留心，事事格外容忍。（母

親は気が大きくて、性格もいい。そのあと義母になって、なおさらいかなるところで

も注意深く、なんでも堪えるようにしていた。） 
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b.是啊，人的胆量有大有小。（そうだね、人間の胆力は大きいものもあれば、小さいも

のもある。） 

 

上述の分析に基づき、〈大〉と〈小〉の拡張的意味は同じ概念群に意味拡張しているた

め、対称性を持っていると言える。 

 

6.6「大・小」と〈大・小〉の対照 

本章では、日本語と中国語の三次元形容詞「大・小」と〈大・小〉の多義性を語彙レベ

ルと概念レベルの両方から分析した。共通点と相違点は次のようにまとめられる。 

まず、語彙レベルの共通点として、次の 2 点がある。①プロトタイプ的意味が同じであ

る。②「大・小」と〈大・小〉の拡張的意味はほぼ対称的であるという特徴が両方にも見

られた。その要因は、「大・小」・〈大・小〉は次元の制限が少なく、漠然とした形の物体

を修飾することができるからである。一方、相違点としては、次の 2 点がある。①「大・

小」と〈大・小〉の拡張的意味が異なる場合がある。例えば、〈大・小〉は「時間の間隔

が大きい」という意味を表すことができるが、「大・小」に同じ拡張的意味は見られない。

②「大・小」の拡張的意味はメトニミーリンクを介するものが多いのに対し、〈大・小〉

はメタファーリンクを介する拡張的意味が多い。その要因としては、日中両言語において

人の概念化の方法が異なるということが考えられる。 

次に、概念レベルから見ると、「大・小」と〈大・小〉と同じように、次元付けのメタ

ファーを介して空間概念群から他の抽象概念群へ写像するという体系的な関係が見られ

る。 

第 3 章の研究方法で述べたように、中国語の〈大・小〉は三次元形容詞に占める割合が

日本語の「大・小」より高い。分析結果から見ると、〈大・小〉は「時間の間隔が大きい」

について表すことができるが、日本語では同様の表現が見られない。その要因は中国語母

語話者が「時間」を形のある存在物として捉えるからであると考えられる。要するに、日

中両国の人の概念化する方法の差異によって使用頻度もかなり異なるようになる。もう一

つの要因は〈大・小〉の空間的意味が他の三次元形容詞と比べると、稀薄になっていると

いうことである。例えば、「把握」という語は「つかむ」という具体的な動作を表す意味

が希薄になり、政権、知識などの抽象物を「つかむ」、もしくは「理解する」という意味

として用いられるようになったのと同じように、中国語の〈大・小〉も直接的に抽象的な

意味を表すことができるようになってきたと考えられる。 
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第七章 語彙レベルにおける非対称性および相互補完性 

 

7.1 三次元形容詞の語彙レベルの非対称性および概念レベルの対称性 

第 4 章から第 6 章では、日本語と中国語の三次元形容詞「太・細」・〈粗・细〉、「厚・薄」・

〈厚・薄〉、「大・小」・〈大・小〉の多義性を語彙レベルと概念レベルからそれぞれ分析を

行った。まず、語彙レベルで も大きな特徴は次の 2 点である。 

①表 7-1 と表 7-2 に示す通り、各対の次元形容詞の間には非対称性が見られる。 

 

表 7- 1「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の非対称的表現 

太 細 

○ 肝が太い × 肝が細い 

○ 低速トルクが太い × 低速トルクが細い 

× 太い道 ○ 細い道 

× 太い渓流  ○ 細い渓流 

× ドアを太く開ける ○ ドアを細く開ける 

× 太い肩 ○ 細い肩 

厚 薄 

○ 攻撃を厚くした ＃ 攻撃を薄くした 

× 厚いコーヒー ○ 薄いコーヒー 

× 体臭が厚くなった ○ 体臭が薄くなった 

× 厚いピンクの花 ○ 薄いピンクの花 

× 厚くてぼんやりした景色 ○ 薄くてぼんやりした景色 

× 証言の信憑性が厚い ○ 証言の信憑性が薄い 

× 個人情報を保護する意識が厚い ○ 個人情報を保護する意識が薄い 

× 厚く微笑んだ ○ 薄く微笑んだ 

× 薬の効果が厚い ○ 薬の効果が薄い 

× 反応が厚い ○ 反応が薄い 

大 小 

○ 大きくなったら ☓ 小さくなったら 

○ 大きい話（大げさ） ☓ 小さい話（普通） 

○ 態度が大きい ☓ 態度が小さい 

☓ 大きい時（大人の時） ○ 小さい時（子供の時） 

☓ 金種を大きくする（両替） ○ 金種を小さくする（両替） 

○：自然的な表現 ×：用いられない表現 ＃：用いられるが不自然な表現 
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表 7- 2〈粗・细〉、〈厚・薄〉、〈大・小〉の非対称的表現 

 粗  细 

○ 粗人（がさつな人） ☓ 细汉（上品な人） 

○ 粗茶淡饭（粗末な食事） ☓ 细茶浓饭（山海の珍味） 

○ 喘粗气（太く吐息する） ☓ 喘细气（細く吐息する） 

☓ 脉粗（脈が強い） ○ 脉细（脈が弱い） 

☓ 粗节（全体） ○ 细节（細部） 

☓ 花朵的粗瓣（太い花びら） ○ 花朵的细瓣（細い花びら） 

☓ 粗眼睛（太い目） ○ 好像两条线一般的细眼睛（まるで二本

の線のような細い目） 

厚 薄 

☓ 厚亮（強い光） ○ 薄亮（薄い光） 

☓ 土地厚（土地が肥えている） ○ 土地薄（土地がやせている） 

☓ 志气厚（意志が強い） ○ 志气薄（意志がもろい） 

☓ 厚怒（非常に怒っている様子） ○ 薄怒（少し怒っている様子） 

☓ 厚暮（深い闇） ○ 薄暮（薄い闇） 

☓ 看在我的厚面上（私の顔に） ○ 看在我的薄面上（私の顔に） 

☓ 厚命（長生きである） ○ 薄命（薄命である） 

☓ 力厚劲大（力強い） ○ 力薄劲小（力弱い） 

○ 厚障（心の隔たりが大きい） ☓ 薄障（心の隔たりが小さい） 

大 小 

○ 大后天、大前年 

（しあさって、一昨昨日） 

☓  

○ 大了以后想当老师（大きくなった後

教師になりたい） 

☓  

☓ 大看我了（持ち上げた） ○ 别小看我（なめないでください） 

☓ 她好大一会儿没说话（彼女はしばら

くずっとしゃべらなかった） 

○ 她好小一会儿就说话了（彼女はすぐし

ゃべってしまった） 

☓ 可以大分为三类（大まかに三種類に

分けることができる） 

○ 可以小分为六类（六種類に小さく分け

ることができる） 

○：自然的な表現 ×：用いられない表現  

 

②意味ネットワークから見ると、対である次元形容詞間の意味拡張のプロセスや動機づけ

も異なる。その中で、特に日本語の「厚・薄」という対ではそれぞれ意味拡張のプロセ

スや動機づけ、また、拡張的意味の抽象度の相違は他の 2 組より顕著である（第 5 章を

参照）。 
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上述の 2 点から見ると、日中両言語の三次元的形容詞は常に対として現れているが、そ

れぞれの対に様々な相違点が見られ、非対称的であると言える。また、非対称性のもう一

つの現れ方は、同じ意味を表す場合に複数の三次元形容詞を用いることができるというこ

とである。以下、例 7-1 に示す。 

 

例 7-1 

a.可能性が薄い/小さい 

b.厚く期待されている/大きく期待されている 

c.肝っ玉が太い/肝っ玉が大きい 

d.沙砾很细/小（砂が細い/小さい） 

e.水流很细/小（水の流れが細い/小さい） 

 

例 7-1 の各例文では厳密に各三次元形容詞が全く同じ意味を表しているとは言えない

が、一般的に入れ替え可能な表現であると考えられる。上述の特徴①、②を合わせてみる

と、日中両言語の三次元形容詞には次のような共通した特徴がある。それは、対である次

元形容詞内部の非対称性と、ある意味を表す際に各グループの次元形容詞の間に複数の入

れ替え現象が見られるということである（図 7-1 を参照）。図 7-1 の四角は対である次元

形容詞グループであり、その中における二種類の丸は次元形容詞の意味項目を示すもので

ある。一行目のように、黒丸や白丸の一方しかないのは対である次元形容詞の意味項目が

非対称的であることを表している。また、実線矢印で繋げられた二つの丸は例 7-1 の各例

文のように、入れ替えられる異なるグループにおける言語表現である。 

 

 

 

 

 

 

 

グループ①    グループ②     グループ③ 

「厚・薄」    「太・細」     「大・小」 

図 7- 1 日中両言語の三次元形容詞における共通する特徴55 

                                                  
55 黒丸はプラス方向の次元形容詞（例えば、「大」、「厚」、「太」、〈大〉、〈厚〉、〈粗〉）を表し、白丸はマ
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例 7-1 の各例文は、表現する意味が類似しており、入れ替えることもできるが、物事を

異なる視点から捉えるという点においては、同じ意味とは言えない。例えば、例 7-1 の a

における「可能性」を見てみると、「薄」と「小」の両方とも用いることができる。ただ

し、「小」が「可能性」を「漠然とした形」として捉えるのに対し、「薄」は「可能性」を

「薄っぺらに重ねられたもの」として捉えている。しかし、この二つの表現に共通点がな

いとは言えない。物は小さくなって、または薄くなっていけば、見えなくなっていき、

後にゼロになるという特徴が同じである。 

一方で、「可能性」の度合いが低い場合に、「小」と「薄」の両方とも用いられるが、度

合が高い場合には「大」を用いることはできるが、「厚」は用いられない。「大」のプロト

タイプ的意味を表す例から見ると、修飾された物体は形の制限がなく（「太」は細長い柱

体的なものであり、「厚」は扁平なものであるため、形の制限がある）、無限に伸縮するこ

ともできるため、「可能性」という形が漠然としたものを抽象的な存在物として表現する

ことができる。また、「厚」のプロトタイプ的意味を規定する場合に、「扁平」という要素

が含まれている。言い換えれば、厚みがあるものはその「厚さ」が一定の範囲内になけれ

ばならない。その範囲を超過すれば、「厚いもの」とは言えなくなる56。「可能性の度合い

が高い」という場合に、「可能性」の度合いは無限に伸びることできるため、制限がある

「厚」は適用できない（図 7-2 の右側を参照）。 

 

 

 

 

可能性が「大・小」            可能性が「＊厚・薄」 

図 7- 2「可能性」を表す次元形容詞57 

 

語彙レベルにおける上述の二つの特徴をまとめて言うと、各対の三次元形容詞は、完全

に対称してある概念を表出するのではない。実際の分析結果から見ると、三次元形容詞の

間に明白な境界線を引くことはできず、むしろ異なる対を跨いで互いに関係しあっている

と言ったほうがよかろう。もしある概念を一つの対である三次元形容詞によって完全に言

語化することができれば、ほかの三次元形容詞にその概念を表す多義は出現しないはずで

                                                                                                                                               
イナス方向の次元形容詞（例えば、「細」、「薄」、「小」、〈细〉、〈薄〉、〈小〉）を表す。 

56 「厚・薄」のプロトタイプ的意味の成立条件に関しては 7.3 を参照されたい。 
57 「可能性」を表す場合に、「大」と「小」の両方とも用いられるのは図 7-1 のように両矢印でその対称

性を示し、「厚」と「薄」の一方しか用いられないのは右向き矢印によって示す。 
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ある。即ち、異なる対を跨ぐことはない。したがって、一つの概念を表出する際に、複数

の三次元形容詞が用いられることと、対の中で一方は用いられるが他方は用いられないこ

とが概念群の不均衡によるものかについて、概念レベルからその多義性の特徴を見る必要

がある。各グループの次元形容詞の意味項目をそれが属する概念群によって分類すると、

「空間」、「量」、「度合」、「質」、「状態」に分類することができるため、両言語における三

次元形容詞の多義性は概念メタファー写像によって成立したものであると考えられる。次

の（一）～（四）として挙げられる（「太」、「厚」、「大」と〈粗〉、〈厚〉、〈大〉を＋次元

といい、「細」、「薄」、「小」と〈细〉、〈薄〉、〈小〉を－次元とする）。 

 

（一）量が多いことは＋次元、量が少ないことは－次元 

（二）程度・度合が高いことは＋次元、程度・度合が低いことが－次元 

（三）質がよいことは＋次元、質が悪いことは－次元 

（四）状態が明らかであることは＋次元、状態が明らかでないことは－次元 

 

第 4、5、6 章で見たように、語彙レベルで非対称的な表現は同様の次元付けのメタファ

ーによって生み出されるものであるため、日中両言語の三次元形容詞は概念レベルから見

るとかなり対称的であると言える。このような対称性は実際に概念群から見る対称性であ

る。即ち、次元の概念はプラス方向の次元とマイナス方向の次元によって組み合わせたの

である。また、上述の（一）～（四）は日中両言語に普遍的に存在している概念メタファ

ーであるため、日中両言語の三次元形容詞を概念レベルから見ると大きな相違はない。そ

れに対して、語彙レベルではかなり非対称的であり、また日中両言語の間でかなり異なる

が、概念レベルでより対称的であることには何等かの要因があると考えられる。すなわち、

語彙レベルにおける非対称性は何等かの役割を果たしていると考えられる。 

その要因と役割を分析する前に、非対称性の要因を先行研究によって示していく。 

 

7.2 有標・無標と非対称性 

「対称」と「非対称」は数多くの分野で用いられ、言語表現にも多用されている。文（1990）

は「所谓“有标记” 指的是具有某种区别意义的特征。对立双方的区别主要表现在有标记

项上边, 于是出现不对称现象（「有標」とは、他の物事から区別する特徴のことである。

対義語における相違は有標の方に表れるため、非対称性が生じてくる）」と述べてり、非

対称性と標識の有無が関わっていると指摘している。また、沈（1999）は非対称性を詳し

く分類して考察している。沈（1999：1）は「対称」と「非対称性」という二つの概念を

次のように定義している。 
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“对称”和“不对称” 初是一对日常生活概念。凡是有一一对应关系的就是

“对称”， （略）凡不是一一对应关系的就是“不对称”。 

（「対称」と「非対称」はそもそも日常生活から得た概念である。互いに対応す

る関係を持つことを「対称的」といい、逆を「非対称的」という。） 

沈（1999：1） 

 

沈（1999：1-4）は言語表現における非対称性を主に音韻（清音/p，t，k/と濁音/b，d，

g/のように、/s/の後ろに清音しか現れない）、統語（大陸、＊58小陸など）、文法（ある能

動文に用いられる動詞は受け身文に使用できない。例えば、我姓张。（私は張と言う。）＊

张被我姓。（＊張が私に言われた。））に分布していると指摘している。このようなさまざ

まな非対称性が生じる要因は「有標」と「無標」の不均衡性にあると指摘されている。例

えば、対義語（男―女、生―死、大―小、深―浅、簡単―複雑、左―右、前―後など）の

内部に見られる非対称性と語と語の間にある非対称性の両方とも標識の有無で解釈でき

る。その要因について沈（1999：178）は次の四つの面から説明した。 

 

①「逻辑（論理）」の面： 

 

例 7-2 我不吃肉（私は肉を食べない）。 

 

「吃（食べる）」は肯定的な意味を示す無標の表現であり、「不吃（食べない）」は否定

的な意味を示す有標の表現である。 

 

②「认知（認知）」の面： 

認知の面から見ると、はっきり見えて認知されやすい物事は無標である。例えば、形容

詞の「大・長・深・厚・高」などは気づきやすいため、使用上「小・短・浅・薄・低」よ

り範囲が広い。「大きさはどれぐらいあるか」は「大きいもの」と「小さいもの」の両方

を含んでいる。一方で、「小ささはどれぐらいあるか」という言い方が許容される場合も

あるが、その場合、あるものが小さいという前提に限ってその使用が可能となる。 

 

③「评价（評価性）」の面： 

沈（1999：188）は、人間がいつもよい物事にプラス的な表現をつけると主張している

                                                  
58 ＊用いてはいけない表現である。 
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そのため、対である次元形容詞におけるプラス的な意味を持つ方が数多く使用される傾向

があるため、マイナス的な評価性を持つ他方の語との間に非対称性が生じる。 

 

④「常规（自然法則）」の面： 

 

例 7-3 不锈钢（ステンレス＝錆が付かない鋼鉄）―＊锈钢（錆が付く鋼鉄） 

 

「锈钢（錆が付く鋼鉄）」という言い方が不自然なのは、「鋼鉄に錆が付く」ということ

が常にあることだからである。逆に「錆が付かない」の方は特殊なことであるため、「不

锈（錆が付かない）」という標識を付ける。 

これまでの形容詞非対称性に関する研究は、日本語ではあまり研究されておらず、楢和

（1998）の方向認識の非対称性という視点から日本語の「マエ」と「サキ」の意味を対照

した研究および、徐（2010）の日中両言語の「上・下」を中心に、それぞれの拡張的意味

における非対称性を分析した研究以外は管見の限り見られない。それに対し、中国語では

数多くの研究が主に空間位置を表す「上・下」、または空間的な量を表す「大・小」、「長・

短」を中心に行われている。これらの研究はほぼ次元形容詞と他の品詞との共起における

非対称性を記述するもの（皮 2012）、また、沈（1999）が論述した標識の理論を元にして

音韻、統語、文法と慣用表現という四つの面から分析された（周 2003、周 2009、皮 2010、

窦 2011）。その非対称性の要因として主にプロトタイプ的意味の非対称、心理的な要因、

認知上の顕著度とプラスの評価性を選ぶ傾向、写像の非対称性というものがあると指摘さ

れている。一方、袁（2004）は修飾された物事の特徴および人間の記憶力の制限も要因の

一つであると提示した。 

しかし、「上・下」や「前・後」などの方向位置を表す言語表現は空間の顕示度と人間

の主観的認識に左右されることが多いため次元形容詞とは性質が異なる。また、認知の顕

著度およびプラスの評価性がある言語表現を選ぶ傾向は一部の非対称性しか解釈できな

い。また、すでに述べた児童の次元形容詞についての習得順序に関する研究結果では、有

標の〈薄〉が無標の〈厚〉より先に習得されるという結果が見られた。この結果から分か

るように、有標と無標は決まったことではなく、場合によって有標の方を先に捉えること

や広範囲に使用されることも可能である。そのため、非対称性の要因を考え直す必要があ

ると思われる。 

語彙レベルの非対称性に関しては、先行研究では「有標・無標」が要因の一つであると

主張されている。言語の有標・無標を規定する条件は沈（1999：32-34）、山岡（1996）に

基づき、表 7-3 のようにまとめることができる。 
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表 7- 3 有標と無標を規定する条件 

無標 有標 
①分布が広い ①分布が狭い 
②下位区分を多く持つ ②下位区分が少ない 
③形式が簡単である ③形式が複雑である 
④範疇に 適なメンバー 
（プロトタイプ的意味） 

④範疇に離れているメンバー 
（周辺的意味） 

⑤包括性 ⑤包括される 
⑥要素が非限定的意味を持つ ⑥ある要素限定的意味を持つ 
⑦使用頻度が高い ⑦使用頻度が低い 

 

しかしながら、表 7-3 の条件に基づいても、非対称性すべてを説明することはできない。

沈（1999）によると、対義語において意味的に積極的なものは無標である。なぜなら、人

間はよいこと、意味合いが積極的な物事を強調する傾向があるからである。この点から見

ると、「厚」や「太」などは「薄」、「細」より意味の範囲が広いとが推測される。ただし、

標識の有無という現象自体は客観的に存在する現象ではなく、人間が自らの期待や感情を

言語表現に付与し、使用に好まれる言語表現、また、基準を表す表現を無標として定義す

るだけである。また、無標の物事がより認知されやすく、顕著的であるということは間違

いがないが、それによって、無標のものは必ずしも認知されにくいとは言えない。なぜか

というと、そもそも認知しやすいかしにくいか場合によって反転する可能性もあるからで

ある。その反転によって、本来無標の言語表現が有標の言語表現に変更する可能性も十分

ある（例えば、「小伙子」は「若い男の人」を表すが、強調する場合に、「大小伙子」とい

う表現を用いることも一般的である）。したがって、標識の有無は人間が言語表現に意図

的に貼り付けた「マーク」である。標識の有無に関しては、その要因として、認知上の顕

著度が関わっていると沈（1999）は主張している。そのため、言語表現の非対称性の要因

は標識の有無というより、むしろ認知上の顕著度が異なると言った方が良い。顕著度が高

いものは認知されやすく、意味拡張されやすく、逆は、認知されにくく、意味拡張もされ

にくい。しかし、本研究で分析した三次元形容詞の中で、特に日本語の「薄」は「厚」と

比べると、認知上では際立たないはずであるが、その拡張的意味は「厚」よりはるかに発

達している。 

さらに、第五章も述べたように、吴他（2008）の研究には、中国語母語話者の児童が次

元形容詞〈厚・薄〉の拡張的意味を用いることができる諸段階を研究する際に、特に〈厚・

薄〉は「行為」というドメインに写像される際に、児童が有標の〈薄〉は無標の〈厚〉よ

りに先に捉えられるという興味深い結果を提示している。なぜ有標のものが優先的に発達

するかということに「使用率が低い」、「収集されたデータが不十分」という要因しか提示

しなかった。しかし、吴他（2008）の分析結果から見ると、有標・無標が絶対的ではなく、
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言語表現によって上述の基準に違反する場合もあることが分かった。そのため、以上の結

果から分かるように、三次元形容詞の各対における非対称性は認知上の顕著度、また、有

標・無標によって説明できない場合もある。そのため、日本語の「厚・薄」を取り上げ、

標識の有無で解釈できない表現を例 7-4 に挙げる。 

 

例 7-4 

a.サロメはいとおしげに頬を寄せてその首を抱き、薄く（＊厚く）開けた目は恍惚状態

を表わしている。 

b.われわれの社会の男の子はみな、父親の影が驚くほど薄く（＊厚く）、成人男性とな

るための助言やサポートを与える年配者もいない。 

c.彼女は自分が魅力的な人間だと思ったことはない。印象が薄く（＊厚く）、堅苦しす

ぎる。友人には、あなたは雰囲気がない、と言われる。 

d.私は薄い（＊厚い）水割りの入ったグラスをかかげた。 

e.「そういうことだったの」 聖子は、薄い（＊厚い）笑いを浮かべた。  

f.お姉さんは悲しげにため息をつくと、香炉に歩み寄り、薄い（＊厚い）細い煙が立つ

その香に花瓶の水をぶちまけた。 

g.こうなると、上と下とがパートナーシップで結ばれることが薄い（＊厚い）。 

h.つまりは、政治的関心が薄く（＊厚く）、職務中心に物事を考える男がいい。 

i.だが、輝きのときは短く、その後半生は幸薄かった（＊厚かった）。 

j.ただし、遠浅かサンゴ礁のような地でないと効果は薄い（＊厚い）。 

 

例 7-4 の各例文では「薄」が用いられるが、それに対応する「厚」の表現は存在しない。

「厚」が無標であるため、上述の各例文における「薄」で修飾されている表現はすでに「厚」

の意味が含まれているからであると考えられるかもしれない。中国語の「肉」という表現

のように、一般的に「豚の肉」を指しているため、ほかの動物の肉を指す場合に「～肉（○

○肉）」のように、「～（〇〇）」という標識を付けなければならない。沈（1999）による

と、「厚」は認知上では捉えやすい項目で、意味上でも肯定的な意味合いを表しており、

無標である。しかし、三次元形容詞の場合はそのようには説明できない。例えば、例 7-4a

の「薄く開けた目」という表現の「開けた目」は無標でも、「厚く開けた」を意味してい

るわけでもない。また、表 7-4 に挙げられているように、使用頻度が高く、分布も広いと

いう特徴を持っているものを無標の表現に分類する。「厚・薄」から見ると、「薄」の意味

はかなり発達しており、分布も「厚」より広い。そのため、標識の有無では三次元形容詞

の非対称性を説明できないところがあるということになる。 
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7.3 非対称性が存在する要因の再分析 

前節では日中両言語の三次元形容詞における非対称的表現の例を挙げた。先行研究で指

摘された「標識の有無」は一部の非対称性しか解明できないことも明らかになった。さら

に、非対称性は認知上の特徴と関連する主張（沈 1999、周 2006、徐 2010）によって、

プロトタイプ的意味は非対称的であるため、拡張的意味も非対称的になると主張されてい

る。しかし、第 4、5、6 章でまとめたように、各対の三次元形容詞のプロトタイプ的意味

は対称的である。その拡張的意味が非対称的になるのは、むしろ各次元形容詞のプロトタ

イプ的意味が成立する背景知識が非対称的だからであると言ってよいであろう。そこで、

三次元形容詞における非対称性の要因を次の通りに分析していく。 

 

①背景知識の範囲が異なるため。 

背景知識は理想化認知モデルともいい、Lakoff（1999）、河上（2005：41）によって、「組

織化された知識のこと」と定義され、カテゴリー構造もしくはプロトタイプ効果もこの組

織化された知識から生じるものであると河上（2005：41）は述べている。そのため、これ

らの三次元形容詞のプロトタイプ的意味が成立するために、それを支える背景知識もいく

つかあると考えられる（表 7-4、7-5、7-6 を参照）。「太・細」、「厚・薄」、「大・小」・〈粗・

细〉、〈厚・薄〉、〈大・小〉を確保するためには少なくとも次の条件を満たさなければなら

ない。 

 

表 7- 4「太・細」・〈粗・细〉という概念を成立させる背景知識 

太 細 

①三次元的な柱体の物体 ①三次元的な柱体の物体 

②直径（ab）が標準値より大きい ②直径（ab）が標準値より小さい 

③ab が大きくても柱体の中心線（C）の長

さより短い 

 

 

これらの背景知識に合致する場合は「太・細」・〈粗・细〉のプロトタイプ的意味と見な

しているが、上述の背景知識①、②のいずれに違反しても「太」としては成立しないのに

対し、条件③に違反する場合には、次のようになる。 

   C 

      a                          b 

b 
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図 7- 3「太」の条件③に違反する場合 

 

直径 ab が中心線 C より長ければ、図の通りになる。この場合は「太」というより「厚」

に近い。それに対して、「細」の場合は直径の長さには制限がない。 

 

表 7- 5「厚・薄」・〈厚・薄〉という概念を成立させる背景知識 

厚 薄 

①三次元的な物事である ①三次元的な物事である 

②顕現している面が二つある（面 a と面 b） ②顕現している面が二つある。面 a と面 b と

の間に隔たり（辺 EF）は標準値以下である（重

なる場合もある） 

③面 a と面 b との間に隔たり（辺 EF）がある  

 

④辺 EF が表されるものの標準値以上である

が、 大でも辺 CD と辺 DE のいずれよりも短

い 

 

 

これらの背景知識に合致する場合は「厚・薄」・〈厚・薄〉のプロトタイプ的意味と見な

されるが、上述の背景知識①、②、③のいずれに違反しても「厚」としては成立しない。

ただし、条件④の違反は、図 7-4 のような二つの場合がある。 

                

                 D  E                  D  E 

面 a                                                    

                              面 a       F 

         C                        

                 F        C         面 b 

                

                   面 b 

           

図 7- 4「厚」の条件④に違反する場合 

 

A.辺 EF（面 a から面 b までの隔たり）と辺 CD の長さが同じ場合、左側の図になる。 

この場合、「厚」として扱われることはできるが、顕現的な面は面 a と面 b ではなくな

り、見方を変えなければならない。見方を変えない場合に、「厚」というよりむしろ「高」
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と言った方がよい。 

B.辺 EF（面 a から面 b までの隔たり）と辺 ED の長さが同じ場合、右側の図になる。 

この場合、面 a と面 b は顕現的な面ではなくなる。右側の図からわかるように、図形を

構成する四つの長い面の面積はすべて同様であるため、条件②に違反する。この場合、

「厚」とは言えず、「太」というようになるだろう。 

 

また、条件①に違反すれば、「薄」として成り立たないが、次の②、③のいずれに違反

しても「薄」として成立する。そのため、「厚・薄」を認識する際の基盤とする背景知識

が異なると言える。 

 

例 7-5 

a.今日も曇り空が見えている。細く（＊太く）開けられた窓からは、湿り気を帯びた風

が弱々しく流れ込んでいた。  

b.時は刻一刻と過ぎ、行灯の炎も細く（＊太く）なった。 

c.サロメはいとおしげに頬を寄せてその首を抱き、薄く（＊厚く）開けた目は恍惚状態

を表わしている。 

d.勇介の口もとに口元に薄い（＊厚い）笑いが浮かんだ。 

 

例 7-5 のように、意味拡張する場合に、背景知識の異なる部分が活性化されると異なる

拡張的意味になる。例えば、a の「窓」は少し開けた際に、窓と窓枠の間に隙間を形成す

る。「細」が使用できるのは「直径はゼロになってもいい」という条件があるため、即ち

「細長い」という特徴を確保できれば直径があるかどうかを問わず「細」が使用できる。

それに対して、「太」の背景知識には「直径が大きくても中心線より短い」という条件が

あり、窓を大きく開ける場合にはこの条件が当てはまらないため、「細」と対応する表現

として用いられない。また、b の「炎」は「気体、または液体や固体からの蒸気が燃焼し

高温となって光を発している部分」（『大辞林第 3 版』）であり、見た目では細長い特徴が

も顕著である。上述の背景知識の条件を参照して「細」は使用できるが、炎が強くなる

とその形を確保できない（強くなっても必ずしも柱体の形が確保できない）ため「太」は

使用できない。有標・無標で説明することができないことはないが、前述ように、有標・

無標は本来主観的言語表現につけたマークであるため、場合によって反転することがある。

背景知識の活性化の部分は客観的であるため、その非対称性の要因を説明することに適切

な方法であると考える。 

一方、「大・小」・〈大・小〉は他の 2 組と異なり、それを認識する際に基づく背景知識
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は対称的であると言える（表 7-6 を参照）。「厚・薄」・〈厚・薄〉のプロトタイプ的意味を

成立させる背景知識から見ると、「厚」と〈厚〉は四つの条件を同時に満たさなければな

らないのに対して、「薄」と〈薄〉は表 7-5 の①、②を満たせば成立できるということが

分かる。そのため、「厚・薄」・〈厚・薄〉の非対称性はより顕著であると言える。また、

「大・小」・〈大・小〉のプロとタイプ的意味を成立させる背景知識は同じであるため、拡

張的意味もほぼ対称的であることは考えられる。 

 

表 7- 6「大・小」・〈大・小〉という概念を成立させる背景知識 

大 小 

①三次元的な物体 ①三次元的な物体 

②三つの次元の大きさはほぼ同様である ②三つの次元の大きさはほぼ同様である 

③三つの次元は無限に伸びることができる ③三つの次元は無限に縮むことができる 

 

しかし、「大・小」・〈大・小〉にも非対称性が全くないとは言い切れず、その非対称性

の要因に関しては次のように考えられる。 

 

②内在化された自然法則に違反する可能性があるため。 

 

例 7-6  

a. ねえ、悠太ちゃん、大きくなったらお医者様になって、この病院を継いでおくれ（略） 

b. まず、いつぐらいから夢を見るかですが―小さい頃からだそうです。 

 c. 村上人也曾劝翠花她爹想法替她物色个城里女婿，可姑娘大了由不着父亲，……（村

の人も翠花の父親にどうにか町の出身の旦那を物色させていたが、娘が大きくなった

ら父親のいうことは聞かない。） 

  d. 吃饭时妈妈说：“肖潇小时候喜欢写诗。”（食事の時に、母が言った。「肖瀟が小さい

頃、詩を作ることが好きだった。」） 

 

人間を含め、動物と植物という生命体は生まれて、成長して、老衰して、死亡して、

また生まれるという順で循環している（図 7-5 を参照）。 
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図 7- 5 循環している自然界 

 

言い換えれば、自然界における存在物は始まりと終わりがない。しかし、我々にとっ

て、自然世界は一定の法則に従っている。言い換えれば、個々の物事は始まりと終わり

があり、一方向性的であると考えられるため、主観的に自然界に規則付けをしている（図

7-6 を参照する）。 

 

生まれる（小さい） 
↓ 

成長する（大きくなる） 
↓ 

成熟する 
↓ 

老化する（小さくなる） 
↓ 

亡くなる 
↓ 

生まれる（小さい） 

図 7- 6 内在化された自然法則に従う循環 

 

そのため、言語表現から見ると、「成長する」という段階のみ「大きくなったら」とい

う表現が用いられ、「老化する」という段階で「小さくなる」という特徴も含まれている

かもしれないが、「小さくなる」に焦点を当てることはない。我々にとっては、「小さく

なる」ということは自然法則に違反しているように見える。したがって、「成長する」と

いう抽象概念を理解するために、それと密接している特徴、すなわち、形状の変化を参

照点とする場合が多い。そこで、「成長したら」という意味を表す際に、例 7-6a のよう

に「大きくなったら」という形状の変化を表す言語表現が使用できる。一方、「小さくな

る」という言語表現は自然法則に違反するため存在しないと考えることができる。 

また、成長する前の段階は形状の面から見ると「小」という特徴が も顕現的であるた

め、「幼い頃」を表す際に「小さい頃」が用いられることが一般的である。しかし、成長

老化する 

（小さくなる） 

亡くなる 生まれる 

（小さい）

成熟する 

成長する 

（大きくなる） 
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した後の段階を表す際に、「大きい時」という表現は使用できない。成長した後、老化す

る段階も含め、必ずしも「大」という特徴が付いているとは言えない。むしろ老化すると、

形状の面は「小」に向かうと言えよう（植物が枯れた際には縮む点や、人間が年を取ると

身体も小さくなるなど）。そこで、成人になった後、必ずしも大きくならないのと老化の

段階では逆に小さくなるという自然法則に食い違う場合があるため、成長した後の段階を

「大きい頃」とは言わない。 

 

③表される概念（概念カテゴリー）の内部構造に関わるため。 

辻（2003：99）が挙げた「段階性がないカテゴリー」、例えば、「アメリカの上院議員」

というカテゴリーは、「人は上院議員であるか、それとも上院議員でないかのどちらかで

しかありえない」と説明されている（図7-7を参照） 

 

「アメリカの上院議員」のカテゴリー 

議員でない人（メンバーではない）／議員である人（メンバー） 

図 7- 7 段階性のないカテゴリー 

 

段階性のないカテゴリーのメンバーであるかどうかは是非の判断でできる。いわゆる境

界線が明白である。 

また、「裕福な人」、「背が高い人」というカテゴリーは「段階性があるカテゴリー」

であると辻（2003：99）は指摘している。「裕福さ」や「背の高さ」は程度があるため、

是非の判断ができない場合もあり、境界線が曖昧である（図7-8を参照）。 

 

「裕福な人」のカテゴリー 

裕福でない人→やや裕福な人→裕福な人→とても裕福な人 

（メンバーではない）…（メンバーであるが、典型性の度合いが異なる） 

図 7- 8 段階性のあるカテゴリー 

 

このことから分かるように、「アメリカの上院議員のカテゴリー」と「裕福な人のカテ

ゴリー」の根本的な相違点はメンバーの連続性の有無というところにある。段階性のない

カテゴリーにはメンバーの連続性がないが、段階性があるカテゴリーにはメンバーでない

項目からメンバーである項目まで一貫し、区切られるところは文化や慣習によって変動す

る場合もある。この二つのカテゴリーに基づき、次元形容詞の非対称性は修飾物の性質（カ

テゴリーの段階性）によって説明できる。 
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まず、以下の例では、「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の対称的な言語表現をみていく。 

 

例7-7 

a.「それじゃあ、おまえはなにしにきたんじゃ？」おじいちゃんのふとい声が、つめた

くひびいた。 

b.なぜ、あんなに消極的というか弱弱しいか細い声で言っているのですか？ 

c.人に対する愛情、好意、同情心がたいへん厚く、誠意のある人です。 

d.上の子ばかり中心にすると、下の子への愛情が薄くなる気がするからです。 

e.「ちょっと静かにしていたいんだ」杉本は大きな溜め息を吐いた。 

f.ほっといたら大変なことになるんじゃないですかね」オルテガが小さくため息をつい

た。 

 

例7-7はそれぞれ「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の対称的な表現である。「声の太さ」、

「愛情の多さ」、「ため息の大きさ」というカテゴリーはすべて段階性のあるカテゴリーで

ある。言い換えれば、「声」、「愛情」と「ため息」はマイナス方向に向かうのとプラス方

向に向かうことができる。そのため、例7-7a、b、c、d、e、fにおける「声」、「愛情」と「た

め息」は「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の両方とも用いられる。 

次に、非対称的な表現を見ることにする。 

 

例7-8 

a.面倒さからは、いっさい頰かぶりで逃げていようとする、君のふとい（＊細い）量見

がわるがしこく働いて、その通りいつも君を事なく庇い通してきた。 

b.とはいえ４分という時間に「便利だ」「ありがたい」という実感は薄い（＊厚い）。 

c.一緒に来た男についての店員の証言の信憑性は薄い（＊厚い）。 

d.你甭拿大（＊小）话吓人！（大げさな話で騙すな！） 

e.やたらと態度が大きく（＊小さく）、ファミレスの店長だった頃の自慢話ばかりする

ので仲間から嫌われている。 

 

例7-8のいずれも「太・細」、「厚・薄」、「大・小」、〈大・小〉、〈厚・薄〉の一方しか用

いられない例文である。「了見」、「実感」、「信憑性」、「话（話）」、「態度」はすべて段階性

のないカテゴリーと言えよう。検証の仕方は次の文型に入れられるかどうかによって判断

できる。 
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A型：「～があるかどうか」 

B型：「～の大きさ／厚さ／太さはどれぐらいあるか」 

 

「量見」、「実感」、「信憑性」、「話」、「话（話）」、「態度」はB型に入れるより、A型に入

れる方が自然である。A型は是非の判断をする文型であり、B型は程度の大きさを問う文

型だからである。そうすると、「了見」、「実感」、「信憑性」、「話」、「態度」はすべて是非

の判断ができるカテゴリー、即ち段階性のないカテゴリーである。「了見」、「実感」、「信

憑性」、「話」、「態度」という概念カテゴリーは次のような構造が見られる（態度のカテゴ

リーを例として挙げる）。 

 

態度の程度 

態度がない（メンバーではない）／ 態度がある（メンバー） 

図 7- 9 段階性がないカテゴリー「態度の程度」 

 

段階性があるカテゴリーである「本の厚さ」というカテゴリーは図7-10によって解釈で

きる。「本の厚さ」というカテゴリー自体はその本は一定の厚さを持つという意味を含ん

でいる。 

 

                 本の厚さ（ゼロと 大値の中間値） 

 

薄                              標準値                                 厚   

図 7- 10 段階性があるカテゴリー「本の厚さ」 

 

それに対して、「了見」、「話」、「態度」、「実感」、「信憑性」は「あるかないか」しか言

えないため、「存在しない」から「存在する」になる、または「存在していた」から「な

くなった」になるという変化しかできない。そのため、図 7-11 のように、「態度」の標準

値をゼロとして設定しなければならない。 

 

態度（ゼロから） 

 

標準値                                     

ゼロ                                                              大  

図 7- 11 段階性がないカテゴリー「態度の程度」 
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また、何（2005）は「作家」、「スポークスマン」、「ナース］などの語は無標な表現で

あり、それらの表現の前に「女」をつけると、有標な表現になると述べている。言い換え

れば、「作家」、「スポークスマン」、「ナース」という語は性別をすでに含んでいる。上述

の「了見」、「話」、「態度」、「実感」、「信憑性」という表現も同じように、それぞれ三次元

形容詞の一方をすでに含んでいるため、用いることができない。しかし、ここは有標・無

標による現象としては取り扱わず、言語表現の段階性の有無による現象であると主張した

い。段階性がある概念（たとえば、「本」という概念）は必ず「存在する」59という前提

がある。その前提を踏まえた上で、段階性があるか否かを言うことができるようになる

（「本の厚さはどれぐらいあるか」など）。それに対して、段階性のない概念（カテゴリー）

「了見」、「話」、「態度」、「実感」、「信憑性」などはその前提がない。なぜなら、これらの

概念には「プラス的」と「マイナス的」のどちらかがすでに含まれている。例文から分か

るように、「ある」という意味の方がすでに含まれており（「実感」、「信憑性」は「プラス

的」の意味をすでに含んでいる）、その反対側の意味を表す三次元形容詞しか用いられな

くなる（「細」、「薄」、「小」しか用いられる）。 

 

7.4 次元形容詞の相互補完性 

これまで、日中両言語における三次元形容詞「太・細」、「厚・薄」、「大・小」の非対称

的言語表現およびそれが生じる要因を分析したが、非対称性の存在は言語表現に多く見ら

れる現象であるため、どのような機能が働いているかを分析する必要がある。 

語彙レベルにおける対称的な表現は言うまでもなく同じ上位概念に基づいて生じた言

語表現である（図 7-12 の側面⑥を参照）が、非対称的な言語表現が同じ上位概念によっ

て成り立っていることも多く見られる（例 7-9）。 

 

例 7-9 

a.「話を 後までききなさい」戸田が強い口調で制した。体は小さいが、声は大きく太

かった。 

b.母様のほそく、ふるえる声を聞いたとたん、ポンちゃんの目には涙がいっぱいあふれ

てきました。 

c.利又厚（利益が多い） 

                                                  
59 何（2005）は「当询问物体维度的大小时必须有一个明确的预设，即所问的物体是存在的（物体の次元

を問う場合に、一つの前提がある。それはその物体が存在しているという前提である。）」と述べている。

段階性がある語にもその前提が含まれていると考える。 
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d.礼“薄”了（贈り物が少ない） 

e.空気の密度よりも大きい。 

f.噴煙が大気の密度より小さくなれば，噴煙は浮力によって大気中を上昇する。 

 

例 7-9 の各例文における三次元形容詞は二つずつ（a と b、c と d、e と f）対称的であり、

概念レベルから見ると、［音量が豊かであることは太、音量が少ないことは細］、［利益や

恩恵が多いことは厚、利益や恩恵が少ないことは薄］、［密度が大きいことは大、密度が小

さいことは小］という下位概念メタファーによって成り立った表現である。これらの下位

概念メタファーはさらに上位概念メタファーによって統一することができる。[音量が豊

かであることは太、音量が少ないことは細]と［利益や恩恵が多いことは厚、利益や恩恵

が少ないことは薄］を量が多いことは+次元、量が少ないことは－次元という概念メタフ

ァーに、［密度が大きいことは大、密度が小さいことは小］という下位概念メタファーを

密度が大きいことは+次元、密度が小さいことは－次元という上位概念メタファーによっ

て統一することができる。 

また、次の例 7-10 の各例文は言語表現に非対称性が表れており、同じ概念メタファー

によって生み出された表現ともいえる。 

 

例 7-10 

a.多少疲れた里美は太くため息をついてドレッサーの前に座った 

b.やがて、小さな渓流に行き合った。凍りつくことなく、細い（＊太い）流れが山上か

ら続いている。 

c.文化や社会生活までアメリカ化してきているところに、大きな特徴がある。 

d.このような心的状態を打開するには、普通のカウンセリングでは効果が薄い。 

 

例 7-10 に挙げたように、b、c、d における次元形容詞はそれと対称している反対側の用

法がない。しかし、a と b、c と d は同じ概念メタファーから生み出された表現と言える。

なぜなら、a と b は量が多いのは太、量が少ないのは細によって成立し、c と d は程度・

度合が大きいことは大、程度・度合が小さいことは小によって成立している。また、こ

の二つの下位概念メタファーをさらに量が多いことは+次元、量が少ないことは－次元と

程度・度合が高いことは+次元、程度・度合が低いことは－次元という上位概念メタファ

ーに統一することができる。この二つの上位概念メタファーに、次のような下位分類が見

られる（5.3 節と 6.3 節を参照）。 
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量が多いことは+次元、量が少ないことは－次元 

［人数が多いことは厚、人数が少ないことは薄］ 

a.ウクライナは 4-5-1 で、特に右サイドに厚く人を配置し、日本のサイド攻撃を阻も

うとしていた。 

b. 攻撃面には厚く守備面には薄く兵力を配置した。 

 

［利益や恩恵が多いことは厚、利益や恩恵が少ないことは薄］ 

a.同時に厚く贈物をした。 

b.利幅の薄い小型車の大量生産で利益を確保するのが狙い。 

 

［成長したことは大、まだ成長していない段階は小］ 

a.大きくなったら（成長したら） 

b.小さいころから、他人と同じことを、できるだけ上手にこなすことだけを要求される。 

 

［規模や範囲が標準値以上であることは大、規模や範囲が標準値以下であることは小］ 

a.劇団の規模はかなりおおきかった。 

b.小さい派遣会社だと事務系派遣の時給はかなり安いです。 

 

程度・度合が高いことは+次元、程度・度合が低いことは－次元 

［傾向が明らかであることは大、傾向が不明確であることは小］ 

  a.ぐうぜんの一致なんかじゃない可能性のほうが、大きい。 

  b.現在の所その可能性は小さいように思われる。 

 

［重要であることは大、重要でないことは小］ 

a.明恵は「仏教史」のなかではあまり大きい位置は与えられていない。 

b.女の子ばかりのため、ぎんは世間から白い目で見られ、おもてを歩くにも、からだを

ちいさくしなければなりませんでした。 

 

そのため、図 7-12 のように、語彙レベルの非対称性は概念レベルで相互補完という機

能が働き、概念をより多くの面から表す役割を果たしていると考えられる。「程度」とい

う概念を例に図 7-12 の通り示すことができる。 
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図 7- 12「抽象的な程度」概念群のいくつかの側面 

 

これらの抽象概念を表す際、次元形容詞は「程度」のいくつかの側面しか反映できない。

例えば、程度という概念群は実際には「密度程度、感情程度、予測程度、効果程度、影響

程度、関係程度」などの下位概念の特徴を組み合わせた概念であると言える。これらの下

位概念を「側面」と名付けることにする。図 7-12 における側面①～⑤を見ると、次元形

容詞の相互補完性が分かる。側面①の「太」の対義語は「細」であるが、「度胸や胆力」

の度合いを表す場合、「小」によって補完されている。このように、非対称的表現は互い

に補完することによって、抽象概念領域のすべての特徴を重複することなく表すことがで

きるのである。すなわち、語彙レベルの非対称性は実際に概念レベルで同じものを表す他

の語彙によって過不足なく補完されているのである。 

また、中国語の次元形容詞にも同じ現象が存在しているが、日本語ほど強くない。中国

語の「程度」という概念を例に挙げると、図 7-13 のようになる。日本語と比べると、中

国語の三次元形容詞における相互補完性は弱い。その要因は中国語では抽象概念を表す合

成語やフレーズなどが多いため、次元形容詞の相互補完によって完備な概念を表出する必

要がないためではないかと考えられる。 

 

例 7－11 

a.在能量饲料中大麦含粗蛋白质比较多。（エネルギー餌にある大麦は粗タンパク質の含

有量が高い。）（＝例 4-22） 

b.第一，粗纤维不易消化，吸水量大，起到填充肠胃道的作用，（第一は、粗繊維は消化

しにくく、吸水量も大きいため、胃腸を詰める役割を果たしている。）（＝例 4-22） 

c.气虚形寒乏力，或有自汗、脉细。（寒がって気が弱まる。また自然発汗があり、脈が

細い。）（＝例 4-27） 

側面②「予測の程度」 
可能性が薄い 
可能性が大きい 

「程度・度合」 
概念群 

側面①「度胸の程度」 
肝玉が太い 
肝玉が小さい 

側面③「状態の程度」 
存在感が大きい 
影が薄い 

側面④「効果の程度」 
効果が薄い 
効果が大きい 

側面⑤「影響の程度」 
影響が大きい 
影響が小さい 

側面⑥… 
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図 7- 13 中国語の三次元形容詞の相互補完性 

 

図 7-12 と 7-13 から分かるように、三次元形容詞が互いに補完し合う場合に、１つの特

徴が見られる。それは補完し合うパターンはほぼ「大・小」、〈大・小〉が他の三次元形容

詞を補完するという特徴である。この特徴が生じる要因について、ゲシュタルト心理学が

主張している「人間は物事を全体として把握する傾向がある」ことに関わると考えられる。

我々は日常生活で知覚する存在物はほとんど三次元的である。しかし、これらの存在物は

必ずしも顕著な次元を持つわけでもない。むしろ、どの次元が顕著的であるか把握できな

い場合の方が多かろう。そのため、次元性が顕著的ではない三次元形容詞「大・小」、〈大・

小〉が多く適用されることは偶然ではない。言い換えれば、自然界が三次元的であるとい

う概念が我々が一次元・二次元の概念を理解する以前の段階で形成され、一次元・二次元

的なものは三次元的なものの構成部分として認識されると考えられる。我々は部分より、

全体の方が把握しやすいため、全体を表す語が幅広く適用されることは当然のことである。 

本章は日中両言語における三次元形容詞の語彙レベルの非対称性が概念レベルで同じ

概念メタファーによって成り立つことの要因を分析した。語彙レベルの非対称性は普遍性

を持ち、概念群を多面的に表出するために相互補完している特性があるとも言える。なぜ

かというと、非対称性の要因から分かるように、物体の形状という制限がたくさんあり、

必ずしも三次元形容詞の両方とも用いられるわけでもないからである。用いられない場合

は、他の三次元形容詞、または他の品詞などによって補完されなければならない。逆に言

えば、相互補完性によって概念群のバランスを保つことができる限り、次元形容詞の対に

ある非対称性は消えず、また、我々はそのバランスを求めるために言語を対称的に発展さ

せることもないと言える。 

 

 

側面③「態度の程度」 

小瞧（見下げる） 

抬举（引き立てる） 

「程度・度合」概念群

側面①「意気の程度」 

志气薄（気骨がない） 

志气大（気骨がある） 

側面②「純粋の程度」 

粗蛋白（粗タンパク質） 

真蛋白（タンパク質） 

側面④「状態の程度」 

薄暮（薄い闇） 

深夜（深夜） 

側面⑤「強さ」 

脉细（脈が弱い） 

脉强劲有力（脈が強い） 

側面⑥「影響の程度」 

影响大（影響が大きい） 

影响小（影響が小さい） 

側面⑦… 
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第八章 終論 

 

8.1 本研究のまとめ 

本研究は空間関係概念の一種である次元概念を表す三次元形容詞を中心に、日中両言語

における三次元形容詞「太・細」、「厚・薄」、「大・小」、〈粗・细〉、〈厚・薄〉、〈大・小〉

を対照とし、その語彙レベルと概念レベルの多義性をそれぞれ「概念メタファー

（Metaphor）」と「プロトタイプ・カテゴリー（Prototype Category）」という視点から分析

した。各三次元形容詞の意味拡張するプロセス、動機づけから見ると、空間関係概念を表

す意味から非空間関係概念を表す意味へ拡張し、また、各三次元形容詞の諸意味間はメタ

ファーリンクとメトニミーリンクによって関連付けられ、また、日本語ではメタファーリ

ンクによる意味拡張のプロセスが数多く見られるのに対し、中国語ではメトニミーリンク

による意味拡張のプロセスが多く見られる。さらに、各対の三次元形容詞には、日中両言

語とも非対称性が見られた。その中で、非対称性が も顕著に見られたのは日本語の「厚・

薄」である。分析結果からみると、「薄」の拡張的意味は「厚」よりはるかに上回ってお

り、「薄」の拡張的意味では 3 次拡張も多く見られた。それに対して、中国語における類

義語の〈厚・薄〉には非対称性も見られたが、日本語の「厚・薄」ほど顕著的ではなかっ

た。一方、日中両言語における「大・小」と〈大・小〉のいずれも、意味項目、意味拡張

のプロセスおよび動機づけから見るとより対称的であるということも明らかとなった。 

語彙レベルの多義性分析は、実際、三次元形容詞を意味カテゴリーとみなし、そのカテ

ゴリーにおける各意味の関係を分析することである。一方、概念レベルの多義性分析はこ

れらの三次元形容詞を全体として、それによって異なる概念群間にある写像関係を分析す

ることである。概念レベルでは、日中両言語の各対の三次元形容詞における非対称的な言

語表現は同じ次元付けのメタファーを介して成立したという現象が見られた。すなわち、

概念レベルでは、語群としての三次元形容詞は次の次元付けのメタファーを介して、次元

概念を「量」、「度合」、「質」、「状態」という抽象概念へ写像されたことが明らかになった。 

語彙レベルの非対称性と概念レベルでの対称性とどのように関連付けているかについ

ては、語彙レベルの非対称性の要因、働きに重点を置いて分析を行った。その結果は次の

通りである。 

①語彙レベルでは非対称的であるが、概念レベルではより対称的であること、つまり非

対称性は必ずしも概念上の差異によって生じるわけではないことを証明した。 

②背景知識（理想化認知モデル）に基づき、各対の三次元形容詞のプロトタイプ的意味

は一見、対称しているように見えるが、実際にそれを成り立たせる背景知識が異なるため、

異なる部分が活性化されると異なる拡張的意味が生じる。 
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③我々は主観的に自然界に規則付けをしている。規則づけられた規則は内在化した自然

法則という。意味拡張する際には、その内在化した自然法則に従うか否か、非対称的にな

る可能性もある。 

④次元形容詞によって修飾される語をカテゴリーと見なすと、段階性の有無と規定でく

る。表されている抽象概念の段階性がなければ、三次元形容詞を用いられる場合に、対の

中の一方しか用いられないことがあるため、即ち、非対称性が生じる。 

また、語彙レベルの非対称性の働きを概念レベルの統一性と併せて分析した。その結果

から、次の 2 点が示唆された。 

①三次元形容詞の概念レベルから見ると、非対称的な表現であるが同じ概念メタファー

によって成り立つ場合が多いため、非対称性は実際に概念を多面的に表出するために補完

しながら存在していると考えられる。 

②日本語の三次元形容詞の相互補完性は中国語より強い。要因として、中国語には抽象

概念を直接に表し出す表現が数多く存在し、三次元形容詞の非対称性は別の言語表現に補

完されたためと考えられる。 

 

8.2 今後の課題 

三次元形容詞の多義性分析によって、次元概念が空間関係概念の一種として、より基本

的なものであることが分かった。次元概念は「上・下」、「前・後」、「左・右」に反映され

た方向概念と共に、様々な非空間関係概念を理解する際に用いられる。また、語彙レベル

で見られた非対称性は実際に概念を多面的に表出するために必要不可欠な存在であると

いうことも明らかにされた。言語表現の非対称性はどの言語にも見られ、普遍性を持つも

のであるため、三次元形容詞だけでなく、一次元や二次元形容詞、さらに言語表現全体と

いう広い範囲で、概念体系のバランスを保つために非対称的な言語表現によって相互補完

しているか否かについて、今後の課題として分析していきたい。 
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付録 1 収集されたデータ（日本語の一部） 

 

前文脈 キー 後文脈 分類 語彙素

も三十六 「ニコル、愛してる、きみに会

えなくてとても寂しい」  太い 

オーストラリア訛りの声でフランク・ミラーが答え

た。「ああ、ジム、わたしも寂しいわ」 上院議員

ジェームズ・グレインジャーは耳障りな声で笑っ

た。彼らはスイミングプールの遠い外れのテー

ブルに坐って 音声 太い 

ていた。 「ばか」 うめくように、柿本が

いい、ほろ苦く笑って、立ちあがり、 

「なんでもない。この手紙はな、むかし

の、おれの友達からのものよ」といっ

た。 ふとい 

がやさしい声なのである。 「先生。何処へ？」 

「厠だ」といい、小廊下を出たとたんに柿本源七

郎が、 「あっ…」 恐ろしい叫びを発し、両手で

胸もとを 音声 太い 

まげて はたらいている男に、いいこえ

で よびかけた。 ―きよしさあん、おひ

るよォ…。 ムギのみのるころで 日ざし

は つよかったが、そんなことには びく

ともしない  ふとい 

こえが、ほおいと、すぐに はねかえってきた

…。 ふたりそろってみわたす ムギばたけは、

ほんとにいい こがねいろに ひろがる海だっ

た。ひろいはたけを ふたつあわせてみれば、

おとなの目 音声 太い 

７７）シングル・サイズ・ハムバッカー・タ

イプＤｉＭａｒｚｉｏＦＡＳＴ ＴＲＡＣＫ ２分類

上ここで紹介しているが２枚のブレード・

タイプのポールピースが印象的なシン

グル・サイズのハムバッカー。ハイパワ

ーで 太い 

サウンド。問：ディマジオジャパン（０3-５９８5-５

９７７）特殊磁気誘導シングル・タイプＳｅｙｍｏｕｒ 

ＤｕｎｃａｎＤＵＣＫＢＵＣＫＥＲ特殊構造のポール

ピースにより、強く弾くとハムバッカー、弱く弾くと

シングルコイルの 音声 太い 

満足じゃいけないし」（ＹＯＳＨＩＫＡ） デ

ビュー曲以降の一連の作品で魅せた、

姉・ＹＯＳＨＩＫＡの力強いリードに妹・ＴＳ

ＵＧＵＭＩのタイトなラップ、そして、姉妹

ならではのハーモニーに、シンプルなが

らもブッ 太い 

サウンド・プロダクション。それは多くのＲ＆Ｂ、ヒ

ップホップ・ファンを唸らせつつも、もっと広義に

“グッド・ミュージック”をアピールしうるものであ

り、そのフォーマットに固執しないポップスとして

の機能 音声 太い 

またアル・ディメオラ・サウンドを特徴付

けているね。トグル・スイッチをセンター

にすると、２つのピックアップのサウンド

がブレンドされて、より太くなるから好き

なんだ。特に、速く弾く時には次々と 太い 

サウンドでノートが飛び出して来るようじゃないと

イヤなんでね。― あなたぐらいアンプのヴォリ

ュームを上げた状態で、２つのピックアップをブ

レンドした時、特有のスウィート＆ブライトなニュ

アンスを出す秘訣 音声 太い 

ほしがる人が多いのに現在まで残って

いる数が少ない。だから稀少価値がつ

いて高くなってしまうんだね。確かに昔

の楽器は手作業が多い分、作りも丁寧

で、音も 太い 

し、いわゆるジャズ！って感じの音はするけど、

現在の楽器だって負けてない。だからみんなも

そこにとらわれずに楽器を選んでほしい。…しか

しセルマーのマーク６教の信者は多い。 音声 太い 

忘れず、こんなささやかな、おさらい会

にも来て下さるのだということであった。 

私もたてをひいて頂いたことが二、三度

はあったかも知れない。ひく音が 太く 

しかもやわらかく正確であった。声は皆がいい

お声だというが私にはあまり感心出来なかっ

た。それに「ヤーッ」とかけ声をかけられる時白

眼をむかれるのが子供の私には 音声 太い 

どんどん太くしていけば、出力はどんど

ん上がる方向に変化し、そして十分な

太さ以上になってからはパワーの変化

がなくなる。必要以上に径を太くしても

パワーダウンすることはないが、 太く 

しすぎると今度は音量がどんどん大きくなる。 

新車種のマフラーを製作する際には、まず十分

すぎる抜けのマフラーで出せる出力を見極め、

出力をキープしながら音量を絞れるところを探っ

ていく。マフラー 音声 太い 

…影法師の、その背中に摑まって、坊

主を揉んでるのが華奢らしい島田髷

で、この影は、濃く映った。 火燧々々、

と女どもが云う内に、（えへん）と咳を 太く 

して、大な手で、灰吹を持上げたのが見えて、

離れて煙管が映る。―もう一倍、その時図体が

拡がったのは、袖を開いたらしい。此奴、寝ん寝

子の広袖を着ている 音声 太い 

うん、遅くなった…」 「失礼します」泣き

やんだ少年が、箒を銃のように脇に立

て、かかとを合わせた。 「君は…」 

「斥候の《イ》号です」  太い 

しゃがれ声と一緒に、別の人影が昆虫屋の背後

に立つ。空間のなかにぽっかり人間の形にあい

た空洞のような老人。老人といってもまだ六十

代だ。肩幅が広く、背筋もしゃんと 音声 太い 

で使うことになっていた機械を東和銀行

にまわす」 「待ってください。それじゃ」 

「話を 後までききなさい」 戸田が強い

口調で制した。体は小さいが、声は大き

く 太かっ 

た。 「機械をまわすと、当然葵電機のほうの納

期が間に合わなくなる。そこでだ」 戸田が息継

ぎをした。私は僅かながら身を乗り出した。納期

の問題を認識している 音声 太い 
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声が 太く 

てお馴染みのなちゅさんですが・・・やっぱりホン

トに太いみたいで・・・今日（昨日？）役員のリー

ダーさんから運動会の事で電話を頂いたの・・・

携帯だから、発信元 音声 太い 

南浦のひとだった。鎮南浦のひとだとい

うことは後に彼から聞いたが、平安道側

のひとであることは雰囲気ですぐわかっ

た。運動選手みたいにがっちりした体格

に、声も 太く 

てきぱきして、平安道のひと特有の活発な点が

はっきり目立った。八重歯が一本あったが、そ

れもこのひとには妙に似合って、図体に比べて

とてもユーモラスに見えた。 注文津 音声 太い 

届いているのはディストーションではなく

てサステインなんだよ。僕は自分のサ

ウンドの特徴を厚く太いサステインにあ

ると考えているんだ。普段使っているマ

ーシャルならひとつひとつの音がとって

も 太く 

て厚くなる。要するに君の言うディストーションの

効いた音になるということだけど…。― あなた

のギター・サウンドを聴いていると常にトグル・ス

イッチがセンター、つまりフロントとリアのピック

アップを 音声 太い 

 ａ ｌ’Ａｍｂａｓｓａｄｅｕｒｓ）（ドゥガ全作品

三億六千五百四十一万千四百十三）は

みなそうだ。またある時は、コントラバス

のかわりに、木管楽器群の中でいちば

ん低音をうけもつ、 太く 

て大きな丸太棒みたいなファゴットが何本も上に

向ってのび上るように乱立（？）している《悪魔の

ロベールのバレー》（Ｌｅ Ｂａｌｌｅｔ ｄｅ Ｒｏｂｅｒｔ ｌ

ｅ Ｄｉａｂｌｅ）（ドゥガ全作品 音声 太い 

していて、人をいつも疑っているような

鋭い目つきと、厳しい口もとの持ち主

だ。父の持つカリスマ的資質はみじんも

ない。顕著な特徴といえば、宣告を下す

には 適の、 太く 

て低い、よく通る声ぐらいである。 タイラー・スタ

ンフォードは口数が少なく、自分の考えをあまり

人に話さなかった。四十歳だが、年よりもずっと

老けて見えた。彼はユーモアのセンスの 音声 太い 

を上げると同時に、剣を抜いて追い払

おうとした。だが、足がもつれて尻もちを

ついた。 「なぜ人間はそんなふうに、

ぼくを怖がるんですか？」 太鼓のよう

に 太く 

て低く重々しい声を響かせて相手は言った。毛

房のついた耳が激しく動く。今度は悲しげな声で

つづけた。 「われわれのことを覚えている人間

はもうほとんどいませんね。 音声 太い 

と、ジンジャー・ビールをちびちび飲み、

コーリーの逢引のことを考えながらしば

らくすわっていた。彼は想像力をめぐら

し、あの一組の恋人たちがどこか暗い

道を歩いて行く姿を思い描いた。 太く 

て力強い口調で言い寄るコーリーの声が聞こ

え、若い娘のニタリとした顔の口もとがふたたび

見えた。この光景は彼に自分の財布や気力の

乏しさを痛切に意識させた。街をうろつい 音声 太い 

たといった感じだ。おそらく高校教師か

未婚婦人か、麻薬中毒か女性重役にな

ると心配していたのだろう。あるいはな

にか衝撃的な肉体的変化を受けて、筋

肉がついたり声が 太く 

なったり、コケが生えたりするのではないかと思

っていたのだろう。お茶を飲みながら心配そうに

話し合っている姿を描くことができる。しかしい

ま、賛意を示すその人たちの目 音声 太い 

が、そんなこととは知らず柴刈りから戻

ってきてロバを見た時、ロバの様子はい

つもと同じだった、ただロバの耳がピン

と立って、前よりも少し長くなり、声が 太く 

なって、しかも時々ものすごい声でなくようにな

った…、という結びを読んだ時、思わずクスクス

と笑ってしまいました。 こういう民話を読むと、

一体おれはこの話中のどの動物 音声 太い 

てみました。張子のトラが来た時、弱い

自分でも、追い払えるだろうか。トラの

手先のオオカミをやっつける事ができる

だろうか…何のかわりもないが、耳が少

し長くなり、声が 太く 

なって、時々はすごい声でうなるようになった

ら、さぞかしいい気もちいいだろうと思うと、急に

おかしくなって、忍び笑いをしてしまったのです。 

日本には、ロバやラバはめったにい 音声 太い 

れたとき、飛びこみを決意したのもここ

だった。コッペパンの給食が始まると、

ジュラルミンのコップや、脱脂ミルクの

やかんを持ちこんでここで食べることも

あった。 ヒデヨシのきんきんひびく声が ふとく 

なっていく。 「その声、どうしたんや」 シンノス

ケが心配すると、そばからデボが知ったかぶり

な顔をして言った。 「あれは声変わりや。ヒデヨ

シはもうあそこにドジョウの 音声 太い 

まで気持ちいいんだよね。山崎 酸欠に

なる、ちょっと手前ぐらい。Ｊｅｓｓｅ 俺、

いっつもなってる（笑）。すごい簡単なこ

とだけど、気づくのに相当時間かかった

ね、俺。喉も 太く 

なってきてるし。山崎 首が太いね。Ｊｅｓｓｅ そ

う、首が顔の大きさと合わないんだよね、俺

（笑）。だから四十二本とかツアーやっちゃうと鍛

えられるよ 音声 太い 

のですか？」 「はい。こんなの初めて

です」 みさきは答えながら、自分でも

割り箸に挑戦してみた。しかし、力が入

り過ぎたのか、上手く真中から割れず

に、片方だけ 太く 

なってしまう。 「何だか上手く行きませんね」 

不格好な自分の箸を見つめるみさきの姿に、五

十鈴はつい吹き出してしまう。みさきは小さく肩

を竦めると、箸を右手に持ち直した 音声 太い 

上院議員は３日夜、次の党員集会（今

月７日）の舞台となるワシントン州シアト

ルで勝利宣言を行った。 「十一月には

ジョージ・ブッシュを倒すぞ」。数週間の 太く 

なり、貫禄すら漂わせ始めたケリー氏の声に、

集まった支持者は歓声を上げた。 ケリー氏は

「（ブッシュ大統領は）国をまとめるどころか、分

裂させた。長期化した海外 音声 太い 
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うちに 

猛獣たちは、ふつうの人間と変わらない

ように見えます。ほんもののロバ君は見

当たりませんが、やはり、みたところふ

つうの人間のようですが、ピンと立った

耳が少し長くなり、声が 太く 

なり、時々ものすごいうなり声を出す人たちも、

猛獣たち以上におおぜい歩いています。トラや

オオカミは、耳の長くなったロバたちを、少し気

味が悪いと思い始めているようです… とにかく

わたくし 音声 太い 

ようだ。ジャズやフュージョン、ポピュラ

ーといったジャンルでは開きの広いマウ

スピース（７、８番）に２〜３番のリードと

いう人が多い。マウスピースの開きを広

くすると音量が大きくなり音色も 太く 

なるが、音程のコントロールが難しくなる。逆に

狭くすると音量も少なくなり音色も細くなるが音

程のコントロールがやりやすい。そしてそれぞれ

のマウスピースにどれくらいの厚さのリードを付

けるかということは 音声 太い 

思うのですが、そうですか？ＡＤ： その

通り。それもまたアル・ディメオラ・サウ

ンドを特徴付けているね。トグル・スイッ

チをセンターにすると、２つのピックアッ

プのサウンドがブレンドされて、より 太く 

なるから好きなんだ。特に、速く弾く時には次々

と太いサウンドでノートが飛び出して来るようじ

ゃないとイヤなんでね。― あなたぐらいアンプ

のヴォリュームを上げた状態で、２つの 音声 太い 

音色も薄っぺらいサウンドになりがち

…。しっかりした音が出せるようになっ

たら少しずつ厚くしていこう（３、３２分１

やミディアム、ミディアムハード）。慣れ

るまで音が少し出しづらくなるけど音色

も 太く 

なるゾ！○豆知識：マウスピースとリードのセッ

ティングについて 付属のマウスピースは４番前

後（セルマーならＣ、Ｃ☆など）が多いため、リー

ドは３２分１くらいに落ち着くパターンが多いよう 音声 太い 

溶け込ませればいいのか。かなり難し

い問題だった。 結局、バイオリンのボ

ディの中にマイクを突っ込んで音を作っ

ていったのだけれど、それだけでは説

得力のある音にならない。なかなか 太い 

音にならないのだ。いまの音を作るまでには、ス

タッフのアドバイスもいろいろ受けたし、いろいろ

な機材も使ってみた。そうやって試行錯誤しなが

ら、ようやく「葉加瀬太郎の音」 音声 太い 

まゆ：えっ！？ 呼吸法ってただ息を吸

って吐けばいいんじゃないんです

か！？ゆう：うん。楽に息を吸って吐くと

いうことは大事なんだけど、真っ直ぐな

息で 太い 

音を出すにはコツがあるんだ。それは腹式呼吸

っていうんだけど、僕らが日常生活の中でも違

和感なく使っていることで、コツさえ飲み込めば

すぐにできるようになるよ 音声 太い 

しそうです。テンション感はやや硬めか

な？ＧＨＳはお勧めブランドです。まず

はブーマー。これはパワフルな音でギブ

ソンの楽器にはベストマッチです。次に

ニッケルロッカーズ、これはストラトに張

って ぶっとい 

音を出すのに 高。共にテンション感は硬め。Ｓ

ＩＴはダダリオのブライトさを抜いた感じ。チュー

ニングの安定はピカイチですが４弦が切れやす

い気がします。テンション感は普通。 音声 太い 

のそばへと寄り、 「ははは…たいした

“百面化”だわ」 それまでのおとなしい

顔つきを剝がして落とすように、自嘲の

顔色になった。 目抜き通りを練り歩く

戯苑の役者だろうか、 太い 

歌声がこのあたりまで夕風に乗って聴こえてく

る。 「あれより梧林のほうが、ずうっと上手」 

耳を傾け、そうつぶやいたあとに、打ち消すよう

に首を横に振る。 ふたたび歩きだそう 音声 太い 

わ。私たちの」 ジーンズを穿いた妻の

ほうが答えた。 「いつからですの？」 

麻沙子は微笑みつつ訊いた。 「この子

が生まれる前から」 こんどは夫のほう

が 太い 

澄んだ声で言った。 ふたりは、シートベルト着

用のランプが灯ったのを見て、自分たちがスウ

ェーデン人であることを訛りの強いドイツ語で早

口に麻沙子に教え、席に戻って行っ 音声 太い 

。「兄さんは、僕が天才で、幸せなのを

妬んでるんだ。だから、あんなひどいこ

とを…」 突然、聖人の顔が冷ややかな

表情になった。 「当り前だろう」と、 太い 

声、違う口調で言った。「お前一人がどうしてい

い思いをするんだ。俺は、捨てられたばっかり

に、一生貧乏くじなのに。なあ、母さん」 涼子が

泣き出した。 音声 太い 

 身の丈一メートル八十二センチの巨

体が、小出ディレクターの先導で小さな

部屋の入り口から身をかがめるように

私たちの部屋に入って来た。まっ白なあ

ごひげ。おだやかな目。歯ぎれの良い

語り口。大きく 太い 

声。なるほど、この人なら一声かければ世界中

の科学者が馳せ参じるに違いない。私たちは尊

敬のまなざしを向ける一方、キャスターとしての

能力評価を値ぶみせずにはいられなかった。前

後編 音声 太い 

って。やきとり屋さんをはじめるときに

も、ずいぶん反対されたんだから、きて

はもらえないだろうって。」 「それじゃ

あ、おまえはなにしにきたんじゃ？」 お

じいちゃんの ふとい 

声が、つめたくひびいた。 汗がすうっとひいて

いった。 なにしにきたって…。 そんなこと、わ

かりきってるじゃないの。 おじいちゃんは、パパ

のお父さんでしょ。お 音声 太い 

 「ああ、俺。今日は滝子が仕事の邪魔

をしたみたいだね」 高秋がどう答え、ど 太い 

声が、ときおり語尾を悪戯っぽくはね上げながら

続いた。勇が一方的に喋り、高秋がそれに答え 音声 太い 
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ういう会話を繋げているのか、滝子には

わからなかった。 勇の普段と変わらぬ 

ているようだった。 彼女というのは、あなたのこ

とだ、のひと声が、不意の突風 

ぬように》 「…いったいぜんたい、なん

であいつらは、こうも間抜けなんだ？お

れがこのホテルの長年の客だというの

に、いつになったら…」 上の階から突

然、 太い 

声が、開け放した窓を通って聞こえてきた。 ス

ウィート四百二十五号室では、武器商人のＪ・Ｌ・

スミスがルームサービスのボーイに大声で苦情

を告げていた。 「… 音声 太い 

られない。 章子は熱い涙が自分の身

体中に動きゆらめくのを感じた。 「おい

おい、あぶない、此方へ寄ってなさい」 

この言葉の次に何かまた加えられて、

畑中氏の 太い 

声が、章子の後ろに起きた。 門の前の道路

で、畑中氏の男の子達が三輪車に乗って遊ん

でいた。 その子供達も、章子にとってはかつて

小さいお友達 音声 太い 

がひいて、その男の全身が、力王山の

前にあらわになった。 「いいねえ」 太

い男は、拍手をしながら言った。 「い

や、実にいいねえ」 太い男の、 太い 

声が、静まりかえった控室に響いた。 わずかな

沈黙があった。 「何がいいんだい？」 力王山

が、低い声で訊いた。 「あんたがだよ」 無頓着

な顔 音声 太い 

彼を見るとやはり胸が痛む。 静かにな

ったのを幸い、キャサリンは自分の部屋

に戻ってベッドに体を伸ばした。どうや

らそのとたんに眠り込んでしまったらし

い。ふと気がつくと、 太い 

声がいらいらした様子でキャット、キャットと呼ん

でいる。彼女は起き上がり、顔にかかっている

髪をかき上げて時計を見た。あれから二時間近

くたっていた。ルールが呼んでいるのも 音声 太い 

重夫も笑いながらうけ合うように大きくう

なずいた。いや、声を大きくして「アッ

パ、おいしいのができますか」と母親の

問いをそのまま台所のなかへ伝えた。

「できる」と父親の低い 太い 

声がうけ合うように扉のなかから聞こえて来た。 

その「できる」からかっきり十分経って、台所の

扉がなかから開かれ、父親が顔を出して、「でき

た」とまた低い、 音声 太い 

」 きれいな黄色のポンちゃんの顔は、

涙と鼻水でまっくろになってしまいまし

た。 「そんなに泣くのはおやめ、キツネ

の子よ」 とつぜん、頭の上からホルン

のような 太い 

声がしたので、ポンちゃんはびっくりして、キョロ

キョロしました。 「わたしだよ」 顔を上げると、

カシの木が大きな腕をやさしくひろげながら、こ

ちらを見ていました。 音声 太い 

もいいものだ。 ホールの入口でプログ

ラムを渡されてはいたが、ジェニファー

は、友人たちとの会話に夢中になって

いて催しの内容について何も知らなか

った。 男性の 太い 

声がスピーカーから会場中に響き渡った。 「皆

さん、ご静粛に願います。どうぞご自分の席にお

座り下さい。本日の催しのプログラムを開始い

たします。どうぞ、ご着席下さい！」  音声 太い 

よろいが立っていたではありませんか。 

「明智小五郎に電話をかけたな。明智

をよぼうというのか。そうはさせない

ぞ。」 鉄仮面のすきまから、しわがれ

た、 ふとい 

声がもれてきました。 有馬さんは、あまりのこと

に、ぼうぜんと立ちすくんだまま、ものをいう力も

ありません。 鉄仮面は、ツカツカと有馬さんの

そばによってきました 音声 太い 

あるいは「唄わないで語る」。その違い

もわかりませんでしたし、先生も手取り

足取りというふうには教えてくださらな

い。 ですから、毎日鏡の前に座り、どう

したら先生のような 太い 

声が出るんだろうかと、キーキー、キーキー、鶏

の首を締めるような声を出していましたら母が、

「あなたの声は、やっぱり、長唄とか小唄にむい

ているのだからそんなに 音声 太い 

半分は不貞腐れている。 「ねえ、聞い

て聞いて。あたしなら空を泳いでいるピ

アノを見たことがあるわ」 左右の者を

制するように、赤いマフラーの女の子が

言った。低い、 太い 

声が続いた。 「テレビや映画の話ならよせよ」 

「違う。あたしはねえ、おばあちゃんのうちの二

階の窓から、ちゃあんとこの目で見てたんだか

ら」 今度は 音声 太い 

前部シートの背中に掛かっている自動

車電話に手を伸ばした。 彼女の白い

指先が、受話器に付いているダイヤル・

ボタンを叩いた。 発信音が鳴るか鳴ら

ないうちに、男らしい 太い 

声が電話口に出た。 黒木の声である。 「高浜

です。第一段階、計画どおり終了しました」 「死

者は出たのか」 「ええ、すこし…」 「で 音声 太い 

、引き戸に手をかけた。古びた木組み

の建てつけがガタガタと音たてた。コツ

がある。この年代物の格子戸を開けら

れるのは、僕以外いない。 戸口が半

分ほど開いたとき、 太い 

声が届いてきた。むかしうんざりするほど聞きな

れた声だった。 「やっぱりいたな」 すっかり戸

が開くと、やはり雨が降っていた。霧みたいな小

糠雨。それが音たて 音声 太い 

が、立夏子の無実を証明する唯一の道

ではないか？ 反射的に立夏子も突進

した。小柄な刑事の脇を突き抜け、滝井

のあとを追おうとした。 「待てっ！」  太い 

声が背後に迫り、次には足を掛けられたのか、

立夏子はコンクリートの上に激しく倒れて手をつ

いた。 その騒ぎで雪乃と岩田がさっと振向い

た。いや―コートの衿に 音声 太い 
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はいい加減な返事をしながら、これ以

上は何も聞き出せないと諦めた。本当

に知らないようだ。葉山は立ち上がり、

黙って背中を向けた。「おい、もう帰るの

か」 ＪＤの 太い 

声が飛ぶ。「情報がないなら帰る。うるさいところ

は嫌いだ」「ゲンキンな奴だな」「冷静なだけさ」 

無邪気な笑い声が聞こえた。「おい、あの娘の

喉を試したくなったら 音声 太い 

が見えた。火縄の匂いがした。利家は、

鉄砲隊に撃つなと命じた。 まつが合掌

しながら、老婆と何かしゃべっている。 

「私にお任せ下さりませ」 まつの 太い 

声が聞こえた。老婆やそばの少女が、まつにす

がって泣くのが見えた。 雪が利家の顔を叩い

た。 ―まつが来てくれた…。 念仏の中で合掌

するまつ 音声 太い 

た。 とつぜん、ほんとにとつぜんであ

った。近づいて来る足音も何にも聞こえ

ず、いきなり、広い土間の向うの入口の

戸が、ドンドンとたたかれて、 「晩でご

わす」と、男の 太い 

声が聞こえたのだ。 お国はとび上るほどおどろ

き、恐怖しきった目で、そこを見つめた。応答の

声は出ない。 火の光がとどくかとどかないか

の、暗いその戸が 音声 太い 

の隙間に目をこらしていただけだった。

そこから、月の光で浮きあがっている外

の景色を眺めていると、しだいに不安が

高まってきた。ついで、他のものよりど

っしりした 太い 

声が聞こえてきた。声の主は他のものより偉い

らしく、みんな黙ってしまった。明らかに、みんな

敬意をはらい、その声の主の命令やら忠告に従

ったようだった。その後で 音声 太い 

、壁に寄りかかって曇り空を見上げなが

ら、窓辺に並べられた植木鉢の緑の葉

をいいかげんにいじりまわした。ニコラ

が丹精こめて育てている植木なのだが

…。 「メモの用意を」 太い 

声が命じた。 ニコラはメモ用紙を取り出して指

示を持った。 「赤い薔薇を一ダース、ミス・サウ

スに送ること」 「赤、ですか？」 「耳を悪くした

の 音声 太い 

 どちらさまですか？」 「…」 沈黙の重

さから、学君だろうか、と思った。 「学

君？」 「…関原勤です」 声質は似てい

るが、いくらか 太い 

声が流れてきた。 「関原君なのね？」 そうだっ

た。学が藤野医院の個室から電話をかけてくる

はずがなかった。 「先生、昨日はごめんなさ

い」 「えっ 音声 太い 

臭いが漂っていた。アンナの傍らにある

テーブルには、計画出産やバース・コン

トロールのパンフレットがのっていた。

建物の奥のほうから、男の声が聞こえ

てきた。外国なまりの、 太い 

声だった。やがて、銀髪を高く束ねた上に看護

婦帽をかぶった年かさの女が、受付係と一緒に

やってきた。アンナのところへ来ると、手を差し

だした。「婦長のアルマ 音声 太い 

に座ってしまった分隊士に、 「分隊士、

席を代わりましょう」と言って、うながし

た。分隊士も先刻プリッとふくれた手前

ちょっと遠慮していたが、機関長が第一

卓から 太い 

声で、 「分隊士、貴様がここにいたほうが、機

関長は便利だよ」という一言で、心良く席を代わ

ることになった。私は機関長の背中をまたいで、

第 音声 太い 

党に加入、情熱的な闘争が文学創作の

源泉になったといわれ、数多くの詩集を

出し、影響力が大きく、人気が高いそう

だ。小説もいろいろ書いている。 鍾得

生が低く 太い 

声で、日本詩人団と親しくなった気楽さの思いき

った抑揚をつけながら、「難忘的石桌」という題

名から始めて、「不用木匠、不用鉄匠、一塊青

石板、四根石頭 音声 太い 

 「おまえは相変わらず考えが短絡的だ

な。金を持ち逃げする者なら人も殺しか

ねない、というのか？ 詐欺と殺人とで

は犯罪の質が違う」 信濃はここまでを 太い 

声でいい、あとは溜め息まじりに続けた。 「生

きているうちになんとしてでも捜し出し、ゆっくり

と語り合ってみたかったよ。彼は、日銭欲しさに

人をだましているような 音声 太い 

、あんたに警告を発しとるんさ。紙くず

は、すべてくずかごに入れること―とく

にな、マッジさん、遊園地ではね！」 

「スミスさんよ、」そのふとった男が、自

信ありげな、 ふとい 

声でいいました。「わっしが遊園地を打ち上げた

とき、郵便切手ほどのもんでも、あんたにみつか

るようだったら、わっしは―そうさな、わっしは、

びっくりぎょうてんてもんだ。あの場所で 音声 太い 

たとき、初めてその船長の名前がエベ

ニーザーの意識にとまった。 「パウンド

船長、と言われましたな？ あなたの船

長はパウンドという名前なので？」 「ト

ム・パウンドだよ」 太い 

声でそう言うと、相手はエベニーザーが重ねて

質問する間もなく去って行った。 「待ってく

れ！」詩人は絶叫した。彼はバートランドと二人

きりでこの狭い窖の中に取り残され 音声 太い 

鶏が郡内に出現。尻尾のかわりに、ブ

ルジョア婦人帽を飾る羽根がついてい

る》 植字工たちが腹をかかえて笑いだ

した。 「昔、こんなことがあったよ」編集

長が ふとい 

声でひひひと笑いながら言いだした。「イワン・ス

イチンの『ロシアの言葉』で働いていたとき、酒

に酔った勢いで象を出したことがある。噓じゃな

い。それで今度は、 音声 太い 

はハンカチで目を拭きながら、顔をくし

ゃくしゃにして「おめでとう！ ボクにとっ

てははじめての孫だ。かわいい孫娘

だ。どうかこの美しい女の子を、大切に

大切に育ててくれ！」と 太い 

声でゆっくりと言い、わたしの手を強くにぎった。 

ロージーは若い頃、ミリタリー（軍人）として日本

で働いたことがあるそうだ。当時、彼はハンサム

で日本女性にモテモテだった。 音声 太い 
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すすんでいく。 オゴスがキアスのまえ

にきた。馬上で大きな体をかがめると、

さっと腕をのばして、キアスのあごをつ

かんで上をむかせた。 「娘！」と、 ふとい 

声でよんだ。 「あした、そなたがなにをよびだす

か、たのしみにしている。」 いいおわっても、し

ばらくあごをつかんだ手をはなさなかった。オゴ

スのつよい目がすぐまえにある 音声 太い 

にも他の誰にもまったく関心を示さな

い。まるで誰も見えないかのように、背

中を丸め、ゆっくり、執拗に、部屋の向

こう端まで歩きながら、ひっきりなしに、

食用ガエルのような嗄れた 太い 

声で何かブツブツ呟いていた。 「…ドブ臭い、

おまけに罪人だ。あの女も同類だ。いやらしい

血を裏切る者。そのガキどもが奥様のお屋敷を

荒らして。ああ、おかわいそう 音声 太い 

と、一疋の旅の蚊がこっちへ飛んで来

て、それから網を見てあわてて飛び戻っ

て行きました。 すると下の方で 「ワッ

ハッハ。」と笑う声がしてそれから 太い 

声で歌うのが聞えました。 「あぁかいてながのく

ぅも、 あんまり網がまずいので、 八千二百里

旅の蚊も、 くうんとうなってまわれ右。」 見ると

それは顔を 音声 太い 

しているからです）ｐｉｔｃｈ（ピッチ）音声の

高低。 このような種類の声は、甘やか

されてすぐに増長したり、すぐすねるよ

うな声にも聞こえます。 これに対して、

大きな、 太い 

声で機関銃のようにことばを発射するのは並外

れて攻撃的に聞こえます。 自分の発声の仕方

に注意してください。変えたいとお思いですか。ｖ

ｏｃａｌｉｓａｔｉｏｎ（発声法）声の質 音声 太い 

読み取った。 眉を寄せると、顔の前に

楕円形のボールが突き出された。次い

で、サインペン。 「サインをお願いしま

す。棺の中へ入れるんです」 現役の部

員が、 太い 

声で求めて来た。それで、ネクタイピンは話題か

ら消えた。 焼香客の列に並びながら、九十一

年のメイジ戦を思い浮かべていた。十四年前で

ある。あの時も、 音声 太い 

舷と舷を近づけ、 興奮ぎみの船長が

両手で口を囲って大声で報告する。 

「ここです！ この島です。ここが、やつ

らの隠れ処です」 デ＝ハーン船隊長

が 太い 

声で叫び返す。 「船は居たのか？」 「居まし

た。三隻そろって入り江の奥に居ました」 「砲声

が聞こえなかったが、撃ってはこなかったの

か？ 音声 太い 

が、異議ありませんか？」 「異議なし、

賛成！」 「よう…大統領」 などと、土

酒（どぶろく）を持ってきて飲んでいるの

だろう、酔って顔を赤くして 太い 

声で叫ぶ者もいる。 「異議ないようですから、

磯吉君に決定します」ということで、小屋の隅か

ら農薬の木箱を持ってきて机にした。磯吉はそ

の机に座り 音声 太い 

て、 「それは慶応を辞めろという意味

ですか」と聞いた。 しかし医学部長は、

それについては何も答えず、 「このま

までは高橋晄正になるぞ」と、 太い 

声で脅すように言った。 高橋晄正さんというの

は、長く東大医学部の講師をつとめた、医療改

革の旗手である。学部長の言葉は、医学界の

権威たちの嫌われ者 音声 太い 

彼等のあげる喚声は、この坂道にも

時々もつれ合いながら伝わってきた。 

「うそじゃないよ。本当なんだよ」 真顔

で言い返している男の子に、大柄な鼠

色の男の子が、低い、 太い 

声で言った。 「あるわけないだろう、そんなこ

と。夢？ それとも…」 「ぼく、見た。テレビで見

た。象が、象が空にいたんだよう」 「なあんだ 音声 太い 

ように、唇を閉じた。 青田喜一郎―幾

つかある保守党の派閥の中でも、 近

特に力をつけてきたある派閥の重鎮で

ある。 「おもしれえじゃねえか」 乱蔵

が 太い 

声で言った。 「そのフィルムをなんとか手に入

れようとおれは思ったのさ。いつも使っているか

ら、カメラの機種も、フィルムの種類もわかって

いる。しかも、税関がうるさいから 音声 太い 

の家の前で手に入れたんです」 バロ

ーの顔は、雷雨がはじまるときのよう

に、暗くなっていった。「あの家のだれに

も、尋問なんかする必要はない」彼は低

く 太い 

声で言った。 「尋問はしてませんよ」コリガンが

抗弁した。「たぶん女中だと思いますが、あそこ

の家の使用人の女の子が、これを投げて寄越し

たんです。巡査 音声 太い 

た。うやうやしくドアをノックする音がした

のだ。バロー巡査部長の大きな顔が現

われ、そのうしろに若いコリガン巡査の

姿が見えた。 「申し訳ありません、警

部」巡査部長は低く 太い 

声で言った。「この若者は何やら大事なものを持

っていると思い込んでいまして」 ライトはマクレ

イのほうを一瞥して、ふたたび椅子に腰を落ち

着けた。「何だね、巡査 音声 太い 

死んだウサギをくちばしで引き裂くのに

夢中で、ロフタスが地面におりたって、

跳ねるようにしてそばに寄っていくのに

も気がつかなかった。 「カアー！ カア

ー！」ロフタスは 太い 

声で呼びかけた。声を張りあげると、喉から腹に

かけて体がふくれあがり、喉元の羽毛が、みだ

れたあごひげのように逆立った。「じゃまだ、ど

け」 トンビの夫婦は弱々しい鳴き声をあげなが

ら 音声 太い 

声がうけ合うように扉のなかから聞こえ

て来た。 その「できる」からかっきり十

分経って、台所の扉がなかから開か

れ、父親が顔を出して、「できた」とまた

低い、 太い 

声で告げた。いかにも満足げに顔いっぱいで笑

っていた。そんな笑顔をこれまでに重夫が見た

ことがないほど笑っていた。「おいしいですか」と

重夫も声を弾ませた 音声 太い 
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船長が立った。会場から拍手が起こっ

た。 「えー、みなさん、ようこそへいあ

ん丸にお出でくださいました。乗組員一

同、心から歓迎申し上げます―」 ガッ

シリした体格に似合った 太い 

声で船長は挨拶し始めた。 五十ちょっとぐらい

の年恰好だろうか。いかにも海一筋に生きてき

た男、という感じがする。淡々としたその語り口

に私は好感を持った。 音声 太い 

のことを考えると、あなたよりも妾は口

惜しくなりますよ」 「おお！ そうだ。そ

うだろうともな。それも皆、お上の役人ど

もが間違っているからだ。な、俺ア、もっ

と 太え 

声で怒鳴りつけてやりてえ」 「およしなさい。ど

こに誰がいて聞いていないとも限りませんから

ね」 そう云いながらお信は戸口の方を警戒深

そうな目つきでふと見た 音声 太い 

たのよ。でも、あなたが事故に遭い、も

う少しいてくれとウィルに頼まれたら、断

れなかった。もちろん、わたしにも―」 

「きみに手紙を書いた」 コナーが上ず

った 太い 

声で不意に遮った。フィービは驚いて彼に目を

向けた。引きしまった頬が見え、そのまま視線を

官能的な唇へと移動させると、彼女の腹部はよ

じれそうになった。  音声 太い 

「音」の描写に、凡そ斬新なポンチ絵風

の手法を用いた。ちょっと東西、他に例

がない。いや、考え付いた人位はあった

かもしれないが、春団治のようなあのド

ギツイ 太い 

声による表現以外、到底、悪くすぐりに墜するの

みであることをおもい、やめてしまったろうとおも

う。 泥棒が凶器で板戸を破る、その音の表現

に、ベリバリ、ボリ。（「書割 音声 太い 

あり，後の「語り物」と呼ばれる音楽形

式に及ぼした影響も大きいと考えられ

ている。斉唱で歌われるが，一人一人

の音高や節まわしにわずかな「ずれ」が

あるため，全体としては 太い 

声の幅が生まれることを確認してみよう。長唄 

元禄時代に江戸で隆盛した三味線を伴って歌

われる歌舞伎の伴奏音楽。長唄における声の

特徴は，独唱と斉唱の交代を繰り返し 音声 太い 

数名の兵士が残るのみ。 「…お…お

のれぃっ！ こうなったら！」 隊長は、

腰の剣に、がっ！ と手をかけ― 「―

何の騒ぎだ！？」  太い 

声は、その隊長の後ろから聞こえた。 親衛隊

長は、声にあわててふり向いて― まともにその

顔色を変えた。 あたしの後ろにじっと佇むミシ

ェールが、ぽそりっ、と、 「…あれ 音声 太い 

エーッ」。此は、どの噺にも与太郎や喜

い公が訊き返すギャグによく用いた。花

柳界あたりでも、真似て日常語に使用

されていた。この義太夫の地にありそう

なねつい 太い 

声は全く春団治特有のもので、谷崎潤一郎氏も

「私の見た大阪及び大阪人」の中で『悪く底力の

ある、濁った、破れた、太い、粘り強い、映画説

明者や浪花節語りの 音声 太い 

に見むきもせず、うすぎたないフトンもろ

ともお鈴婆をだきあげた。豪太郎にだか

れた老婆のすがたは大鷲にかかったス

ズメのように見えた。 「ばあさん、医者

をたのむ」 彼はひくい 太い 

声をのこして、本家にお鈴婆をはこんだ。お鈴婆

は、昔の〈悪さ坊主〉のゆたかな胸に頭をうずめ

て、あついなみだをながしつづけた。 五日めの

朝、 音声 太い 

」 和三郎がそう返事をしている間に、

庭のほうには二、三人の足音がしてい

た。 「検校どのでしたか。奇遇ですな

あ。お久しゅうございました」 やや嗄れ

た 太い 

声を耳にして、保己一の顔が明るくなった。 

「何と、これは奇遇でございましたな。このような

ところでお会いするとは―」 保己一は腰掛けて

いた縁側から 音声 太い 

警官にでもなりますよ。」 そういって、

まゆみはふたりの前にまわって両手を

ひろげて、通せんぼをしました。 「アハ

ーン。」とニワトリはせきばらいをして、

いやに 太い 

声を出し、「あいにく、こまかいのはきらしちょ

る。」 「おつりなら、あるわよ。」と、まゆみは自

分のさいふをとりだしました。 「お見のがしくだ

さい。おじょうさま。」と、 音声 太い 

我が家に遊びにきて、その帰りしな、

「ねえねえ、ジンさんていう人のこと知っ

てます？」と言いだした。すると愛氏が、

そんなことを言うものじゃない、と、意外

な 太い 

声を出した。スネケンはそれいじょうのことは喋

らず、「あ、そうですね」と言って帰っていった。 

ジンさんは調理場を手伝っていた。アルバイトの

仕事の分担は、面接 音声 太い 

 それにしても、規律に縛られた集団生

活では、しばしば苦痛に襲われる。僕が

毎朝うらめしく感じたのは、にわとりの

鳴き声よりも正確に夜明けを告げる若

い田場訓導の気合いの入った 太い 

声を聞くことであった。ぬくぬくとしたふとんにくる

まって甘い夢うつつにひたっている僕たちの耳

に、早朝の静寂を破って“ドスン、ドスン”と廊下

を踏む足音が近づき、すると本能 音声 太い 

すべて“いいわよ”の意味だという点で

は、過去の娘たちと同じだ。男とは、慣

性の動物なのだろうか？ 「出勤早々、

もうお昼寝か？」突然、耳もとに 太い 

声を浴びせられ、ニコラはぎくっと顔を上げた。 

「やる気のない人間に給料を払う気はないぞ。く

びになりたくないなら、さっさと弟に電話をつな

げ！」ラングは大またで自分の 音声 太い 

とは別世界であった。 だが万次郎は

母の志おにひたすら逢いたかった。メリ

ケの男女は、知りあえばやさしいが、か

かわりを持たない人々は万次郎に好奇

の眼をむけ、おびやかすような 太い 

声音で鷹揚に笑った。 万次郎は夜明とともに

眼覚めた。 騒がしい鳥の声に起されたのであ

る。土佐で聞いたこともない、甲高いのやら低音

やら、ひとをおどろかすきれぎれの叫び 音声 太い 
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に凄まじい衝撃が走った。 「王子！」 

王子を追って岩山へ駆け上ろうとしてい

たラウレンティウスが目を瞠る。 「ああ

ああああーッ！！」 自分のものとは思

えないような 太い 

悲鳴が洞窟中に響きわたった。まるで獣の咆吼

だ。 （かっ、体の中に何かが入り込んでくる

…！） 耐えがたい苦痛が夏紀に襲いかかる。 

だがその激しい苦痛のさなかに 音声 太い 

た。中津は、志麻の口に含まれていた

男茎が解放されるのを、感覚した。中津

も、かなりの緊縮感のあるアヌスから、

指をひきあげた。抜くときも、志麻は野 ぶとい 

呻くような声を発して尻をよじった。 中津は、い

よいよ膣口に、指を挿しこもうとした。志麻の膣

道を、探るつもりだった。 だが、だめだった。ほ

とんど同時に、志麻 音声 太い 

という魔性が見えたのさ―」 「“虫”？」 

「蛞蠡虫よ」 「なんだと？！」 乱蔵の

声が高くなった。 言ってから、喉の奥

で、 太い 

唸り声をあげた。 「耳にしたことくらいはあると

見えるな―」 「ああ」 「しかし、儂が、この餓哭

庵を出、幽岳のもとを去ろうとしたのはそのため

ばかり 音声 太い 

それが云ふことを聞かない時には、實

に手のつけられない程人を困らせるの

で、お葉はお客樣の中では一番嫌ひな

ばかりでなく何となしに其の逞しい相貌

と 太い 

聲とに恐れを抱いてゐるのであつた。いかな時

でも洋服ばかり召してゐる方で、いつも二人曳

の車でおいでになり、電車は下等な奴が乘るか

らとて、お歸りに 音声 太い 

も無表情のままゆっくりと腰を上げる。

三人で肩を並べて階段を昇りかけたそ

の時― 練習室の方から怪鳥めいた女

の悲鳴が聞こえた。一度、二度。続いて 太い 

男の叫び声。 「あれは…？」 吉沢は階段の途

中でくるりと振り返り、きた方へ走りだした。ただ

ごとならぬ不吉な空気がクロークの裏側から漂

ってくるようで、火村と私 音声 太い 

は、白い煙がたちこめていた。 どこま

で続くのか見当もつかない一直線の階

段が、上へのびていた。 煙のために、

上方がまったく見えない。 どこからか、 太い 

男の笑い声がきこえてきた。 「わーっはっはっ

は、わーっはっはっは」 「校長…」 「わーっはっ

はっは、わーっはっはっは」エンディング・テーマ

くよくよするなよ 愛を信じていこう捨てられた 

愛の種 音声 太い 

きてくれた真理に、玲子が訊いた。「知

らんの、ツイストやん。カッコええけえ、

ねえ真理」巴が自慢げに言った。私もツ

イストを初めて知った。ラジオから流れ

てくるのは 太い 

男の人の声で、今まであんまり聞いたことのな

いような種類の曲だった。「うん、絶対売れると

思うっちゃ」真理は言ってタオルで髪を拭いた。

真理は、私達がこの 音声 太い 

たみたいね」 「富士江さんと、なにか接

触はなかった？」 「さあ。彼女らしい女

性は、このロビーでは見かけなかったけ

ど」 晴代がそう答えたとき、多門のすぐ

背後で、 太い 

男の声がした。 「多門さんじゃありませんか」 

背後に立っていたのは、多門が思ったとおり、

鴨下尚之だった。 「ああ、鴨下君」 多門は仕

方なしに 音声 太い 

勝、橋本広、北村宏騎手らのグループ

があり、二千一年春に調教師に転じた

的場元騎手を中心とした菊沢徳、田中

剛、水野、高山騎手らのグループの人

間関係も「 太い 

」。安田富・中舘騎手の兄弟弟子関係は有名だ

し、田面木・小野・中谷騎手のラインも高松厩舎

という核を中心として同じ馬に何度も乗り替わる

から、一緒にレースをする 

関わり

が強い 太い 

は規模が小さく、個人で経営しているケ

ースもある。けれど、地元の利を生かし

て、プールしているエアーやホテルが多

いのが魅力だ。 「弊社の現地法人は

行政とのパイプも 太く 

あらゆる手配や融通もできる限り可能にしてしま

えるのです。ツアーの種類も豊富で価格も割安

です」（バリ島専門の旅行会社「バリ王」広報担

当・高橋直美氏）ＴＯＰＩＣＳ ２旅の安心 

関わり

が強い 太い 

不人気の朱鎔基を全面的に支援してき

た。 朱鎔基は副首相に就任した直後

から、頻繁にヨーロッパ、日本などの西

側先進国に足を運び、視野を広げ国際

的人脈を 太く 

した。それに比べ、李鵬首相は主要先進諸国か

ら招待が来なくて、発展途上国ばかり訪問して

いた。たまに西側先進国へ出掛けても、終始、

天安門事件と人権問題の責任を問わ 

関わり

が強い 太い 

のイメージが左右されてきたことにある

のだろう。日印の相互理解が真に地に

足がついたものとするには、欧米経由

ではない直接対話の基盤を作り、その

経路をいかに 太く 

していくかにかかっている、といってよい。〔参考

文献〕Ⅱ スリランカ、ネパール― 南アジアの

相互依存関係 

関わり

が強い 太い 

ような工事をするのですか？プロバイダ

の多くは回線を（第１種通信事業者か

ら）借用する第２種通信事業者だと聞き

ましたが、回線を持っていないのに、バ

ックボーンを 太く 

するという意味が何がなんだか分からないんで

す。ちなみに、私はバックボーン自体の意味もよ

く分かっていないと思います。本で調べたいと思

ったのですが、見つけることが出来ませ 

関わり

が強い 太い 

を取り戻して行った。明美は繁雄の顔を

見ると、全身で甘えを表現する。紛れも

なく繁雄の子供であった。繁雄は明美

の顔をまじまじと見た。六年の歳月は大

きい。 太い 

絆で結ばれている。変わろうとしているのは繁

雄自身であった。 甘える明美に、今までのよう

に応えてやるのに抵抗があった。この娘の中に

は、俺の血 

関わり

が強く 太い 
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しても，そのまま長期不登校へと陥る子

どもは少なく，ほとんどの子ども達は，

再び学校へと戻り登校を続けている．し

かし，これらの子ども達は，学校社会と

のつながりの糸が 太く 

なったために戻ることができたのではない．これ

までにみてきたように，現代の学校社会では子

ども達と学校社会とをつなぐ糸は，きわめて細く

切れやすく，その状況は不 

関わり

が強い 太い 

参加するケースは今後ふえるでしょう。

鮮度の高い水産物をのぞむ消費者にこ

たえているのが，活魚ブームや産地直

送です。 冷凍輸送の技術開発がすす

んで，市場をとおらない流通のパイプ

は， 太く 

なっていくことも考えられます。魚の流通６大都

市中央卸売市場水産物入荷量と形態別の推移 

［農林水産省しらべ］東京中央卸売市場は、築

地の魚河岸ともよばれ、日本一 

関わり

が強い 太い 

で、パワーを路面に伝えきるために、や

はりコントロールし易いパワー特性が重

要になる。もちろんパワーも大きいほど

いい。小型軽量とハイパワーが必要、と

くれば今後のエンジン技術の相互の関

連は強く 太く 

なっていくだろうことは容易に想像がつく。 Ｆ１

エンジンで得られるノウハウが２輪に応用される

パターンがありえるとすれば、ＨＲＣとＦ１の関係

は充分にありえるし、 

関わり

が強い 太い 

琵琶湖線が北陸本線を長浜（ながは

ま）・敦賀（つるが）方面へ延伸したこと

により、新快速電車などが直通運転す

るようになったため、どちらかというとそ

のルートの繋がりが 太く 

なり、同じ東海道本線を直通するルートのほう

が日中時間帯は乗換えが必要となってしまった

ので、この駅にいると東海道本線としての結び

つきが希薄となったものを感じる。 名古屋 

関わり

が強い 太い 

の優位性を活かし、対外的な部分に活

路を見出してきた。ベトナムの現状から

すると、このようなやり方が も現実的

なものとして注目される。アメリカ、日本

とのパイプも 太く 

、事業は拡大傾向を深めている。ホーチミン市

の優良国有企業といえそうである。組織的には

ＳＡＴＲＡの傘下にいるものの、資金的な余裕も

あり、新規事業分野への 

関わり

は強い 太い 

幹事長小沢一郎をまるで「掌の上に乗

せて操る」かのように、政局運営を行っ

た。またその後の宮沢政権樹立にも、

決定的な力を発揮した。野党とのパイ

プも 太く 

、社会党の田辺新委員長ら旧国会対策派の

面々と常に水面下で接触を保つ。「政界実力者

のナンバーワン」（政治評論家、仲衛）という評

価だ。 リニア新幹線、 

関わり

は強い 太い 

ところてんの漢字は何故心太（こころが 太い 

）なんですか？由来があれば教えてください。初

めは「こころぶと」という名前の食べ物だったそう

です。それが「こころてい」と変化して、（読みの

「こころ・たい」から 

こだわ

らない 太い 

、もうねらいははずさない。つるべうちで

ある。式部に「うるさくて」などいわれな

がら、手紙の上に朱を点々と散らして

〈これが涙の色です〉などと書いてくる。

大らかで線の 太い 

、あつかましい男であるが、なぜか抵抗しにくい

魅力にあふれている。 ついに式部は結婚を決

意し、まだ任期の終らぬ父をおいて単身帰京す

る。 宣孝は式部の書く物語、つれづれを 

こだわ

らない 太い 

第五》、これより手際の良い《第五》、或

はこれより芝居氣のある《第五》はあつ

たかも知れない。併し、これほど雄大

で、これほど情熱的で、これほど線の 太い 

、これほど迫力を持つた、そして、これほど美し

く、これほど全體的に纏つた《第五》を實演でも

レコードでも、私は曾て聽いたことが無かつたの

である」 そして、 

こだわ

らない 太い 

に多くのお金を出して私を大学へ行か

せてくれるのだろうか。そう思う一方で、

授業をサボってしまう私がいる。この矛

盾はいつなくなるのだろうか。 今年の

抱負。心は 太く 

、体は細く。 二十一世紀のテーマを「ラブ＆ピ

ース」にしました。つらいこともあるけど、自分の

周りだけでもそれを広げていきたいと思います。 

人生について深く 

こだわ

らない 太い 

？由来があれば教えてください。初め

は「こころぶと」という名前の食べ物だっ

たそうです。それが「こころてい」と変化

して、（読みの「こころ・たい」からか？ 

「こころ ふてえ 」からか？）「ところてん」になったそうです。 

こだわ

らない 太い 

もっともっと鋭敏になっていくことが必要

な時期なのです。 これも、大きな意味

においては自己投資の一環です。これ

を行うことによって、もう一段、深みのあ

る、また輪郭の 太い 

人格ができてきます。 こういう時期に、宗教性

を磨いておくこと、宗教生活をして精神を磨いて

おくことによって、大きな吸引力を持った人柄に

なっていきます。将来 

こだわ

らない 太い 

誕生日を祝うとは、われながらお笑いぐ

さだ。祝いは取り消しだ。おい、食ったご

馳走を返せ。この盗っ人のガキ、返さね

えか」 童鬼はふるえながら、涙を流す

のみである。「 ふてえ 

ガキだ。ご馳走返さねえんなら、腕ずくで返させ

てやる」 夢章は食べ終えたばかりの童鬼の腹

へ、握り拳をめりこませた。苦痛に顔をゆがめ

て、童鬼はしゃがみこむ。「返せ、 

ずうず

うしい 太い 
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じゃあねえと思うぜ。おいらが巫女とい

ったのは、たとえばの話よ。けどな、お

いらを天井裏から狙った男と、高斎の旦

那や辰の家の飲み水の瓶に、毒を投げ

込んだ 太え 

野郎。その黒装束が、天狗の権蔵の配下の者

だとしたら、辻褄が合わねえわけじゃあねえ。た

だ、わからねえのは天狗の面をつけた女よ。さ

らに、札差の近江屋次兵衛と 

ずうず

うしい 太い 

それっきり返さない。何度も催促したが

返事もくれない。そのうちに娯楽雑誌の

読みものに何とか変名で山窩小説とい

うのが出始め、すっかり人気小説になっ

てしまった。あの野郎 太い 

野郎ですよ。あの小説に出る山窩は私が追か

けた犯罪人の山窩を書いているんで真実の山

窩が皆あんな性格だと思ったら大変です」という

話にまで発展しているが、三浦 

ずうず

うしい 太い 

 千太郎は自身番で両腕を梁に吊され

て責められたが、容易に口を割らなか

った。 もとは鳶の者であった、まだ十

九のこの男は、体がいいように土性骨

も 太かっ 

た。 下帯一つのそのがっしりした体が傷だらけ

になっても、千太郎は自白を拒んだ。 だが、菊

次は、十四年間の捕り物暮らしで、こういう若い

男には法外な 大胆 太い 

貿易へ来たのはその後である。伊藤は

仕事について非常にきびしく、ある新入

社員など、それに耐えられなくなって、ノ

イローゼ状態になっていた。 伊藤は、

自分が神経が 太く 

、精神的な緊張に耐えられる人間なので、当時

は、他人にもそのままそれを要求していた。精

神的に弱い人もいるのだということが、ほとんど

理解できなかったので 大胆 太い 

、しみじみと述懐した。大ざっぱと細か

すぎ そこで呉曙東に、日中両国の国

民性のちがいについて訊ねてみた。 

「中国人は、大陸育ちのせいか性格が

大ざっぱで神経が 太い 

です。両国民とも礼儀を重んじますが、礼儀作

法に関しては日本人のほうが細かいのではない

でしょうか。中国人は礼儀を軽んじはしません

が、虚礼は好きではありません 大胆 太い 

と、わかると思う。俗に、一人前の医者

になるには何人かの患者を殺すなんて

いわれるけど、一人前の記者になるに

は誤報のひとつやふたつは出さなけれ

ば。そのくらいの 太い 

神経もってないと、ジャーナリストはやっていけ

ないんじゃないかな」 山手西署にまわるという

由里絵とわかれて、渋谷にあるマンションに着

いたとき、すでに日が暮れかけていた。 大胆 太い 

エサと一緒に釣りえさなどで売っている

生きた川エビを水槽に入れておくのも手

ですが。出目金などのヒラヒラ系の金魚

はデリケートですが、フナ系のタイプは

丈夫です。そのぶん食も 太い 

（＾＾；）ので、急なエサなし状態には弱いかも。小

さなものより大きなほうが体力もあり、食いだめ

もできるのか、エサなしには強いです。白点病

はうつります。お店で購入する場合 

食べる

量 太い 

二歳男です。スポーツ歴もなくヒョロ男

ですが、ジムに通えばがっちりした体格

になれますか？どれくらいの期間通え

ば変わりますか？効果的な方法とかあ

りますか？キミは食は 太い 

か？いくら効果的なトレーニングしても、プロテイ

ンを飲んでも、ある程度の体重がないと目指す

体形にはなれないよ。男性のバレリーナやボク

サーなどは筋肉付きまくってるのにスレンダーで

しょ？やる気が 

食べる

量 太い 

もない。私は女ではあるが、そりゃたい

がいのオバン集団といるよりは若い女

の子といたほうがまだ楽しいもんな。 

大体オバン集団と云うものは動きもトロ

くなっているし、押しも 太く 

なっているし、もっともこれはギャルでも集団に

なると非常にやかましいわうっとうしいわほこり

っぽいわで、関係ないギャル集団が近くにいる

と、このごろはちょうど謝恩会の季節で着物にハ

カマのが大勢 力 太い 

」 いうなれば近鉄にはいいにつけ悪い

につけ、鈴木三百勝の強さと太さが見

え隠れする。選手が陰で「古い」の「走

魂」のといおうと、だ。太いものは 太い 

。 その点阪神は何やらひ弱い。心細さがある。 

云いきればそれは中心人物のチームイメージ、

座蒲団の大きさだ。努力じゃ収まらぬ存在感の

問題か。 あっぱれ巨人に三タテ 強い 太い 

使うくらいなら、自分が面倒を見たほう

が気が楽だと思ってしまうタイプ。幼い

頃から目下の者の面倒を見てきた癖

で、男女関係においても、ついついプラ

イド高く、腹 太く 

、こう考えてしまいがちなのです。 がしかし、こ

のネーサンタイプは結構可哀想だ。「え？ じゃ

ー、甘えちゃおっかなぁ」っていう弟タイプ、悪く

言えばヒモのような男に見入られ 

慣用表

現 太い 

） 平八郎にはそう思える。 孤城にとど

まることで武将としての気概を天下に示

し、独立独歩の姿勢を保つ。そして今川

の属将としての立場から這い上がる。 

元康の肝は 太い 

。 城中の御広座敷で、今日も朝っぱらから大

飯をくらっていた。 行く末を思い悩み、げっそり

と頰の瘦けた臣下たちをよそに、主君だけは

丸々と太っている。 風邪ぎみの 

慣用表

現 

太い 

ような柔軟性、瞬発力で世界を圧倒す

る“女王”。が、意外やまだオリンピック

金メダルを手にしてはいない。２年後の

アテネに向けての戦いは既に始まって

いる。 「 太い 

…」 イオンカップ二千二世界新体操クラブ選手

権出場のために来日したアリーナ・カバエバ（ロ

シア）を見た瞬間、私はつぶやいた。 ドーピン

グ（禁止薬物使用）疑惑により、１年間の 

慣用表

現 

太い 

のようなお前を誰がコケにするかね」 

「おう。はて、トコロテンとは？」 「心太

いと書くだろう？ お前さんの事だろう

ねえ」 「なるほど。こいつあ妙だ。心 太い 

か。するてえと、おれは共食いをしているわけ

で、なむさん、化けて出なければよいが」 トコロ

テンの如く、たちまちグニャリ。 「これお米どん。

暑さしのぎに、ちょいとお前のお 

慣用表

現 
太い 



203 
 

。久作はどこまでも兄上のお供つかま

つるのみにございますゆえ」 十八歳に

なったばかりの久作重矩の双眸には微

塵の迷いもなかった。 「うむ。…わが弟

ながら肝の 太い 

ことよ」 「おそれいりまする」三 翌朝、竹中半

兵衛重治は弟の久作重矩以下十八人の騎馬武

者をしたがえて菩提山城を発し、美濃各務郡に

ある稲葉山城に向かった。 かれら 

慣用表

現 

太い 

立てようと先方の肚だ。」「そんなこと

を、あの、楽天団の奴は？」「どうして、

あの楽天坊主、一ト筋縄で行く奴じゃァ

ねえ。―肚の底を叩いたらどんなまだ 太え 

ことをたくらんでるか分ったもんじゃァねえ。」

「が、若宮君。―勿論、若宮君、乗りゃァしなかっ

たろうね、そんな話に？」「気の早え。―まだ、そ

の、吾妻を引っ張った 度量 太い 

いることはまだ話せないが良い方向だ

よ。もう少しだ。お前の頭も幾らか楽に

してやるよ。塚崎さんを少し見習え。あ

の人はお前と似た所もあるが経験が人

間を 太く 

したんだな。“何事も甘んずる”そういう心構えが

出来てるぞ。これは気を楽にする妙薬でもある。

山口、頼むよ、朝日奈も心配していると思うよ」 

雑賀は山口 度量 太い 

がわずらわしそうに、額にかぶったずぶ

濡れの前髪を払った。みひらいた両眼

があざやかに澄み、頰から顎にかけて

の鋭角的な線に強靱な意志の力がこも

った。 「ぞんがい肝っ玉が 太 

そうだな」 朦朧とした影があざけるように含み

笑いを洩らした。声は凍ったように冷めたく、残

忍な獣の凄みをはらんでいた。 「だが、肝っ玉

だけではどうに 

慣用表

現 

太い 

ことじゃ。捕えた者はかならず斬罪とす

る会津藩のやりかたとはちがう。 常に

わが藩のことのみをおもんぱかり、他を

かえりみないきらいはあるが、道理を説

き聞かせれば、たちまち翻意する肝の ふとい 

ところがある。 いずれ春嶽さまより勝殿になん

らかのご相談があろうと思うが、大島吉之助を

動かせば、長州存続の望みはある。 長州が幕

府に亡ぼされしとき、薩摩は唇 

慣用表

現 

太い 

はかわすひまなく、矢は彼の顔に突き

立った。 どうっと、張遼が馬から落ちた

ので、文醜は引っ返してきた。首を搔い

て持ってゆこうとしたのである。 「胆 太い 

曲者め」 徐晃が、躍り寄って、張遼をうしろへ

逃がした。徐晃が得意の得物といえば、つねに

持ち馴れた大鉞であった。みずから称して白焰

斧といっている。それをふりかぶって 

慣用表

現 太い 

ように言いはなった。手下三人をしたが

えて七三郎は優勢を誇示していた。 

「悪党が本性をあらわしたよ。人をさらっ

てきて、だました金をチャラにしようって

んだね。 ふとい 

料簡だ。世の中、おまえのおもうようにはいかな

いよ」 おえんは怒りに燃える眸をむけて言っ

た。 「おれは自分のおもうように世わたりする

つもりだぜ。それを邪魔するやつは 度量 太い 

、やっぱり君自身ですよ。君自身である

はずはないと、君はおもいたがっている

ので、すべて少年に責任をおしつけよう

とする。面倒さからは、いっさい頰かぶ

りで逃げていようとする、君の ふとい 

量見がわるがしこく働いて、その通りいつも君を

事なく庇い通してきた。なまけものどころではな

い、君は、はたらきものですよ…」 おもいもかけ

なかった老人の峻しい口調に朽木は、 度量 太い 

首長のひとり、ウエンシルシ。ほかに、

警護の若者たち―。」 「わかった。さが

ってよい。それにしても、わずか七人で

おしかけてくるとは、さすがはシャクシャ

インだ。あきれるほど肝が ふとい 

。砂金場からあたふたとかけつけてきたのであ

ろう。こんなこともあろうかと、とどまってもらって

いたのだ。チャランケ（談判）の場所を用意する

手間がはぶける―。」 文四郎は、オンネベシ 

慣用表

現 太い 

域が無いエンジンが多いので乗り馴れ

ないと辛いかな？後、エンジンブレーキ

が４ｓｔに比べて効きにくい【４ｓｔメリット】

燃費が良い・長距離等が楽の場合が多

い・低速トルクの 太い 

エンジンが多いので乗り易いバイクが多い・エン

ジンブレーキが良く効く（効き過ぎの場合も有る）

【４ｓｔデメリット】パワーが２ｓｔと比べるた場合ど

うしても劣ってしまう・加速が重い・車重 トルク 太い 

やっと完成にこぎ着けますた！ ぶっとい 

トルクでなかなか乗りやすいです！ラフにスロッ

トルひねると…ポンポン前が浮いてしまう程です

…しばらく慣らしをかねてこいつでお仕事に行こ

うかな…さささっ…つぎつぎっ…（−．−；） トルク 太い 

にロングストローク化を施し、６．１リッタ

ーへと排気量が拡大されているわけ

だ。このユニットの美点はなんといって

も、自然吸気ならではの滑らかな吹け

上がりと、低速から沸き上がる極 太い 

トルクにこそ。バイターボの圧倒的な加速感も確

かに魅力的だが、アクセル開度に対するレスポ

ンス、ピックアップの良さは大排気量のＮＡに勝

るものはない。実際のところ、この６． トルク 太い 

アグレッシブなファンモトだＨＯＮＤＡ Ｃ

ＢＲ六百ＲＲ：よりＲＣ二百十一Ｖイメー

ジを強めるスタイリングとなるだけでな

く、すべてを見直し、６ｋｇの軽量化も実

現。吸気系にも手が入れられ、 太い 

トルクも手に入れたＹＡＭＡＨＡヤマハから登場

したＭＴ‐０１は、今回のインターモトで も異彩

を放ち、注目されていたかも知れない。全く新し

い世界を提唱、ブースでは和太鼓 トルク 太い 

踏み込むと、二千五百ｒｐｍまでおとなし

かったユニットも、三千ｒｐｍでツインター

ボが同調しはじめると同時に、その印

象は一変。リアタイヤが前後左右に空

転するほど荒々しい挙動を示すことは

ないが、 太い 

トルクを路面に伝えるべく、また、トラクションロ

スを極力避けるように、ジリジリとリアサスが沈

み込んでいく。ちなみに、ターボユニット自体は

純正のままのＫＫＫ製となる。ただし、パワーア

ップによるギアボックスの トルク 太い 
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目的により同じ排気量でも使い勝手が

違います。馬力のある車は、スピードが

出ますが燃費も悪くなりますし取り扱い

が難しいです（トルクが高回転で出ま

す）馬力が少なく低速トルクが 太い 

と普段の走行は楽になり燃費がよくなります。そ

れらの選択の参考になります。 トルク 太い 

ところだ。 エンジンは、１回１回の爆発

感覚が明確に感じられた七百四十八よ

り多少ツインらしさが損なわれているの

が惜しまれる反面、テスタストレッタの

採用によって低速トルクが明らかに 太く 

なり、加速がよくなった。多少、アイドリングの安

定感に乏しいが、これはおそらく調整の範疇。

試乗車のみの問題だろう。 も気になったの

はバックミラーで、写るのは自分の腕 トルク 太い 

てください。よろしくお願いします！確か

にボアアップとストロークアップでは特

性は違う（ボアアップだと、相対的には

ショートストロークになるから）けど、ボ

アアップでも低回転のトルクは多少は 太く 

なりますキャブセッティングが取れてれば 高

速が遅くなるってコトはないはず但し 高回転

数が増すワケではないので、加速は良くなって

も 高速度は殆ど速くならないで、高回転のパ

ワー トルク 太い 

ていない」若い艦長はぶっきらぼうに言

う。「アルテミス号の船長は、わたしの

議論の説得力を認めた」目をしばたた

いてわたしを見る。連日の睡眠不足で

その目は腫れぼったく、大きすぎる軍服

が 細い 

胴体のまわりではためいている。若いし身なり

はだらしないが、彼には威厳があった。 「きわ

めて紳士らしくない振る舞いをお許しねがいた

い、ミセス・マルコム―だが、わたしも必死なの

です」 

痩せて

いる 細い 

。口先から尾の付け根まで完全に開い

た腹開き。骨と身をきれいにはがすと、

形よく身が開く。松葉おろし【メゴチの松

葉おろし】メゴチの細長い体型を活かし

て、身を尾の付け根から 細い 

二股にすることで松葉の形に見立てるおろし

方。特に天ぷらに向いている。尾の付け根まで

身をおろし、骨だけ切り取る左右に胸ビレの裏

側から、たすきに庖丁を入れて頭を切り落とす。

この切り 

痩せて

いる 細い 

たが、たきは十四歳にすら見えなかっ

た。十二歳の良作と似た背丈である。

肩上げのある四つ身を着ていたが、ひ

ざ下までの単衣で、裾から下には 細い 

二本の素足がむきだしになっていた。みごとに

日に焼けた顔であったが、戸口に近づいたとこ

ろを見ると、首すじや手足が垢じみていた。一

応、おたばこ盆に髪 

痩せて

いる 細い 

笑）。「私は、結構『グラマー』でしたが、

アンダーは『八十』以上になったことは

ありません。」ＢＭＩの基準値二十二は

越えたことありません。七十で「え、 細〜い 

！」と言われたことありますが、質問者が、 近

のＴＶ出演者を基準しているなら、九十はそーと

ーです。 

痩せて

いる 細い 

な心配がまったくありません。当院では

この 新の麻酔法をいち早く取り入れ

たため、安全で効果釣な脂肪吸引およ

びバストアップ術を、入院不要で実現す

ることができるのです。◉キレイにより 細く 

！ 翌日より仕事もシャワーもＯＫ ハイパーウ

ェットメソッド麻酔は、麻酔をかけながら止血も

同時に行える局所麻酔です。脂肪を取りたい部

位に非常に薄い止血剤の入った麻酔薬を直接

大量に注射 

痩せて

いる 細い 

などよく分からなかったので、お勧めが

ありましたら教えてください。私は、トリ

ンプのローライズでもＯＫの１分丈？で

す。ガードルと言っても、いろいろです。

下腹をひっこめたい、太ももを 細く 

、ヒップアップ等…デパートの下着売り場に行っ

て、自分の要望を話して、 低２〜３種類は試

着してください。私の周りでは、ワコールとトリン

プを一緒に販売しているところがある 

痩せて

いる 細い 

産駒の身体面の特徴として、脚に難が

ある馬が多い。しかし、体高が高く、軽

さがあるために、芝にも対応できるスピ

ードがある。ヤマカツスズランは牝馬な

ので、線が 細く 

、よりその傾向が強かったと考えられる。とはい

えそこはジェイドロバリー産駒。引退前には笠松

のダート重賞、全日本サラブレッドカップで９馬

身差の圧勝劇を演じた。ジェイドロバリー産駒の

ダート千四百〜 

痩せて

いる 細い 

はく宝石”として、世界中のセレブに愛さ

れ続けている“レネカオヴィラ”。スワロ

フスキーが施された華やかなデザイン

に注目が集まりがちですが、実は も

秀逸なのは、女性の脚を 細く 

、ラグジュアリーに見せてくれる絶妙なヒールバ

ランス。しかも華奢なシルエットながら、足を入

れてみると驚くほど軽やかで、安定感も抜群で

す。そのためデイリーに使えるシンプルパンプス

は、つねに品薄状態でした。 

痩せて

いる 細い 

さながらに繊細で美しい。特に耳の位

置にあり左右に張り出した大小一対ず

つの大きなヒレは、その形から宝石細

工の蝶に見えた。 細面の顔は、地球

人の標準よりずっと線が 細く 

、ラフェール人に近い。 成体の印象があり、腰

布一枚の細い裸体の胸は平坦なので、おそらく

男なのだろう。性別による体形の差異が小さい

ところも、ラフェール人に似ている 

痩せて

いる 細い 

忍も江村の言葉に反対したいとは思わ

なかった。まさしく卜部すえの美しさは、

この世の塵をとどめていない、純粋な菊

の白さを思わせた。それだけにまた、線

が 細く 

、弱々しく、寂しげで、ひんやりした感じが幾分

そこに加わっていた。 それに、彼女は、胸の上

に手を重ねて、矢口を遠ざけようとする姿勢を

決して忘れたことがなかった 

痩せて

いる 細い 

しまった人。そんな霧のような人を、あ

なたは今も愛しているのよ。いつまでも

お母さんの幻影に引きずられている」 

死んだ母、珠代の顔が思い浮かんだ。 細く 

、色白で、たおやかな人だった。手指も細くてう

つくしかった。腺病質というのか、もともとからだ

が丈夫ではなかったのだろう。話す声もひそや

かで、珠代は大きな声をだしたことが 

痩せて

いる 細い 
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線が 

あっても、みずから立場を逆転させて加

害者となることができるだろうか。しかし

エリシャはふと、息子への 後の手紙

を書いている相手のドーソンの手を見

た。その手は長く、 細く 

、繊細な芸術家の手だった。 この手がエリシャ

に、収容所で知り合った彫刻家シュテファンの指

のない手を想い起こさせる。シュテファンは、もと

は芸術家志望だったが医者になったゲシュタポ 

痩せて

いる 細い 

二よ」 十二歳？なんてこった。私は口

ごもった。「ほんとうに…なんと言ったら

いいのか…」 彼女は首をふり、私の肘

をつかんだ。むきだしの彼女の前腕は 細く 

、蒼白だ。私はまた悔やみを言おうとした。だが

彼女は私を抱擁した。彼女の体に手をまわす

と、肩胛骨に手が触れた。彼女はさらに強く私を

抱きしめた。 

痩せて

いる 細い 

呼んだ。朝田の次郎丸にあやかって、

そう名づけたのであった。 次郎は生後

八箇月になると、肩高二尺をこしたが、

背丈にとられているせいか、まだ軀が 細く 

、体重は九貫足らずであった。が、成犬になって

充実してくれば、優に十貫はこえるものと思われ

た。気になるのは、尾型であった。 初の懸念

通り 

痩せて

いる 細い 

、あなたご主人は？」と原に尋ねた。原

は首を振って、大木さんと同じよ、と答

えた。太った大木に比べて、原はいか

にも病弱にみえる。 手や足も 細く 

、日本人形のように整った顔は青く肌が沈んで

いる。被爆以後、悪性貧血に悩まされて、結婚

生活に耐えられる肉体ではないようにみえる。

大木の両親は、数年前にあい 

痩せて

いる 細い 

をひとことでかたづけた。ジェフリー、お

前のは恋わずらいだ、と。彼は相手をち

らりと見た。彼女の顔は青白く、うりざね

形で、長い黒髪がカーテンのように垂れ

さがっている。脚はすごく 細く 

、乳房も学者にしては素晴らしすぎる。それはお

れも知っている。いや、今はこんなことを考える

時じゃない。メラニーの胸にあるのは別なこと、

たぶん動物学雑誌に載せた論文 

痩せて

いる 細い 

事情を探っているにちがいない。 菊亭

大納言晴季は、山手殿と久野の実父で

ある。 いまは七十をこえたというが、実

は八十をこえているにちがいない。 躰

は 細く 

、背丈もない菊亭晴季は、一時、関白秀次事件

に連座し、太閤秀吉の怒りを買い、越後へ追放

されたこともあるが、病気もせず、苦難に耐え

た。 晴季は、間 

痩せて

いる 細い 

そうでしょうネ。あたくしは日本より外国

で有名なの」 年齢不詳とは、このこと

か、先に立ってデイルームに向かう華

子の後ろ姿は、十七、八の小娘のよう

だ。 首も腰も 細く 

、背中に本物か、かつらの毛か分からない長い

髪を垂らしている。 だが、全体に活気がないか

ら、まるで枯木がドレスを着て歩いているように

も見える。 こういうタイプを 

痩せて

いる 細い 

、脂肪組織のすみずみまで行きわたら

せて膨張させていきます。 この方法に

よって吸収時間がぐんと短縮されたば

かりでなく、皮膚や脂肪組織がデコボコ

になることを防ぎ、なめらかにより 細く 

、美しい仕上がりが実現できるようになりまし

た。 鎮痛効果、止血効果に優れ、身体にも負

担が少ない安全な局所麻酔なので、手術中も意

識ははっきりとしており、手術後はすぐ 

痩せて

いる 細い 

います。ウォーキングをしていると、脚

は絞られて細く、美しくなるのです。これ

が、私のバランスウォーキングの健康と

美容の基本です。 ウォーキングを継続

していると、なぜ、脚が 細く 

、美しくなるのでしょうか？ それはウォーキング

によって、脚の筋肉が伸縮し、血液の循環が促

進される「ミルキング・アクション」と呼ばれる作

用がはたらくからなのです。この聞き慣れない

言葉 

痩せて

いる 細い 

ず、筋肉もきれいなつき方をする」と、お

話ししました。みんな例外なく、キリッと

締まった、美しいフォルムの脚をしてい

ます。ウォーキングをしていると、脚は

絞られて 細く 

、美しくなるのです。これが、私のバランスウォ

ーキングの健康と美容の基本です。 ウォーキ

ングを継続していると、なぜ、脚が細く、美しくな

るのでしょうか？ それはウォーキングによっ

て、 

痩せて

いる 細い 

と繰り返し、精一杯の力で澪に抱きつい

ている。 ぼくは椅子から立ち上がる

と、彼の背後に回った。 ずり下がった

パンツがまるでオムツみたいに膨らん

でいる。そこから伸びる足は痛々しいほ

どに 細く 

、膝裏の青い静脈が透けて見える。 「佑司」と

ぼくは言った。 「ママ、病気が治って、今朝から

またパパと佑司のごはんを作ってくれているん

だ。別にどこか 

痩せて

いる 細い 

は一歩も動けなくなった。 そのとき、ま

わりで「わっ」というどよめきが起こっ

た。担架に乗せられた達也の右腕がぶ

らりと垂れ下がったのだ。その腕はマネ

キンを思わせるように 細く 

、不自然な形に曲がっていた。「気持ちわりい

ー」 そばにいた軟弱そうな奴が小声で言った。

俺はその野郎の襟首を摑んだが、「やめろ」とま

たしても 

痩せて

いる 細い 

やらさがし物を見つける厄介な勘は、時

と場合を選ぶ能力に欠けているらしい。

トゥールにはまだ、ヴィテルリと対決す

る心構えなどできてはいなかった。いか

にも事務官らしいこの優男は、あごが 細く 

、明るい両眼は黒歌鳥のように落ちつきがな

い。なのになぜ、こんなに不安をおぼえるのだろ

う。 「おまえは鋳物工場をかまえる親方なの

か？」ヴィテルリがたずねた。 「いえ、ただ 

痩せて

いる 細い 
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だが切支丹などにうつつをぬかし、豊後

を除く国々を失うた。処世の智慧もなく、

運にも恵まれなかった年寄りよ） する

と現実主義の秀吉には珍しく、彼にや

や似て顎が 細く 

、頰肉のない宗麟の顔に軽蔑と共に憐れみの

情を感じた。 「休庵には日向の土地のうち、好

むところを与える旨、伝えたか」と彼は横にいる

近習にたずねた 

痩せて

いる 細い 

金を出して私を大学へ行かせてくれる

のだろうか。そう思う一方で、授業をサ

ボってしまう私がいる。この矛盾はいつ

なくなるのだろうか。 今年の抱負。心

は太く、体は 細く 

。 二十一世紀のテーマを「ラブ＆ピース」にしま

した。つらいこともあるけど、自分の周りだけで

もそれを広げていきたいと思います。 人生につ

いて深く考えています 

痩せて

いる 細い 

定期的に飲むだけで簡単に痩せれてし

まう今話題のサプリメントを入手できる

サイトを見つけました！！ 私は飲み始

めて２週間位でお腹がスッキリしてきて

太もももかなり 細く 

なりました。テレビで紹介されてから、品切れ状

態で今度いつ入荷されるかわかりませんが、こ

れを見てくれた人だけに教えてます。あまりに安

かったので、私は６ヶ月 

痩せて

いる 細い 

としていた。 篠原とミニスカート。それ

なりのわけがある。篠原がヨーロッパに

留学して、スイスからロンドンに渡った

六十七年に、「ミニスカートの女王」と謳

われた小枝のように 細く 

脚の長いファッションモデル、ツィギーが登場す

る。日本でもゴーゴー喫茶の盛況と時を同じくし

て、ミニスカートは爆発的に流行していた。 篠

原はいったん帰国したものの、一年後に 

痩せて

いる 細い 

た。 染八は所謂羽織芸者として第一

人者とされていた。嫋嫋としていて美し

いのに、ときにはまた気風のいい若者

のようにも見えた。 体は 細く 

乳房が大きく、多くのひとが、一度見ると忘れら

れない女だ、と評した。 顔立ちは雛に似てい

た。 年は二十歳であった。 旦那は木場の木

曾屋喜久兵衛 

痩せて

いる 細い 

「え…え？」 目を丸くしているうちに、晴

臣に伸しかかられて、枕ごとシーツにば

ったりと押し倒される。 雪也を守る―

そう言って日頃から鍛えている男の体

は、 細い 

見た目を裏切って、引きしまった筋肉がしっかり

ついていて重い。 覆い被さられ、ぴったりと重

なった全身に、服越しの体温が伝わってくる。 

「体は揉んでいただかなくて、けっこうです 

痩せて

いる 細い 

いまだ９キロありません。食事途中でオ

ッパイを欲しがり、抱きついてきます。

欲しがるだけおっぱいをあげようと思っ

ていましたが、体重も増えないし、もう

卒乳したが良いでしょうか？こんな 細い 

子で大丈夫でしょうか・・・。小食でも元気一杯で

走り回っているのですが。良いアドバイスをお願

いします。ウチも母乳です 近 特にご飯の時

に欲しがるんです体系が良いので 

痩せて

いる 細い 

切っておく）牛乳パックのちりとり指先を

あまらせてはめ、ブラブラと手を動かし

て軍手の先をゆらし、幅の狭い隙間や

奥のほこりをはらう高いところは両手を

使って細かい場所は、指の 細い 

子どもにおまかせ ラジカセやテレビもぴかぴか

に床を拭きながら、もういっぽうの手で溝をさわ

って両手で拭き掃除爪を立てて溝のほこりもす

っきりとレールもひとなで玄関・外まわりここをき

れい 

痩せて

いる 細い 

週間検診の時に検査をしましょうと言わ

れ、２週間検診でやっと反応がありまし

た！！この時の喜びは、今でも覚えて

います。小さく産まれた子や耳の中の

線が 細い 

子は、異物が出にくいそうです。ちなみにうちの

子は三千百五十ｇで大きい方でしたが・・・今思

うと入院中は、一人でよく泣いたものでした・・・

あなたの気持ち 

痩せて

いる 細い 

私は、細い子が好みなんですが、街で

みかけると、騎上位でお願いしたくなり

ます。 細い 

子はやはり騎上位が一番という同志はいます

か？もしくは、細身の子にはこの体位だよという

意見お待ちしてます。細身の女の子は、胸が小

さい事が多いので騎乗位 

痩せて

いる 細い 

それから予定日を聞くのも忘れていた。 

志穂子と別れたあとも広美は考え続け

た。だんだんと大きくなる志穂子のお腹

を想像することが出来ない。志穂子は

いつでも、薄い肩と 細い 

腰で、黒い服に身を包み、スカートさえも穿いて

いるのを見たことがない。そんな志穂子が大き

な腹をして、明るい色彩のマタニティドレスを着

るなんて、と広美は思う。似合わないと 

痩せて

いる 細い 

たいとは思えない。でも、まさか赦那に

それは言えないだろう。 しかし赦那は

その辺りの伽羅の心情を的確に見抜い

たようで、深く溜め息を吐いた。 「やは

りな…。伽羅の 細い 

腰では辛いのは判っていたのだが…。大分手加

減したつもりだったんだが…」 「大分…手加

減？」 ごめん、と謝る赦那に、伽羅はちょっと

むっとして 

痩せて

いる 細い 

、温室に似たような工芸品が置かれて

いるのを見たことがあったが、このあた

りではありふれた品物のようだった。 

麻のシャツを頭から被り、だぶつくズボ

ンのベルトを 細い 

腰にぎゅっと締める。それから窓の目隠しを巻き

上げて、足どりをはずませて階下へ降りていっ

た。石の堅牢な建物になじんできた者には、木

材と植物のつるばかりでできた 

痩せて

いる 細い 

 「ひ、あ…ッ」 指紋さえ感じ取れるほ

ど鋭敏に磨き抜かれた突起を意地悪く

弾かれて、志信は卑猥な悲鳴を上げ

た。 仰け反る志信の体を抱きかかえ、

男の手が背骨から 細い 

腰をなぞる。尾骨を撫でられたかと思うと、布地

越しにぐいと指を突き立てられた。 「あ…ッ」 

ぞくぞくっと、鮮烈な快感が背筋を這い上がる。

腕が自由なら、周防に 

痩せて

いる 細い 
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たら、おまえを抱いてなんかいない」「和

眞さん…」「わかった。白状する。もう、

降参だ」「え…？」「その代わりとにかく

一回イかせろ」 俺はそう言うと、彼の 細い 

腰を掴んだ。「和眞さん！ 駄目！ 教えてか

ら！」「うるさい！」 俺は喚いて、そのまま彼の

身体を持ち上げ、乱暴に上下しだした。 とたん

に昴は悲鳴を 

痩せて

いる 細い 

割られ、両手を力無く広げて、深々と肛

門を抉られる強い快感に喘いでいる、

仰向けの、６才位のお河童頭の可愛ら

しい美幼年の小菊に突き刺さっていまし

た。獅子男は両手で男の子の 細い 

腰を抱え、自分の腰を突き出して、少年の左向

きに退け反らせた、快楽の表情を、残忍そうな

嗤い顔で眺めていました。男の子の小さな陰茎

が勃起して、大きく凹ませた下腹 

痩せて

いる 細い 

。王室から毎年、生活費を支給されて、

いわば「飼い殺し」の身であった。 冬陽

のさす、タイルじきの中庭で、王の兄

は、妹とそのつれを迎えた。線の 細い 

、だが妹に面ざしの似た若者は、やや放心した

ような笑顔で、ふたりに椅子をすすめ、自らの手

で婦人むきの熱い飲み物をつくってくれた。兄が

来訪の目的を問おうと 

痩せて

いる 細い 

。坐りだこがある女というのは二十代三

十代ではあるまいと思う。 脚自体が重

そうだが、それは、野中はかまわない。 

野中は今どきの娘のように、針金みた

いに 細い 

、つよそうな脚で、ハイヒールを蹴立てて歩く姿

に魅力を感じない。鑑賞用にはいいが、ほんと

いうと、あんなふうに開脚度の大きそうな、バネ

の利いた脚よりは、重 

痩せて

いる 細い 

、あれは止めた方がいい。兵士にはた

ぶん向かない」 「ああ、あいつだろう？ 

わかってるさ」 それはまだ体のできて

いない十代初めの少年たちの中でも、

ひときわ 細い 

、まるで少女のようでさえある子供だった。春も

浅いこの季節に、槍を振って交互に打ち合うだ

けの動きで、もうすっかり息が上がってしまって

いる。汚れた茶色の髪がかぶさった下 

痩せて

いる 細い 

会った時から、人生はつまらないという

顔をしていたものだ。 「あたしの同級生

と、付き合ってたでしょう？」 「木村文

子」 「そう、木村さん」 「線の 細い 

、華奢な女の子だったよ」 「知ってたわよ、なに

かあったって」 「それでも、俺にバレンタインカ

ードをくれたのかね」 「そう、試してみたの」  

痩せて

いる 細い 

なぜショップのお姉さんたちはあんなに

細い人が多いのですか？決してスタイ

ルがいいとかではなくて 細い 

、小柄な人が多いと思います。ショップのどの服

も合うような、オールマイティ・マネキンな人を採

用してるんだと思います。そのためには細いの

は大前提で、またあまり背が高い 

痩せて

いる 細い 

、このＺ８のような、粗暴な後輪駆動車

だ。世の中で も頭が悪そうな駆動形

式、それはＦＲをおいて他にない。ＭＲじ

ゃあまりに真剣そうだしＦＦじゃあまりに

線が 細い 

。ＲＲはそれ自体、充分頭が悪いのだが、それ

を作っているのがポルシェとスマートという時点

で、なんだかインテリジェンスの気配がする。 

重量配分の問題から、当然ロングノーズ・ショー

ト 弱い 細い 

高まる期待を胸に、そのＡ４に試乗す

る！［試乗：森野恭行］ｐｈｏｔｏ：平野輝

幸ｅｄｉｔ：本誌・生田アウディ ジャパン：ｈ

ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｕｄｉ．ｃｏ．ｊｐ／ まとま

りと美しさは抜群。だが、全体的に線が 細く 

、力強さに欠ける。それが、先代Ａ４の印象だっ

た。ところが新型は、ダイナミックで、スポーティ

なルックスに大変身。ひと回りサイズアップした

こととの相乗効果で、存在感を大きく高め 弱い 細い 

多少の価格差だけで、実績のない新規

参入者から買ってくれる人はいません

でした。 それでも同社は、本業である

種や苗を生産農家に熱心に売り込んで

まわることで、 細い 

つながりながら、顔なじみの農家をコツコツと増

やしていきました。そんな折に事態を一変させた

のが石油ショックでした。その影響で農業用のビ

ニールが供給されなくなり、価格が高騰した 

関わり

が弱い 細い 

？」 「何が言いたい」 暴言にふさわし

い末期を与えるよりも、ため息をつきた

くなって、アズナートはひどく驚いた。 

青年と少女との間に、奇跡としかいいよ

うのない、細い 細い 

つながりの糸が生まれつつあった。 「…あなた

は、本当に《イルナーヅァ》に…」 言葉をどう続

けようとしたのか、後になって考えても、ティカは

思い出せなかった。思い出せなかっ 

関わり

が弱い 細い 

。トトロやラピュタを知っているならさら

に楽しめるでしょう。特にトトロは行く前

にみていくことをおすすめします。５歳

児が気にいったのはミニ映画館、下か

ら上までつながっている 細い 

階段、入ってすぐのトトロの仕掛け、猫バスな

ど。逆に、あまりジブリ作品に興味がなく、どちら

かというと外遊びが好きな男の子にとってはつ

まらないと感じてしまうかも。 狭い 細い 

言葉に笑みを刻んで床の間の隠し扉へ

と足を進める。密かに改築を重ねた屋

敷の造りを正確に把握しているのは成

湫と乙彦の二人しかいない。床の間の

向こうには地下へ続く 細い 

階段が続いていた。 「…これで、鳥越の証言に

裏が取れたわけだ」 鳥越というのは、三日前に

クラブで攫った沢渡組の幹部を務める男だ。沢

渡組 狭い 細い 

点け、「こっちよ」と言った。「急だから足

元に気をつけて。妊娠中に転んで、危う

く流産しかけたことがあるのよ」 彼女

の後ろについて、小屋の脇の 細い 

階段を降りた。階段の途中で隣家の人と目が合

った。この家はかなりの傾斜地に立っているの

だった。階段を降り切ったところに、真っ黒に塗

られたドアがあった 狭い 細い 
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毎晩盛り上がっている。タイ語に吹き替

えられた洋画ビデオもおもしろい この

２軒の前には、二十四時間営業のタイ

雑貨＆ビデオ店「ピチン」がある。 ２階

建てで１階が雑貨、 細い 

階段を上がった２階はレンタルビデオ店になっ

ている。 ビデオの品揃えはタイの映画やテレビ

ドラマが中心だが、 新のハリウッド映画のタイ

語吹き替え版なども置いている。中華系の時代 狭い 細い 

「とりあえず元祖のほうに敬意を表し

て、そっちから訪ねてみよう」 「イカソー

メンを創案した苦心談なんかを訊かな

ければなりませんし」 「駒澤」は二階に

あって、狭くて 細い 

階段を上っていくことになる。こっちはかなり大き

くて広くて、ま、ガイドブックに載っているのもム

ベなるかなという店であった。 ところが、店の灯

りはついているのだ 狭い 細い 

がいきなりモンスターに変化し、その後

ずうっと、出海を追い回す。 「まさか、

アノヤロー。噓を言ったのか？ 三つ開

けて、全部ニセモノだせ」 曲がり角に

隠れて、敵をやり過ごす。  細い 

階段を上り、行ってない所を見て回る。 そして

…。 「いやー、助かったあー！！」 四つ目の

棺桶の中に、一人の男がいた。 一応、訳を話

す 狭い 細い 

人の記者がソファに座り、この夏は休み

を少しだけは取れそうだという話を賑や

かにしている。 官邸の騙し絵のなか

を、ぐるぐると歩き回った。喫煙室から、

中央階段脇の 細い 

階段を戻って官邸の正面玄関ロビーへ上がり、

その左手にある広い階段をさらに上がり、上が

りきったところの薄暗い廊下を行くと、官房長官

室に出る。その脇に、小さな降り口が開いてい

る。 狭い 細い 

になろうかと思いまして、ここで決めさせ

ていただく公共施設の整備に関する事

項というのは、それを受けてさらにその

地区内のもう少し小さな公共施設、小

公園でございますとか、少し 細い 

街路というようにお考えいただいて大体よろしい

かと思います。○中島（武）委員そうすると、これ

は都市計画法の五十三条、五十四条による建

築制限、これを受けることになり 狭い 細い 

したものだ。有名な海の守神天后天姆

をはじめ、道・仏の神々が綺羅星のよう

に並んでいる。今でも旧の正月には盛

大な中国風の祭りがあるという。  細い 

街路をしばらく進むと、百三十年前の建築だと

いう、真っ黒にふるびた邸宅の中に招じられた。

当時の華僑大富豪の家で、前屋と後屋に分か

れ、中廊下でつながっている 狭い 細い 

何ごともむなしかりしと思ふとき隣室に

豆を煎るにほひすも焼けのこる 細き 

街路樹芽ぶけるを常なるものと行きてかなしむ

もろ鳥は高く鳴きつつ町なかの青き茂りをうつり

はゆかず実にながき一日と思ひし今日暮れて

吾は雑記帳にすぢひき始む瀬戸鍋に携帯口糧 狭い 細い 

こんにゃく玉 ガタン！ でこぼこの山道

をジープで走る。運転はとうさん。ぼくは

助手席。 「朝からなにも食べてないん

じゃ、胃もいたくなるさ。みつるは小さい

ときから食が ほそい 

からな。だから、背ものびないんだ」 とうさん

は、ぼくがいちばん気にしてることをいう。どうせ

ぼくはチビだ。クラス一のチビだ。 「あとひとし

ごとおえたら、 

少食で

ある 細い 

が長続きしない。漢方の「治法」では「滋

養肝腎」タイプ。２ 腎虚症状に加えて、

精神疲労しやすい、やる気が出ない、

手足の冷え、腹部や腰が冷えると痛

む、食が 細い 

、軟便・頻尿気味。冷えタイプでストレスが溜ま

るとすぐに下痢などお腹に症状が出る。治法は

「温補脾腎」タイプ。３ 腎虚症状に加えて、動

悸、胸が苦しい、不眠、眠りが浅く 

少食で

ある 細い 

くるという、いわゆる終末期の状態であ

り、それはずっと変わらなかった。食事

はミキサー食の液体状のものを、スプ

ーンでご自分で食べられたり、こちらが

介助したりだったが、食は 細い 

。体は骨と皮だけ、リュウマチということで、特に

痛々しいくらい足が細かった。ダイパー交換や

移動も二人で対応していたが、少しも力を入れ

なくても、十分持ち上がってしまうくらい 

少食で

ある 細い 

十四 外国の想い出 三月十七日。 

朝から、父は食欲がなかった。 食は 細い 

が、頭はハッキリしている。 日頃は口数の少な

い父が、私が泊った事を意識してか、朝から良く

喋った。 私の幼い頃の想い出話がほとんどだ

ったけれど、その 

少食で

ある 細い 

前述の通りですが、牛乳でお腹ゴロゴ

ロという人は、ヨーグルトやチーズを食

べればよいことはすでに述べました。そ

れらが口に合わない人や、年をとって

必要カロリーが少なくなり食が 細い 

という場合など、栄養補助剤としてのカルシウム

剤などの利用もよいでしょう。 カルシウム摂取

に関連してよく出る質問は、カルシウムの摂りす

ぎの心配はないかということです。人につい 

少食で

ある 細い 

ます。いろいろな方法を試してはいるの

ですが見つかりません。いい方法はな

いでしょうか？ちなみに生まれてから４

ヶ月強です。どうかよろしくお願いしま

す。うちもです・・（Ｔ＿Ｔ）食が 細い 

と気を使いますよね？３ヶ月くらいの時はバック

バクだったのに・・・うちの強制メシは・・・ササミ

や牛肉の赤身を茹でて、その汁と身を混ぜ込

む。ありとあらゆる 

少食で

ある 細い 

冷凍エサ各種、フレークフード、顆粒状

乾燥餌、アサリのミンチ、クリル、魚肉、

魚卵●比較的深い水域に生息する美し

いハナダイの仲間である。一般にこの

仲間は、水質の悪化に弱く、食が 細い 

ものが多いので飼育が難しい。本種も決して丈

夫とはいえず、十分な飼育設備が必要だ。餌

は、楽に口に入る大きさに細かくした動物性の

ものを、水流に乗せて 

少食で

ある 細い 
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ます。精神的に強い圧迫から離して入

院治療をさせると、しばらくして身長が

よく伸び始めることがあります。８ 栄養

不良による低身長 低身長の子どもは

多くの場合、食が 細い 

傾向があります。栄養は成長にもっとも重要な

要素のひとつで、なかでもたんぱく質やカルシウ

ムが極端に不足すると身長の伸びにも影響をお

よぼします。 極端な栄養不良の例とし 

少食で

ある 細い 

外来患者に出すビタミンＢ、Ｃ剤の保険

制限を昨年十月から実施すると決め

た。ところが、ビタミン研究者約百人が

八月、「潜在的な欠乏症患者が増えて

おり、食の 細い 

高齢者は重症化する心配がある」と反対の「要

望書」を提出。全国保険医団体連合会などの後

押しもあり、いったん決まった制限の中身はか

なり変更された。 厚生省が医療 

少食で

ある 細い 

４ヶ月になるＭダックスについて質問で

す。今日ご飯をぜんぜん食べません。

元気はあります。２ヶ月から飼っていま

すが、もともと食の 細い 

子で病院に連れ行っても異常なしです。（えさに

飽きた可能性があると言われました）体重なども

順調に増えていますが、心配です。えさを数種

類混ぜてみたの 

少食で

ある 細い 

になり、赤ちゃんもママもそろそろ離乳

食になれてきた時期ですね。初めての

味・素材に慎重な赤ちゃんもいれば、何

でも抵抗なく食べる子も。また、食欲旺

盛な子や食が 細い 

子など、食べる量に個人差が出る時期です。 

中期 初のたんぱく質メニューとしては、「白身

魚、鶏ささ身、豆腐」など、初期になれた素材か

ら選びましょう。同じ素材ばかりに偏ら 

少食で

ある 細い 

ていた男の子たちも、砂遊びに夢中に

なっていた幼児たちも、カプサのまわり

に座って食べはじめた。 四歳になる三

男はごはんが気に入ったとみえる。ふ

だんは食が 細い 

子なのによく食べた。十一歳の長男は、なんで

も好ききらいなく食べる子なのにカプサだけは苦

手。以前どこかで食べたカプサがひどい味だっ

たらしい。どうなるか心配した 

少食で

ある 細い 

量が少ないんですよねえ（＞＿＜）それ

でいて結構なお値段、いやあこれだと

思いっきり注文できないっすよ〜え？注

文してるって？いやいやホントはこの倍

はいただきたいところです。ここは食の 細い 

女性としっぽりいただくのが適切かと。え？会話

の内容、過激すぎて全くここでは書けません、パ

ンダさんが元○○とか・・・お会計は割ると一人

六千円、うーん・・ 

少食で

ある 細い 

て残っている。 それから生活苦が始ま

った。食糧難のため、栄養失調状態で

病気ばかりしていた。だが、空襲による

逃走時のような恐怖感はなかった。もと

もと食の 細い 

体質だったせいもあるが、食べないでも平気で

過ごせる子どもであった。 終戦後もしばらくの

間は、空襲のサイレンの音が学校や工場の終

始業の合図に使われていた。私 

少食で

ある 細い 

て行き、戦場を見渡せる杉林の切れ目

の稜線に主従が車座になり、蕎麦粉を

水で湿して板に伸ばし、三角に切って

茹で上げた角餉で、遅い朝餉をとった。 

平助は平素は食が 細い 

方なのに、この時ばかりは初仕事の成功に気を

良くしたか、大椀に三杯の蕎麦角餉を葱味噌で

お代りした。 ―いくら目のない食い物とは言

え、蕎麦は 

少食で

ある 細い 

をしてらっしゃる方に質問です。祖母（八

十七歳）が３日ほど前に転び腰を打ち、

今家で寝ています。病院での検査では

異常は見つからなかったものの、元々

食が 細かっ 

たのが、全く食べてくれなくなりました。今朝はス

ープ昼食はラーメンをちょっとあとパンをひとか

じり程度です。どうしたら食べてくれるようになり

ますか？どの様なものを作ってあげれば 

少食で

ある 細い 

ぼくに教えたがっていたんだ。 「瘦せた

からね。ずいぶん」とぼくは言い訳めい

た口調で言った。 澪が死んで、ぼくは

ほとんど何も食べられなくなった。もとも

と食の 細かっ 

たぼくは、ますます食が細くなって、みるみる瘦

せていった。六十二ｋｇあった体重は五十四ｋｇ

まで減っていった。それ以来、この数字は変わっ

ていない。 スーツだってぶかぶかに 

少食で

ある 細い 

なる。そんな慌しい日常の中、レストラ

ンの副料理長に、ラテン系でお調子者

のニックという男が就任したが、ケイト

は彼に馴染めないで居た。一方、引き

取ったゾーイは食が 細く 

、何を作っても食べてもらえない。ある日、ケイト

はゾーイをレストランに連れて行くと、ゾーイは、

ニックの作ったパスタを美味しそうに食べ始め

る・・・元々は、ドイツ映画のリメイク作品 

少食で

ある 細い 

走破し、ダッシュ百八十本―成果はそ

れぞれのファイトを楽しみにしよう。カピ

オラニ公園を駆け抜ける坂田。その速

さとダイナミックさに目を見張ったひと息

つくとすぐに笑顔が戻ったイーグクは意

外に食が 細く 

、果物大好き坂田はよく食べてよく走った角海

老勢の部屋は地上三十四階レンタ・バイクを見

つけて記念撮影。オフのノリは修学旅行！ロー

ドワークの後はダッシュ！ここでは苦しさが脚を

前に 

少食で

ある 細い 

新記録をマーク、優勝決定に花を添え

た。 百八十四センチ、七十三キロのす

らりとした体形。もともと柔軟性には優

れていたというが、胃下垂気味の体質

で食が 細く 

、昨季までは度重なる肩やひじの故障に悩まさ

れ続けてきた。 「他の投手と比べ、筋力的にも

そこそこ」（続木トレーニングコーチ）だったが、こ

こ数年、体幹や右肩周辺を 

少食で

ある 細い 

の為に、食器の選定や運営全体につい

て審議をしています。 このように、多く

の人々のお陰で、おいしい給食が準備 細く 

、残飯が大量に出ることが有ります。 多い時は

何キロ位になると思われますか？ 町内の残飯

を全部合わせると、約百五十ｋｇになることがあ

少食で

ある 細い 
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されていますが、肝心の子供たちの食

が 

るそうです。 日本全国 

六千円、うーん・・・多分もうここには・・・

というかばれさんがいるからそもそもこ

こは無理だったかと（笑）※ばれさんは

私の１．６倍食べます誰か食が 細く 

て割り勘にしてくれる優しい人男女問わずここに

行きませウ〜（＾ｏ＾）丿※その後『ブルームーン』

というバーでモヒートを飲んで解散、写真は暗く

てＨＧでした（＞＿＜）（（焼肉猿吉 

少食で

ある 細い 

さえなっていた。三度の食事を待ちかね

るほどで、それ以外にも人が恵んでくれ

るおやつの類は何でも遠慮なく貰って

食べた。あとの五人はいつだって、食が 細く 

て付き添いが匙を投げるか、とっくに何も喉を通

らぬような老女ばかりであった。箸もつかぬそう

いう副食の余りものも、捨ててしまうくらいなら

と、すべて矢田のばあちゃんに回さ 

少食で

ある 細い 

我が家のトライカラーのパピヨンは食が

非常に 細く 

なかなか餌を食べてはくれません。飼い始めた

ときのほうがよく食べていたようにも感じていま

す。いろいろな方法を試してはいるのですが見

つかりません。いい方法はないでしょう 

少食で

ある 細い 

皐月賞）→五百六キロ（ＮＨＫ杯）と、減

り続けていたのだった。 「また細くなり

ましたねえ。追い切りのときはそれほど

には見えなかったんですけど、また食い

が 細く 

なったんでしょうか…」 解説者の声が追い討ち

をかける。 そのころの私は競馬ファンといって

も、もっぱらテレビ観戦だけで満足していて、わ

ざわざ競馬場へ出かけることはなかった 

少食で

ある 細い 

人が盛り上がったところで、昼食が運ば

れて来た。 病人食は、毎度鶏肉が多

い。元々、鶏を好まぬ父は、食欲がない

こともあって、殆どを残した。 食が 細く 

なった父に、母は自分の体調よりも心配し、父

は父で、母の食欲を心配するのだった。父の余

命を知る母は、自分がここで確りしなければと思

うのか 

少食で

ある 細い 

だ。 「瘦せたからね。ずいぶん」とぼく

は言い訳めいた口調で言った。 澪が

死んで、ぼくはほとんど何も食べられな

くなった。もともと食の細かったぼくは、

ますます食が 細く 

なって、みるみる瘦せていった。六十二ｋｇあっ

た体重は五十四ｋｇまで減っていった。それ以

来、この数字は変わっていない。 スーツだって

ぶかぶかになるわけだ。 でも、 

少食で

ある 細い 

さんなのに、“ご主人”の介護をすること

で元気を取り戻されたように見えまし

た。しかし、私たちから見ても、ノブコさ

んのほうが明らかに弱られてきて、食欲

も 細く 

なってきました。病院から出るときは、「もって、

あと二〜三カ月です」と言われていましたが、そ

の二〜三カ月は越えて、すでに五カ月が経過し

ていまし 

少食で

ある 細い 

。牛乳類にもカルシウムを強化した乳

飲料が作られています。カルシウムの

補給には牛乳を飲めばよいといっても、

牛乳をあまり飲めない人もいますし、高

齢者で食が 細く 

なって十分にカルシウムを摂れない人もいま

す。したがって、カルシウム強化食品の存在意

義はあります。 注意すべきは、カルシウムだけ

を多くすると他の栄養素とのバランスが問題と

なること 

少食で

ある 細い 

暑い夏が続きます。食が 細く 

なりますので、今夜のタイトルはスタミナ料理！

冷やっこには葱を薬味にします。野菜の煮物に

蓮根の素揚げをいれてみました。鳥の手羽先の

から揚げ（塩胡椒味が好き） 

少食で

ある 細い 

咽頭の構造的な病気が原因でいびきを

かいているような場合、当然、食生活に

もさまざまな影響が現れてくることにな

ります。 咽頭が狭いために、食べ物が

飲み込みにくく、食が 細く 

なる。よって発育に必要な十分な栄養がとれな

い等々、身体にいろいろな障害が起きてくるの

は一目瞭然です。 それだけではありません。

日常的に元気がなくなり、気持ちにも 

少食で

ある 細い 

なるものですから、できる限り同じフード

を同じような与え方をして欲しいもので

す。この時期はよく食べ、遊び、寝るこ

との繰り返しが子犬の１日の仕事のよう

なものですから、食が 細く 

なること、食べずに１日を過ごすことでは困るの

です。 子犬時に与える食事として考えられるも

のは、良質なドッグフードは言うまでもありませ

んが、他には鶏肉、牛肉 

少食で

ある 細い 

に、必ずどのような食事を与えていた

か、どれくらいの量のものをどのように

して与えていたのか聞いてみるとよいで

しょう。子犬は環境が一変しますと、食

が 細く 

なる子犬が多いものです。兄姉、姉妹で競って

食べていたものが、淋しさから競う相手もなく食

が進まなくなるものですから、できる限り同じフ

ードを同じような与え方をして欲しい 

少食で

ある 細い 

キャベツが２玉もあります。二人暮し

で、食が 細く 

普通に食べていたら食べ切れません。大量に消

費できる食べかたや料理方法を教えてくださ

い。お好み焼きを大量につくる。焼き上げてから

１枚ずつラップして冷凍保存。食べたい時にチ

ーン 

少食で

ある 細い 

 ように。つかわない ときは はを し

まって おく。はが きれにくく なったら 

おって，あたらしい はに して おく。こ

こを おる。かがくせっちゃくざいで  あつい 

 かみを はるチューブの 下の ほうを かるく 

おさえて 出す。チューブの 先で のばす。ゆ

びは つかわない。はりあわせて 三十くらい 

かぞえる。つかったら，すぐに チューブ p 厚い 
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いったら、おじいさんは そんなこ

は、もうすぐ やってくる シャーベ

ットうりに つれていかれるぞって。

それでも、ぼくが ないていたら、お

じいさんは だまって  あつい 

 コートを きて、そとに でていったんだ。

それっきりさ…。おじいさんは、ぼくの か

わりに、シャーベットうりに つれていかれ

たんだ。」 ドンの  p 厚い 

と おなじくらい からだに わる

いことです。これも あたりまえのこ

とだけど、しらないひとが おおぜい 

います。ふゆ、だんぼうの へやに 

はいったら、そとで きていた  あつい 

 ふくを ぬぎましょう。そのままだと あ

たたかくなりすぎて、こんど そとへ でた

ときに かぜをひきます。びょうきのなかで 

いちばん かかりやすいのが かぜ。かぜを

ひくの p 厚い 

身分のかべは あつい 

 晋作のこころには、大きなこだわりがあり

ました。 「わたしは身分の高い武士の子ど

もで、そのために明倫館にも昌平黌にも、入

学することができたのだ。わたしにとっ p 厚い 

特徴の「はりはり鍋」。あっさりしょ

うゆ味に、豚バラでうまみを加えるの

がポイント。大根と豚バラのはりはり

鍋材料（４人分）●大根の下準備大根

は長さを３つに切って皮を 厚く 

（約３ｍｍ）むき、縦に厚さ３ｍｍに切って

から、幅３ｍｍの棒状に切る。作り方１ 水

菜は根元を切って葉と茎を切り分け、葉は長

さを３つに p 厚い 

。つくねに歯ざわりのいいれんこんを

プラスして、ワンランク上のおいしさ

に。大根と鶏つくねのピリ辛鍋材料

（４人分）●大根の下準備大根は長さ

を３つに切り、皮を 厚く 

（約３ｍｍ）むく。縦に厚さ３ｍｍに切り、

さらに幅２ｃｍに切る。作り方１ 鶏つくね

を作る。材料のれんこんは皮をむいて十分ほ

ど水にさらし、粗みじんに p 厚い 

と一間トビで逃げると、黒４と打た

れ、逃げるだけになってしまいます。

黒は右上隅の地も大きく、上辺にも展

開しているので有利です。８図９図

（白、 厚い 

） のヒラキは、右上隅の守りをはぶいた手。

それを８図のように黒に楽をさせたのでは、

面白くありません。黒が右上の守りをおこた

ったのですから、 p 厚い 

が，舌の萎縮はない．しばしば舌苔を

伴う．Ｓｊｏｇｒｅｎ症候群のさい

も，唾液欠乏のため異常の舌乾燥をき

たす． 舌苔ｃｏａｔｉｎｇ（ｆｕｒ）

のあるときは，その程度（薄い・中等

度・ 厚い 

）および色調を記しておく．舌苔は口で呼吸

するとき，口内乾燥をきたすさいに生じやす

い（上記）．喫煙家，便秘時，消化器疾患，

熱性疾患，夜ふかし後などにも認められる． p 厚い 

より，ＲＩの区別やエネルギーを求め

ることも可能である．このほか宇宙線

や中性子の検出などにも利用される． 

専用の原子核乾板が用いられるが，乳

剤層（原子核乳剤）は 厚く 

，０．１５μｍ程度の微細な粒子が用いられ，

含有量も多い．荷電粒子の種類，エネルギー

により数種製造されている． 原子核乾板の

ように厚い乳剤膜の現像を均一 ｐ 厚い 

は福岡，春日近辺のものと非常に近い

という特徴は全期間を通じていえる。

しかしながらこの地域のＫⅡ期（中期

前半）の甕棺は，先にあげた点とは反

対に，器壁が 厚く 

，したがって底部のしまりが悪く，スマート

さがない。つまり薄くスマートに仕上げられ

ない技術の拙劣さが認められる。逆に器壁が

厚く重厚になってくるＫⅢ期には器壁をきわ

めて薄く仕上げるが p 厚い 

積層された上下表面板と，心材も異方

性材からなる一般的な異方性サンド

イッチ板を考える．表面板は心材に比

べて十分薄いと考え，表面板自身の曲

げ剛性は省略し，心材は 厚く 

，その横方向の，せん断剛性のみを考える．

表面板が対称積層されているので，面内曲げ

のカップリング剛性Ｂｉｊ＝０となる．異方

性サンドイッチ板の，図３．９に示す合 ｐ 厚い 

） ブレードの設計とけがき」を参照

してください。ただし，ブレード上面

は最終的に曲面になりますが，「けが

き線」は曲面に外接する矩形をけがき

します。この時にブレード先端部を 厚く 

，根元部を薄くします。ただし，ブレード材

料の竹・木の別なく最小の厚さ１ｍｍ以下に

しない注意が必要です。４ 成形（その１）

―ブレード底面の削り出し― ブレードの ｐ 厚い 

の要請をみたすものとして，宅地建物

取引業法と命令等が各頁４段組にな

ったものがある。２社から出版されて

いる。１社のものはＡ５判（小さい）

で 厚く 

，使いにくいのでＢ５判（大きい）で薄く使

いやすい方を紹介する。●宅地建物取引業法

関係法令集―東京都住宅局不動産業指導部監

修（週刊住宅新聞社）（３）  ｐ 厚い 

つの小さな歯をもつことが特徴的。土

壌および淡水中に生息し，小動物を捕

食する。モノンクルス科 Ｍｏｎｏｎ

ｃｈｕｌｉｄａｅ 大きな口腔全体

が後方に向かって徐々に細まり，前方

部の口腔壁が極めて 厚く 

，大きな歯を１つもつことにより，容易に識

別される。土壌および淡水中に生息し，小動

物を捕食する。ドリライムス目 Ｄｏｒｙｌ

ａｉｍｉｄａドリライムス科 Ｄｏｒｙｌａ

ｉｍｉｄａｅ ビン型の食道の後方のふくら

んだ ｐ 厚い 
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。肩鎖靱帯を横切開して関節面を展開

し，関節円板を切除した。関節面を含

む遠位骨片はきわめて薄く，上面の骨

皮質が残っているのみであった。下方

の第３骨片は 厚く 

，軟部組織を連続させたままで，この遠位の

２骨片を整復することは困難であった。この

ため下方骨片に付着する軟部組織をすべて切

離し，一度摘出した。鎖骨遠位端骨折用 ｐ 厚い 

まず、日本人におなじみの焼餃子で試

食してみることにした。 「日本の餃

子の皮って、そもそも焼餃子がうまく

できるようにつくられているんです

よね。手づくり皮は概して 厚く 

、あらかじめ蒸すかゆでるかしておかないと

火が入らないんです」 高城さんはそう言い

ながら、焼きたての餃子を運んできた。きれ

いに焼き色のついた餃子はどれもおいしそ

う。だが ｐ 厚い 

 しかし、みんなのテーブルの前に

は、ひとつの顔がのっていた。日曜日

の早朝にフードキングで粘着テープ

を買った男の似顔だった。その男は浅

黒い顔をして唇が 厚く 

、うっすらとヒゲをはやしていて、下顎が少

し突き出ていた。そして、丸いミラーサング

ラスをかけ、黒いストッキングキャップをか

ぶっていた。ジェフ・グラムザが覚えていた

フェイスマスクを巻き上げたの ｐ 厚い 

が侍しているだけで、それ以外は、大

臣秘書や与党の幹部でさえも、のぞく

はおろか、廊下をあるいても、守衛が

制止にとんでくるしかけになってい

るし、壁も扉もおそろしく 厚く 

、おまけに防音装置がほどこしてある。 某

月某日―いや、ものうい真夏の或る金曜日の

朝、この厳重な警戒と朱鷺色の正倉院風唐草

模様の壁につつまれた荘重な部屋で、定例の ｐ 厚い 

われわれ二人だけでカウンターの中

には女の人が二人。 本日の焼き魚、

鱈の味噌焼き（六百円）をたのむ。 こ

の鱈の切り身が大きかった。手紙の茶

封筒より大きめで、身も 厚く 

、キクチ青年と二人で食べても十分の量だ。 

この店は盃も大きく、こういうところにつく

づく地方の大らかさを感じる。 「いごねり」

という九州のおきゅうとのような海草の ｐ 厚い 

にもいろいろなレコードがありまし

た。当時のレコードは、半面のものが

多く、片面だけに刻みがはいってい

る、うしろのほうはのっぺりとしたも

のでした。そのうえレコードはひじょ

うに硬くて 厚く 

、しかも割れやすいので、貴重品でした。わ

たしの両親が音楽が好きだったことが、わた

しに音楽をひじょうに親しいものにしてくれ

ました。 音楽を聴くことは、わたしの小さ

いとき ｐ 厚い 

血液の性質によって、血管を区別して

いた。だから、心臓から肺に向かう肺

動脈は、ガレノス説では「静脈」の一

部になる。しかしふつうの静脈とは異

なり、壁がやや 厚く 

、しかも拍動するので、「動脈性静脈」と呼

ばれた。同様に、我々の肺静脈は、ガレノス

説では「動脈」の一部であり、「静脈性動脈」

と呼ばれた。体循環 ｐ 厚い 

しかしあのとき使った中国画仙紙は、

ニジミの感度がするどすぎて、のびや

かなふっくらした雪の丸みは、でづら

い。絵には使ったことはないが、奉書

はどうだろう。肉が 厚く 

、ニジミがにぶく変化のつきづらい点が、こ

の場合よいのではないか。人物の描線は、彩

色筆では甘くなる。硬い面相筆を使おう―と

いうことで、奉書を三種類買い集め、 ｐ 厚い 

がある。残しては失礼だ。 厳選集中

の注文モードに入る。 まず「亀の手」

下の柔らかいところを剥いてたべる。

上は固くて開かない。 「鰹のたたき」

切り身が大きく 厚い 

、ニンニクは焼いてある。 まだいける「ぜ

うごう」鰺の小さいのの刺し身。 「ジャコ

天」宇和島名物を食べないわけにはいかない。 

ご飯にする。 仕上げのご飯ものは「薩摩汁」 ｐ 厚い 

ことを考えている銛打ちは、さけんで

いた。 「四番目は」コンセイユは、

あわてることなく説明をつづけた。

「無足目である。その体は長くのび、

腹びれがなくて、皮膚は 厚く 

、ぬるぬるしていることが多い―この目には

ひとつの科しかない。代表は、ウナギ、デン

キウナギです」 「上等な味じゃないな！ う

まくない！」ネッド・ランドがいい返した ｐ 厚い 

は風の息ひとつ、雨の滴ひとつ、聞こ

えない。窓には霜がおりていて―もう

一時間以上、眼を見開いて見つめてい

るけれど！―その白い層はいつまで

もふわりと 厚く 

、外の様子を見せてくれない。 いまごろシ

ライナはどこにいるのだろう？ どこで寝て

いるの？ 夜の中に念を送り、わたしと彼女

をきつくかたくつないでいると信じてい ｐ 厚い 

いた。それで家を建てるという、一種

の道楽を含んだところにまぎれこま

せて、しかし家族のため自分自身のた

めに健康で実用一点ばりの住まいを

組立てようとした。外廓はできるかぎ

り 厚く 

、外装に使うタイルを煉瓦色にし、総体のな

りは総二階上下ずんどうにし、タイルの寸法

と表面の粗密を決めて瀬戸の陶器工場へ注文

に行った。部屋は庖丁で断ち割ったよう ｐ 厚い 

ます。したがって手の水虫の人はたい

てい足にも水虫を持っています。 ま

た両手よりも片手に見られることが

多いのも特徴です。 手のひらも足の

裏と同様、角質層が 厚く 

、毛が生えていませんので、基本的には足の

水虫と同じ症状が生じます。しかし手は足と

違って指の間がよく広がりますので、足の趾

間型にあたるものは ｐ 厚い 



213 
 

楕円筒形の出窓と手すりが凸で出っ

張っている。その上についている楕円

形のメダイヨンもわざと法外に大き

くし、不安定な感じを出してある。 

上下二層の間には、ことさらに 厚い 

エンタブラチャー（水平部分）を入れて、上

下の関連をわざと断ち切ってしまっている。

ファサードの両端も断ち切られて、宙に浮い

たままだ。鐘楼も同様にして相反する曲面と、

切り返しとによっ ｐ 厚い 

植物がみられる。いずれもそれぞれの

生活環境に適応した生活形と考えら

れる。図 5-十八 冬芽の位置と生活

形 地上植物のなかにも，冬季に落葉

する落葉広葉樹や， 厚い 

クチクラ層を発達させ，一年中葉をつけてい

る硬葉樹などがある。硬葉樹は夏に雨の少な

い地中海性の気候地域に生育し，小形で硬い

葉をつけるオリーブやコルクガシなどが ｐ 厚い 

とまざり合っているので、なかなか目

につかないのだ。魚があまりにも自分

たちのカムフラージュを過信してい

るので、ベルトランは１匹手でつかま

えてしまった。それはハゼに似た、 厚い 

くちびるで出目のナンキョクカジカだった。 

ふいに海藻のカーテンから何かの影がはやて

のようにあらわれてピタッと止まった。アシ

カだ。そこへもう１匹。やがて５匹に増え、

好奇心と ｐ 厚い 

の稽古をしているのです、という。西

郷は大声で笑って、 「わしゃ、腹は

切らんど。痛かでやァ」といって去っ

た。 西郷の体は脂肪の層が 厚く 

て容易に腹が切れないということもあった

が、本来、痛みというものを人一倍感ずる体

質であったのか、ともかくもこれらの言葉は

逆説でも諷諭でもなく、心から本音 ｐ 厚い 

はないと思いますし、それから大体従

来のわが国におきます陸上地域を主

体としました石油探鉱の歴史からし

まして、大体どの地域においてその石

油胚胎の可能性のある地層が 厚い 

とか、あるいはあるとかいうふうなことは、

その地域につきましてのそう詳しい調査では

なくて、いわば地質的な陸地の調査結果とか

いうふうなことからも推定がされてき ｐ 厚い 

帽子に傘、長袖は絶対です。暑いなん

て言ってられませんよ〜！（笑）買っ

てよかった「ＵＶチェッカー」♪ちな

みに、テレビでコスメアドバイザーが

言ってましたが、男性は角質層が 厚い 

ので、女性ほど紫外線が浸透しないそうです。

やっぱり女性の方が、日焼け対策が必要なん

ですね。 ｐ 厚い 

に引き込まれていくだろう。 東野圭

吾（千九百五十八〜）はさまざまな作

風をもつ作家だ。『白夜行』のような

大河ロマン的な小説もいいが、通勤電

車などで読むには「 厚 

過ぎる」ので、本作を取り上げた。なお、広

末涼子主演の映画では、ラストが原作とは異

なる。ものがたり妻と娘が乗ったバスが転落

事故。妻は帰らぬ人となったはずが… ｐ 厚い 

ＡＭＩの布バッグ』（文化出版局刊）

など。ＨＰはｈｔｔｐ：／／ｈｏｍｅ

ｐａｇｅ１．ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ／ｅ

ｚｕｒａ／ｕｍａｍｉｂａｇｓ．ｈｔ

ｍ居心地がよさそうな細長い空間に

は、バッグになる日を待つ布や革が詰

まっている。革バッグのつくり方材料

ゴート中 厚 

革（厚さ１．１〜１．２ｍｍ程度のもの）…

四十五×四十五ｃｍ２枚二十番ミシン糸厚紙

順序１ パターンを２倍に拡大して厚紙で型

紙をつくる。２ 革 ｐ 厚い 

いよいよ本日プロ野球が開幕！直接

タイトルとは関係ありませんが（＊＾

＿＾＊）本日のメニューはというと…

タコのウインナー 焼鮭 フワフワ 厚 

巻タマゴ レンコンチップス！そして食べる

まで具がわからないオニギリ！（＾−＾）ｖ花

巻東は残念だったけど頑張れ！ライオンズ！

（ｏ＾−’）ｂではでは今週も一週間ありがと

う！いっただっきま〜す！ ｐ 厚い 

ＫＮＩＦＥマガジン二千八．一〇月号

が発売されておりますネｒｅｄｏｒ

ｃａでは新作の極 厚 

剣鉈「曇」（どん）尺と出雲山刀「山鯨」を

ｈｔｔｐ：／／ｂｌｏｇｓ．ｙａｈｏｏ．ｃ

ｏ．ｊｐ／ｒｅｄｏｒｃａｓｈｏｚｏ／４２

０５９６２８．ｈｔｍｌｈｔｔｐ：／／ｂｌ

ｏｇｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｒｅｄｏ

ｒｃａｓｈｏｚｏ／４２０５９８０６．ｈｔ

ｍｌご紹介してます「鯉」ブームですねぇ表

紙は平山晴美さんのナイフです・・・綺麗で

すね♪安来でお会いした ｐ 厚い 

が３ｍｍ以上のものをいう．鉄鋼統計

上では，板厚６ｍｍ以上のものを厚

板，３ｍｍ以上６ｍｍ未満のものを中

板と規定しており，百五十ｍｍ以上の

ものは通常，極 厚 

鋼板と呼んでいる．ａ） 厚中板の製法と生

産量 厚板は通常，厚板ミルによって製造さ

れるが，ホットストリップミルで鋼帯（ホッ

トコイル）を圧延し，これをシャーで所定 ｐ 厚い 

する合糸期（ｚｙｇｏｔｅｎｅ ｓｔ

ａｇｅ）に移り，細胞間橋で体細胞に

包まれた状態で存在している．並列し

た染色体がそれぞれ２本の染色体に

分かれて４本の染色分体を含む 厚 

糸期（ｐａｃｈｙｔｅｎｅ ｓｔａｇｅ）か

ら雄親由来と雌親由来の相同染色体が分離を

始める複糸期（ｄｉｐｌｏｔｅｎｅ ｓｔａ

ｇｅ）になると，卵母細胞はそれぞれが１層

の体細胞に包まれる．核内では ｐ 厚い 
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寝所または座所とし、御帳台ともいう

が、のちには寝殿母屋に据える装飾的

な調度となり、前には獅子・狛犬の置

物を飾るようになっていく。 帳台の

内部には 厚 

畳を二枚並べ、その上に茵を敷く。菌は畳を

芯に錦で縁を取り、刺繡で草花などの模様を

施した正方形の敷物のような座具である。ち

なみに綿を布 ｐ 厚い 

たり風邪寝の首出だす炬燵にのせ癩

の手相を笑ひあふ癩の妻黒好み着て

下萌に陽炎やふくらみもちて封書来

るみな春へ向ふ庖丁青めるも茶碗と

箸洗ふ青年芽木に出で恃む義兄より 厚 

切の餅届きけり祝婚や春夜ねぐらの鶏くくと

祝ぎ戻り埋火に夜ののこり過ごす春入日落ち

かねつをりむさし野に筍を撫づるより旅くつ

ろぎぬ花梨や夕べしみくる電車音望郷台暮春

の頭 ｐ 厚い 

ハムの調理法を読んでいたのだった。

若い二人の問いただすような視線に

気づくと、ミス・マープルは声を出し

て読みはじめた。「ベイクド・ハムと

ホウレンソウの取り合わせ料理。まず

ベーコンの 厚 

切れに香味料をつめ、黒砂糖をまぶします。

それをオーヴンにいれ、よわ火でゆっくり焼

き、裏ごししたホウレンソウをそえて出しま

す。あなたがた、この料理をどう思う？」 「ま

ずそうな ｐ 厚い 

あなたにとっての東京で一番うまい

ラーメンを教えて下さい。「具多（Ｇ

ｏｏＴａ）」の 厚 

切大叉焼麺です。失礼。町田の万豚記の、白

ごまたんたん麺が好きです。一応、東京都で

す。 ｐ 厚い 

キクの品種  ●菊の品種●◆大菊

（一輪菊） 厚物：多数の花弁が中心

に向かってこんもりと盛り上がった

もの。  厚 

走り：厚物の花弁の下に長い花弁が走るよう

に垂れ下がったもの。 管物：花弁が管状に

なり、直線的に放射状にのびる。 一文字：

「御紋章菊」ともいう。天皇 ｐ 厚い 

開ける。塩と胡椒をすりこむ。大さじ

６杯の水を入れた天板に三脚をたて、

カモを乗せてオーヴンに入れ、火が通

るまで１時間四十五分から２時間焼

く。 その間に底の 厚い 

鍋に水百二十五ｃｃにキャスター糖三十ｇを

入れ、弱火で溶かす。キンカンを薄く輪切り

にして加え、蓋をして十五分、あるいはやわ

らかくなるまで煮ておく。 別の鍋に残り ｐ 厚い 

 千九百八十四年、千葉県八千代市の

産。厚葉の葉変りとして採取され、十

年目に咲いた初花が写真のような小

輪赤花だった。羅紗地ではないが、 厚 

肉、つや消しの中チャボ春蘭に咲いた夢の花

である。清楚な白軸も恵まれた素質だ。ぼや

斑は新葉にわずかに出る。君子 Ｋｕｎｓｈ

ｉ宝玉 千九百七十七年頃、茨城県行方郡 ｐ 厚い 

中輪花。水仙弁で三弁、捧心ともに反

りがち。濁った花色に咲くことが多

い。弁先の色は特に濃い。中葉性の中

垂葉でやや巻く。といは普通。光沢の

ある緑地で 厚 

肉、全体として中型の葉姿。曙斑、芯がらみ

ともにあまり目立ないことが多い。出芽は緑

にうすく桃をかける。丈夫で繁殖は普通。現

在はあまり栽培されていない。四十 ｐ 厚い 

は鮮赤紅色。長円弁の平肩咲き。捧心

の抱えもよい。舌は乳白色の巻舌で二

引の紅点。花茎は白軸でよく伸びる。

大葉性の垂葉。葉姿は半円形を描く。

濃緑地で 厚 

肉。出芽は緑。花茎の節に色が強く出た時の

花色は悪い。丈夫で繁殖は特によく、小割に

するといくらでも芽を出すが花はつかなくな

る。発見後、新潟県 ｐ 厚い 

つぶ」、「あおつぶ」、「あかつぶ」

などいろいろな呼び名がある。エゾボ

ラ属の貝にはエゾボラ、ヒメエゾボ

ラ、エゾボラモドキ、アツエゾボラ、

チヂミエゾボラなどがある。主に本州

以北の寒冷な海域にすむ。殻は 厚く 

、バイ類に比べ角ばった感じがする。殻の色

は白、茶色、こげ茶など様々。エゾボラ属の

ほかにエゾバイ属のエゾバイは”いそつぶ”、

ヒモマキバイやシライトマキバイなど、殻が ｐ 厚い 

近頃の豪華な大型の美術書を見慣れ

ている人々から見れば、竪三十五．七

センチ、横二十七．四センチのこの本

は驚くに足りない外見かも知れない

が、表紙は純白の 厚い 

、バックラム、背には上部と下部に四角の黒

いモロッコ革に金で二重の縁どりを施し、そ

れぞれ金文字で書名、著者名とメディチ・ソ

サエティの文字を表したもので、いかにもこ

の著者好み ｐ 厚い 

使われたか、想像することはむつかし

い。尾のこの部分は、前の部分ほど脆

弱ではなかった。一方、尾は十字軍戦

士の鎚矛のように、攻撃に使ったに

は、あまりにも 厚く 

、ぶかっこうすぎるようである。生きている

時は、棘と突起は、鋭い角質のおおいにおお

われていたことは明らかである。 動物全体

の姿は、たいへん大きな棘の多い、重い尾を ｐ 厚い 

道の両側にある建物は大部分が廃墟

だった。いくつかの建物は焼け残った

骨組みしかなく、木々や高い紫色の雑

草が、扉や窓から我が物顔に生い茂っ

ていた。頭上の、 厚く 

、ほこりだらけな蜘蛛の巣は、都市の中心部

ほど色濃くなかった。ナイアルは、ずっと自

分が見えない眼によって監視されている感覚

を経験した。まるで激しい好奇心の視線に軽

く ｐ 厚い 

は地面に裸で横になり、そのマントを

掛けて寝るのであった。 彼らは黒人

奴隷ほど黒くはない。けれども彼らと

同様、鼻はししっぱなで、口は大きく、

唇は 厚い 

。その髪は黒人より短く、もっと縮れている。

それはラチネ織りのように見える。私の気付

いたところでは、彼らの言葉は非常に変わっ

ていて、彼らの一語一語は ｐ 厚い 
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赤みや水疱などの炎症性の反応が生

じます。これが趾間型や小水疱型の水

虫です。この反応は通常夏に出ます

が、毎年繰り返しているうちに、足の

裏全体の角質層が 厚く 

なってきます。これが角質増殖型の水虫です。

足の水虫は通常、この３つの型に分けられま

す。それぞれの特徴を見てみましょう。趾間

型 （口絵２ページの写真５） ｐ 厚い 

普段はコンタクトを使用しています

が、費用がかさむのでメガネにしよう

とおもっています。視力が悪いため、

普通のレンズでメガネを作ると極端

に 厚く 

なってしまいます。非球面レンズとメガネの

組み合わせでどこかおススメの店があったら

教えてもらえませんか？本当はコンタクトの

方が目のためには良いですよ。実際私は使い

捨てにし ｐ 厚い 

に分裂させて効率よく胞子（無性胞

子）を作ります。この胞子のことを分

生胞子または分生子と呼びます。（無

性胞子には分生子のほかに菌糸の一

部の細胞壁が厚くなる 厚 

膜〔厚壁〕胞子などもあります。）このカビ

たちは、胞子が発芽し菌糸となり、受精をお

こない、次の世代の胞子をつくるという一連

のサイクル、つまり、有性世代の生活環を経 ｐ 厚い 

。だから僕が望んでいるのは、船首や

船尾の役に立つ、この紹介文によって

巻を開いたり閉じたりすることでは

なく、むしろ一つの特質を強固ならし

める趣意書という 厚い 

膜として、これで巻のまわりを覆うことを得

さしめるような一種の仮綴じ法なのである。

電話交換局 自分で自分を傷つけたり、二重

の生活をしたり、他の連中 ｐ 厚い 

現像ポジ型レジスト． 第２例の脱保

護による極性変化の機構が最大の注

目を浴び，アルカリ現像ポジ型レジス

トの原型となった．第１例のＳＵ‐８

の架橋は，４μｍの 厚 

膜も用いて行われたが，このＳＵ‐８レジス

トは，ＭＥＭＳ（ｍｉｃｒｏ ｅｌｅｃｔｒ

ｏ‐ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ

ｓ）に最もよく使われる厚膜レジスト（十〜

百μｍ）となった． その後二十年 ｐ 厚い 

なった．第１例のＳＵ‐８の架橋は，

４μｍの厚膜も用いて行われたが，こ

のＳＵ‐８レジストは，ＭＥＭＳ（ｍ

ｉｃｒｏ ｅｌｅｃｔｒｏ‐ｍｅｃ

ｈａｎｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍｓ）に

最もよく使われる 厚 

膜レジスト（十〜百μｍ）となった． その

後二十年の間に，種々の酸触媒反応を導入し

た化学増幅レジストが誕生した（図３．２）

が，ここでは，この ｐ 厚い 

ポリマー末端に結合し，消費される．

増幅は，重合という連鎖反応で達成さ

れる．最初に使われたＳＵ‐８は，前

記したように，現在ＭＥＭＳ用として

最も活躍している 厚 

膜レジストである（図３．十七）．エポキシ

ノボラック，スチレンとの共重合体としても

利用された．アルカリ現像ネガレジストへの

適用は，ヒドロキシスチレンとの共重合体に

することによっ ｐ 厚い 

して菌糸を伸ばしはじめます。そうし

て、再び角質を食べ始めるのです。こ

のように水虫菌たちは、皮膚の一番外

側の表皮で生体からの攻撃に堪え忍

びつつ、土壌での状態と異なった 厚 

膜細胞という変身の術を巧みに使いながらほ

そぼそと生活しているのです。＊宇田川俊

一・椿啓介ほか著『菌類図鑑 上下』講談社

宮治誠著『カビ博士奮闘記』講談社宮治誠 ｐ 厚い 

た節は一つ一つ丸く膨らんで、やがて

ばらばらに分かれ、球状の細胞となり

ます。これは水虫菌の耐久細胞と言

い、菌糸の時より抵抗力があり、生体

からの攻撃にも耐えられる 厚 

膜細胞となっています。そうして休眠状態に

入ります。水虫菌は生体の中に入り込みなが

ら休眠状態となると、白血球たちには水虫た

ちが急に見えなくなるのか、いなく ｐ 厚い 

を回避し、主権者は、その主権の運用

に当り、民衆の意志と利益を尊重すべ

きであると、制度の上からその保障を

求めようとした妥協的性格の内容で

あった。現実の 厚い 

壁の中で、思想を歪めて漸進的に改良しよう

とするものである。 護憲運動と民本主義は

急速に結びつき、尾崎行雄、犬養毅らは、軍

部、官僚、元老政治を批判する武器と 

ｐー困

難 厚い 

的に全国規模で展開しているのは、東

京・渋谷区に本部事務局を置く「グリ

ーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）」だ。 

森林保護にしてもその他の環境問題

にしても、最も 厚い 

壁は、利益を求める経済活動との衝突だ。そ

の究極の壁を突破する一つの方法として考え

出されたのが、森林保護と林業の発展を両立

させようとする「ＦＳＣ森林 

ｐー困

難 厚い 

たのでは十分な成果を上げることな

どできない。かけひきばかりに終始す

るのも問題だが、最低限の交渉技術を

マスターして本番にのぞんでほしい。

● 化粧は薄く、ツラの皮は 厚く 

 スポーツや格闘技の試合において勝つため

の基本は、相手の弱点を攻めることである。

それは討論でも同じで、論理が甘い部分や情

報量が少ないところを指摘して、相手を 

pーず

うずう

しい 厚い 

計画、証券側予想を共に上回る可能性

もあると評価。投資判断「Ｂｕｙ」、

目標株価２万円継続。大和総研でも投

資判断「１」継続。不況抵抗力は強力

な営業と 厚い 

顧客ベースから高い業務平準化が奏功し、営

業利益率が上昇と評価している。株価は昨年

４月の２万円台、８月の２万円台接近から十

月には一万千台 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 



216 
 

感じでね。― なるほど。一着 よく

「小さい階級は日本が強い」とか聞き

ますけど、「数が多いから強い」って

いうのは、ちょっと納得いかないとこ

ろがある。「選手層が 厚い 

（＝）レベルが高い」ってわけじゃないとオ

レは思う。それを自分で見極めたいと思って

ます。― これからは、プロの格闘家として

日本で試合をしていくのですか？一 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

アマ王者でもある。主将のクルーソー

も各大会のトップ十に入る常連で、今

大会では優勝争いに絡むだろう。ファ

イナル十一位のパシフィック大は、オ

ールアメリカン・メンバーのマッキン

リーが中心。層も 厚く 

、「今年は全米王座を狙う」と豪語している

だけに、今大会でも安定した成績を残しそう

だ。 女子は、オーバーン大がファイナル４

位、サザンカリフォルニア大が同７位。オー

バーン 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

始めています。 すでに日本には、世

界で最も多く光ファイバーが敷設さ

れています。国土も狭く、家屋は密集

し、敷設も比較的容易です。所得構成

をみても中産階級が 厚く 

、いったん普及が始まれば弾みがつくでしょ

う。これは過去の消費財の例をみても実証さ

れています。 そこで必要なのは、既存の光

ファイバーを有効に利用するための競争 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

バネルジーベンガルの分割 インド

進出の橋頭堡とされたベンガルは、な

がいあいだイギリスによるインド統

治の中心地であったために、英語教育

を通して新しい西欧文明を吸収した

インド人の層も 厚く 

、インドではもっとも政治意識の進んだ地方

であって、十九世紀前半には、ラーム・モー

ハン・ローイなどの熱心な社会改革家を生ん

でいた。 この世紀の最後の年、未曾有の 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

に。先発陣は豊富に揃い、新ストッパ

ーの久保田智之も万全にきているた

め、ローテ漏れの太陽や３年目の杉山

直久、ルーキーの橋本健太郎らの起用

がはまれば、リーグで最も層が 厚く 

、安定した布陣が確立できる。スタメン大予

想開幕投手は４年連続４回目の井川で確定。

打線は、４番・金本以外は昨シーズンから大

幅に改編。新加入の３番・シーツ、 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

の頃日本から留学した長岡半太郎は

後年の随筆で、イギリスやフランスに

は限られた数の一流の学者がいるが、

ドイツでは一流から五流まで揃って

いて、研究者の層が 厚い 

。それがドイツ科学の強みだ、というような

ことを述懐している。 一方、十九世紀では、

アメリカは生活水準の上ではイギリスを追い

越して世界最富に達したことは経済 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

をする選手全員なのだ。 最近、その

トップ、とくに代表レベルのチーム

で、圧倒的に信頼のおけるストライカ

ーがいないのは、残念だ。 この十年

で、トップから裾野までの幅広い、 厚い 

選手層ができてきたことは確かだ。そのどの

レベルの各チームにも、ストライカーがいて

ほしいものだ。組織を突破する個人力 この

年代的な段階で、ストライカーとして有望な

素質 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

三十五勝」位はあげてくれそうだし、

片山＆長谷部＆藤原のヤングサウス

ポートリオが真価を発揮してくれた

ら一気に優勝も夢ではない。懸念され

てる中継ぎ陣も意外と層が 厚く 

、故障で一年間を棒に振ったベテラン・山村

や二千七年に大活躍した小山が復活してくれ

たらさらに安定感は増すだろう。最大の悩み

は不安定極まりないクローザーに尽きるが、

そこは 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

「気落ちしてしもうた…」と、長男の

伊豆守信之へ洩らした。 それにひき

かえて、徳川家康の末期はどうであろ

う。 古いむかしから、共に苦労を分

け合った家臣団の層は 厚く 

、信長・秀吉の二つの天下に重きをなしつつ、

家康は豊富な経験と自分の健康を生かしつ

つ、あるときは柔軟に、あるときは強硬にう

ごき、ついに天下をつかみ取った。 つかみ

取った 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

のテクニシャン。ＦＫの精度は折り紙

つき。クリスティアン・ビエリＤＦを

ひきずってゴールに突き進むイタリ

ア代表の重戦車。シュートの巧さも特

筆もの。安定した守備陣はサブにもコ

コがいるなど選手層も 厚い 

。（左）守護神トルドがゴールマウスを死守

しているかぎり失点は少ない。（右）ユベン

トスＪＵＶＥＮＴＵＳ ＦＯＯＴＢＡＬＬ 

ＣＬＵＢカッペロ監督が再び優勝に導けるか 

最大の補強ポイントだった最終ラインに、ロ

ーマから 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

（中村正三郎君）今、それをえんきょ

くにお答えしたつもりでございます

が、極めて多くの方が今法曹界を目指

して勉強されておられるという中で、

その人員の層が非常に 厚い 

。そういう中で、これから司法試験を受けて

合格される方の数がふえていっても質的なも

のは確保されるということを私は前に質問し

て伺ったことがございまして 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

阪神タイガースの強い理由を教えて

ください。中日ドラゴンズファンより

（トラキチの皆さん、くやしい

よ！！）控えに桧山・片岡・濱中など

選手層が 厚い 

。先発が６回投げてくれれば藤川ーウィリア

ムスー久保田の３本の矢がしっかりと抑えて

くれるため先発も投げやすいのではないでし

ょうか？？また他の５球団が悪すぎる。中日

は荒木 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

ことがある。しかし近年は近大が強

く、王座決定戦で男子は十八連覇中、

女子は最近十年で優勝６度と圧倒し

ている。藤井主将も「高校のトップば

かりが集まり、層が 厚い 

」と強さを認める。 今年のリーグ戦も男女

とも優勝した近大に及ばなかったが、女子は

２点差まで迫った。男子は３年前までは２部

で近大を目標にできるレベル 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 



217 
 

スローカーブ。（勿論、星野投手コー

チ直伝だと思うけど）そして、大記録

を前にしても、表情一つ変えない「度

胸」も、そのままだった。タイガース

の１軍投手陣の層は 厚い 

が、先発陣には僅かながら「空席」が存在す

る。この分なら、間違いなく・・。連戦が続

く今月、主力が抜ける来月。時期は分からな

いが、近いうちに頼もしい「エース候補」が

また 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

との差は縮まった。ユヴェントスには

高い位置を狙えるポテンシャルがあ

る。多くの指揮官が変わっても、ユヴ

ェントスは何年も前からずっと同じ

特徴を持ち続けてきた。僕らは選手層

も 厚い 

し、すべての大会で競争力があるところを出

さなければいけない。他のチームたちと同じ

ように、僕らも補強したんだよ誰かさんがみ

んなを驚かせ続けているみたいだけど 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

）日本人の預貯金文化が若年層で薄れ

つつある」と見る。オンライン証券が

増えブロードバンドが普及し、パソコ

ンや携帯電話から簡単に投資できる

ようになったことも大きい。三十代の

顧客層が 厚い 

ジェット証券は、 「手数料が安くなり、例

えば、昔なら三百万円なければ買えなかった

トヨタ株が三十万円で買えるようになった。

投資単位そのものが低くなり、全体的に気軽

に 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

ます。ただその一方で、橋本、サブロ

ー、福浦、大塚など野手のＦＡ選手が

いるのも事実で、そうでない主力選手

にも故障持ちが多いことから、投手枠

を削ってでも野手層を 厚く 

することも考えられます（もともとここ数年

は投手陣の世代交代を目指して、投手枠の数

を増やしてきました）。また今年はドラフト

不作年であるうえに、目玉だった田澤がメジ

ャー 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

、各地の集落で小中学生らが通う島唄

クラブ（民謡教室）の隆盛だ。「ウタ

アシビの精神より、民謡大会のための

練習を優先しがち」との批判もあるも

のの、確実に若い層を 厚く 

する役目を果たしている。 奄美大島北部の

鹿児島県笠利町で幼稚園の保育士をしている

中村瑞希（二十三）も、地元の島唄クラブ育

ち。そこの後輩、吉原まりか（短大一 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

いった細工技法との組み合せ、すなわ

ち、複合的な製作技術によって制作さ

れてきたものが多い。したがって、当

時の金工職人の職能範囲はそうとう

広く、技術の熟練度の層もかなり 厚かっ 

たのではないかと想像する。 特に、刀剣や

甲冑などの武具の錺師は、江戸幕府のみなら

ず諸藩の大大名による手厚い保護を受けて、

その技術を磨き上げていったようである 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

功作と新加入のレフティー・栗田泰次

郎か。 他にはドリブル鋭い田島宏晃

や公文裕明、石橋直希らの名前があげ

られる。 ＪＦＬと違いＪ２は、試合

数も多く、選手層の 厚い 

チームが有利なだけに、中盤の運動量が要求

されるポジションには、できるだけ多くの選

手、しかもレベル的に落ちないプレーヤーを

準備したいものだが、横浜ＦＣはその点がち

ょっと、不足し 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

時間がかかると思ったけど、夏に成長

した。代表が３人もいるＷＴＢでは瓜

生。トップリーグでハードな試合が増

えるので、チームの底上げができた。

萩本 選手層が 厚く 

てうらやましいが、うちの若手も伸びてきて

いる。柱はやっぱり元木。ＳＨ苑田の存在も

大きい。入社２、３年目ではＦＷ第３列の川

上や池上、ＳＯ今村が成長。新加入のロック 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

。独身の若い男性社員はしょんぼりで

す。何故にこんなにシニア、シルバー

世代がもてるのでしょうか？人生経

験から来る余裕は勝てませんね。経済

的にも余裕あるし。シニア・シルバー

世代は層が 厚い 

ですからね。平均寿命も年々伸びているし。

皆共に歳を取り、シニア・シルバーになった

時の希望が持てるので良い傾向ではないでし

ょうか？綺麗な女性も増えましたしね 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

しかし、我々を凍りつかせたのは、試

合後のピチュクノフの一言だった。 

「ロシアにはボクより強い先輩がた

くさんいます。今度はみんなと一緒に

来ます」。それほどロシアの選手層は 厚い 

ということか！？ 事実、世界大会以後、ロ

シアで行なわれた大会で日本勢は優勝できず

全体的なレベルの高さが伺える。門井敦嗣、

木立裕之、池田雅人、幸龍敬ら日本トップ 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

で年代別優勝したこともある選手だ。

俺はＢＲ―２で三十九位。タイムは紺

野さんと数秒しか変わらないが順位

はこれだけ落ちてしまう。それだけＢ

Ｒ―２選手の層が 厚い 

と言うことだ。俺のタイムを去年と比べてみ

ると約三十秒ほど遅くなっている。これでは

コンパクトを付けた意味が全くない。（笑）

パワー系の俺の足には軽いギアは 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

、日本代表の躍進につながっている。 

その証拠に、トルシエ監督は、豊富な

人材の中から、厳選した選手を代表に

招集している。数年前と比べて、優秀

な選手層が 厚く 

なった。これは、Ｊリーグが日本代表の底上

げに繋がっていることの好例だと思う。 私

自身、その成長過程に貢献できたことをうれ

しく思うよ。日本は数多くの国の中で、 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

ています。また、団塊世代の大量退職

が社会構造の激変をもたらすという

ことで対策が急がれています。 市に

おいても五十五〜五十九歳の方が人

口構成上、最も 厚く 

なっていますが、この年代の退職が進み十年

後には、同じ層の人口構成が約半分になる見

込みです。その結果、市全体の税金を負担す

る力（担税力）のある層が 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 
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勝つために必要最低限である１点を

とり、１−０の試合でも構わない。そ

してそれを遂行するための戦術。それ

を実現するための能力の高い選手。も

ちろん選手層も補強で年々 厚く 

なっています強豪とやるときはロングボール

等、つまらないサッカーを展開することが多

いため、批判も絶えませんが、「魅せる」で

はなく「勝つ」ということにおいては、とて

も組織 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

メダルを取るのはちょっと許せない

気がします。でも、これだけメジャー

になり、審判も日本語で「マテ」とか

言っている訳ですから、誇らしい気分

にもなりますね。選手層も 厚く 

なり、強い選手も出てくれば、柔道日本もそ

う遠くない気がします。と書いていたら、北

島も金メダル！素晴らしい！やっぱりやって

くれたね！これで日本選手も勢いがつくと 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

ガラスの新世代 日本の現代ガラス

界にも、次々と新しい世代の作家が増

えてきている。層が 厚く 

なり、質が高まっていくのが分かる。まだま

だチェコやアメリカと肩を並べるという訳に

はいかないが、国際的に注目を集めてきてい

ることは確かである。それだけ作家と作品に 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

少年期に自然現象等に好奇の目を向

け，それを追求することを覚え，熱中

したことが今日につながっていると

考えている人が多く，少年期にこのよ

うな経験を持つ層が 厚く 

なることが優れた研究者輩出の基礎であるこ

とである。第２の点は，受賞原因となる着想

は平均三十二歳と比較的若く，その着想が出

るまでに特に効果があったと意識 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

ないのが現実だし。今年はペドラザも

いるけど、あてにできないでしょう。

崩れるとしたらストッパーかな…。江

本 とはいえ、全体的に見て巨人の投

手陣の層は想像以上に 厚い 

ね。加えて、あの打戦があるんだからねェ。

つくづくイヤなチーム（笑い）。権藤 清水、

二岡、高橋由だけで九十本近くホームランが

打てるんだから、こんなに強力な打戦 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

人材を派遣してくれるとか、企業用地

を遊び場として提供するとか、方法は

いろいろあると思うのです。そうした

協力と、学生をはじめとした地域の人

たちの層の 厚い 

ボランティアの応援があれば、きっと「子ど

もの居場所」は、子供たちの笑顔と活力を取

り戻す場になるでしょう。シンポジウム参加

者募集 文部科学省〈地域子ども教室推進事

業〉シンポジウム「家庭、地域、 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

者続出は致命的だった。 「２位はこ

の世の終わりではない。我々の２倍の

予算をつぎ込んだチームに負けたの

だから」とのベンゲル監督の言は正論

だ。選手層の 厚い 

マンＵは、大一番でＭＦベッカム（イングラ

ンド代表）を外すことができ、アーセナルは

シーズンを通じて、ＦＷアンリ（フランス代

表）を休ませることはほとんどできなかった。

しかし、３月２日に 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

。大阪ガスはエース山田幸の出来が

鍵。【Ｄゾーン】 東芝と都市対抗８

強の三菱重工名古屋の対戦は好試合

が期待できる。初出場の伏木海陸運送

は粘り強い打線で、投手層の 厚い 

松下電器に挑む。元キューバ代表選手を擁す

るミキハウスの重量打線にも注目。◇第三十

回記念社会人野球日本選手権大会組み合わせ

◇（上側のチームが一塁側）キープレーヤー

第三十回社会人野球 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

は、あっと言う間に引っ繰り返る危険

性がある。序盤戦から飛ばしてそのま

ま優勝、というケースは、長き歴史の

中でもそれほど多くはない。とくに近

年には…。センシ会長自慢のブ 厚い 

選手層がどこまで生かされるか―これは昨シ

ーズンのラツィオの勝因でもある―が鍵だろ

う。 ローマと対照的に、まだ中盤戦という

段階で、早くも優勝が見えてきたチームも 

ｐ―フ

レーズ

内 厚い 

場合も「鼻がかみたくなりました」と

トートツに切り出し、会場の雰囲気を

笑いにもっていったところは、さすが

ドコカにくめないとこのあるタカハ

シならではの話である。面の皮が 厚い 

、ともいうが。 さて、私自身は思ったこと

があるのだろうか？ なんて礼儀知らずな奴

なんだアイツってば、と。考えてみるのだけ

れど、アバウトな性格してる人間 

ｐ－厚

かまし

い 厚い 

私が憧れた人ですか？ 私の両親と、

エリノア・ルーズベルトです」選挙対策

本部 エリノアと違って、ヒラリーは一線

を越えた。 半世紀前、ルーズベルト大

統領のアドバイザーで、夫人の信頼も 厚い 

ハロルド・イックスという人物が、エリノアをニュ

ーヨークの上院議員にしようと画策したのだが、

彼女は断っていた。子供たちの生活にこれ以上

公的な重みを持ち込みたくなかったのと、彼女 

世間か

らの評

価 厚い 

います。それによると、ボスになった途

端、ボスザルには神経伝達物質の一つ

であるセロトニンが二倍も増えているこ

とがわかったのです。そして、この物質

は部下の信頼の 厚い 

ボスザルほど多く、部下にないがしろにされてい

るボスザルには少ないということもわかってきま

した。 これはサルの実験からだけではなく、大

学のサークル活動でリーダーとそうでない 

世間か

らの評

価 厚い 

の実力を誇る天使 天界と人間をつな

ぐのが役目で、天使の中で も高位に

ある天使。ときに、神様の代理人として

大いなる仕事を１人で引き受けます。神

様の信頼が 厚い 

メタトロンのパワーで、目上の人から注目される

ようになります。先生から助言をもらえるおまじ

ない カードで、左右の肩をトントンと２回ずつ叩

きます。人から信頼感と尊敬の念を寄せ 

世間か

らの評

価 厚い 

情報源であった。 村井は、早くからマ

ハームドラーの成就もなし、正大師とし

て、教団においては被告人に次ぐ地位

に立つようになった。 被告人の村井に 厚い 

ものがあり、村井だけが、多額の教団の資金を

自分一人の判断で動かせる立場に立つに至っ

た。 （５）被告人としては、村井の企画につい

て、それが到底実現出来 

世間か

らの評

価 厚い 
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対する信頼は 

ない人だった。結婚前から医療職として

仕事をしており、結婚、出産後も夫や姑

の協力を得ながら仕事を続けていた。

仕事ぶりは熱心で、同僚からの信頼も 篤い 

ものであった。そうした彼女の病気の再発は周

囲の者たちに少なからぬ動揺を与えていた。 

入院後は実母がクライアントにずっと付き添って

おり、夫も通勤途上に足繁く立ち寄って 

世間か

らの評

価 厚い 

に不足する恐れがあるからです…今後

は、要求をなさるにはもっと慎重に、他

人の金銭を扱うにはもっと注意深くある

ことを願ってやみません… ルイ十五世

やブロリー伯爵の信任 厚い 

ものと確信していたデオンが、このようなつれな

い返事に怒心頭に発したことは想像に難くな

い。事態は容易には収拾しかねないほど深刻だ

った。しかし、「大使館に莫大な 

世間か

らの評

価 厚い 

相手とした大手家電メーカーの広報マ

ンとは思えないが、よく見ると意外に童

顔である。それに世話好きで、気っぷも

いいところから、業界でもなかなかの人

気者で、上司の信頼も 厚い 

らしい。 「済まん、大分、待った？」 「たいした

ことはない。会のほうはもういいのか」 「一応、

顔は出したから。パーティの流れが銀座にくる

かもしれない 

世間か

らの評

価 厚い 

入った影響からなのか？パスをつない

でのサッカーやスルーパス。ワンツウで

流してのゴール前に出てのシュートなど

見てても楽しいサッカー始めました。中

田はかなりチームメイトの信頼も結構 厚い 

んじゃないかと・・・だってボールが中田に預けて

くる人がかなりいますし・・中田もチームメイトの

よさがわかってきてるみたいで・・・中田とのパス

回しも結構みられ 

世間か

らの評

価 厚い 

大きいもので五十キロ。風向きから、老

人が も多い泉津地区が危険だった。 

秋田は、島にある七つの消防団組織を

フルに活用しようと考えた。 「消防団へ

の信頼は 厚い 

んですよ。台風なんかが起きた時、ここに所属し

ている若い連中が一生懸命やってくれるんです

よ。彼らを思いっきり使わなきゃならんと思いま

した」 秋田は、泉津地区の若い 

世間か

らの評

価 厚い 

。 「ネクタイをひんまげてつけたり、つ

んつるてんのズボンをはいたり、左右違

う柄の靴下をつけたりせんで、ちょっと

風格をつけろ」 政治家として完璧なほ

どの能力があり、人望も 厚い 

亀井ではある。しかし、いかんせん、自分の身

のまわりを、あまりにも気にしなさすぎる。それ

ゆえに、床の間にでんと座る風格を感じさせな

い。総理大臣になるには、おのずから 

世間か

らの評

価 厚い 

た要求をつきつけて強硬に交渉させた

様子がうかがわれる。またこの交渉は、

頼長の家司である高鞍庄預所藤原成

隆・本良庄預所源俊通の勧めによると

いい、頼長の も信任 厚い 

近習儒士藤原成佐は、これに対して漢土の例を

ひき、匈奴の如き基衡は仁をもって懷くべきで、

威をもって圧服することはできないであろうか

ら、もし基衡が命に 

世間か

らの評

価 厚い 

されている」ことを示せ ちょっと話が重

たくなりました。少し愉快な話をしましょ

う。 これは、地方のある家具店の社長

の話です。じつはこの社長は、今でこそ

人望 厚い 

経営者ですが、三十年前までは、万引きの常習

犯として当局を悩ませていました。万引きだけで

なく、若いころにはいわゆるヤクザの一員で、人

を傷つけたり、麻薬をやっ 

世間か

らの評

価 厚い 

女の子が、ここかしこで斬り殺される事

件があとを絶たない。 それというのも、

足利高氏を討ち滅ぼしたいという宮の

一念から出たことなのだ。では、宮は、

なぜ天皇の信任の 厚い 

高氏を、これほどまでに憎んだのだろう。 去年

の五月のことだった。高氏、赤松その他天皇側

の連合軍が六波羅を攻め落としたのち、大塔宮

に仕える殿法院良忠という者 

世間か

らの評

価 厚い 

 「これは…？」 広間に、どよめきがわ

たった。 井伊直政と本田忠勝は、村越

直吉の傍らにいて、言葉もさしはさま

ず、身じろぎもせぬ。 あれほど、家康

の信頼が 厚い 

黒田長政が、村越直吉へ、 「いま一度、内府公

の御言葉を聞かせてもらいたし」と、いい出た。 

長政も、不安の面もちだ。 うなずいた村越が、

また、繰り返す。 

世間か

らの評

価 厚い 

この荒廃はトルコがもたらしたのではな

い。すべてあの戦さを好み血を好む、残

忍なヴラドがなしたことなのだ。疑いも

なく、いまこそ和平を結ぶべきときであ

る。そしてスルタンの信頼 厚い 

自分ならば、だれよりも有利な条件で和議を取

り結ぶことができる。自分が公位に就くならばス

ルタンはわずかな年貢金で満足し、二度とワラ

キアを侵すことはないであろう― その 

世間か

らの評

価 厚い 

らしい溜め息を通話口に吹き込んだ。 

〈ガタガタ言ったってしょうがないだろ、

戦争してんだからよ〉 東田とも思えぬ

物言いだった。三十二歳。事件で勝ち

上がり、外部からも信頼の 厚い 

若きキャップだ。記者として盗むべきものは多い

し、それなりに頼りにしてもきた。 真知子は携

帯を握り直した。 「わかってます。でも―」 〈わ

かってるならやれ 

世間か

らの評

価 厚い 

畏服させながら、自分らは事毎に陛下

の御意志を踏みにじるようなことばかり

やっている。統帥権を楯にして責任は

一切とらず、陸軍の方針に反対する者

は、御信任の あつい 

重臣でも誰でもみな殺せばいいという、まことに

どうも怪しからん存在になり下ってしまった

云々」 プライベイトな席とはいえ、内府の立場

にある人が天皇の軍隊をそこまで罵って 

世間か

らの評

価 厚い 
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。 初場所十三日目の一月二十二日、

春日野部屋にほど近い「ぼうず・しゃも」

で、相撲記者クラブ主催による「春日野

理事長を囲む夕べ」が催された。 親し

まれた人望 厚い 

春日野さんとあって、現役の記者は総参加の活

況、大きな二部屋をぶち抜き「Ｌ」の形につなぎ

合わせたお座敷を作った。まさに満員御礼で、

名理事長をねぎらう会にふさわしかった。 

世間か

らの評

価 厚い 

力』『ライカ同盟』『新解さんの謎』など多

数。『新正体不明』「母乳の雨樋」「禅現

象」「白線の過去」「毬藻の上陸」「モル

タル北斎」「象小屋」「人望の 厚い 

小屋」といった謎の深い目次にまずひかれる、

赤瀬川原平さんの新しい写真集。ポリバケツ、

マンホール、看板など、意味がない（ように思え

る）風景に著者は全く新しい現代の「風情」を見

いだし 

世間か

らの評

価 厚い 

の関係を明確に述べます。故人との交

流の様子や人柄をしのびながら、遺族

への支援をお願いします。葬儀委員長

としての謝辞を 後に述べて締めくくり

ます。優秀で人望の 厚い 

上司を失った無念さをしのんで話し手 部下（課

長）故人 上司（本部長）スピーチ時間 ２分以

内 本日はお忙しいところ、故・山形俊一氏の告

別式にご会葬いただきまして、 

世間か

らの評

価 厚い 

や、行動力、さらに専門的知識への探

究心があった。結果的には物事の本質

を見抜く洞察力を磨くことと教えられた。

地域サービス（株）総務課長 山崎正

隆・西口さんは信義 厚い 

情熱家で、柔軟な頭脳の持主であり、信頼度抜

群の人物である。生涯にわたって友好関係を維

持したいと思わせる人物である。（株）共和産商

（広島県呉市） 専務取締 

世間か

らの評

価 厚い 

天皇の次の次の天皇、桓武天皇は、高

僧とやんごとない女性との情事によって

汚れた奈良の都を捨てて京都に遷都

し、都近くの比叡山延暦寺に天台宗を

立てた 澄を 厚く 

信任する。そして 澄の弟子が正式な僧の免許

を取るために東大寺へ行かなければならず、弟

子たちを奪われるのを恐れた 澄は、比叡山に

一向大乗戒という戒壇を設けること 

世間か

らの評

価 厚い 

声を低くして用件を説明しました。 『具

体的な任務は部長同志がきて直接話

す予定です。今度の任務は大変重要で

す。玉花トンムの学習成績が優秀だっ

たので党の 厚い 

信任を得たのです。それで、こういう党の大きな

配慮があるのです。いまからは絶対に顔を露出

してはいけません。昼間でも招待所の庭などに

出歩いてはいけませ 

世間か

らの評

価 厚い 

その高弟となり、師の推挙で甲府藩主

徳川綱豊の侍講となった。 綱豊が五

代将軍綱吉の世嗣に決まり、さらに家

宣として六代将軍の地位を占めたのに

伴い、家宣の 厚い 

信任を得て、学者の立場から幕府の政治に積

極的な発言をしただけでなく、家宣の死後、七

代将軍家継の代になってからも、側用人間部詮

房とともに政治に 

世間か

らの評

価 厚い 

たりたじろいだという記録は全く見当た

らない。 アメリカ聖公会の司祭長のポ

ストから、フォードに引き抜かれて、工

員の精神的勤労管理のために入社して

いたマーキス牧師は、もうすっかりフォ

ードの 厚い 

信任を得て、第一秘書以上の仕事をするように

なっていた。 「ロンドンやパリから、社長宛にい

っぱい手紙が届いています。われわれは、人殺

しをさせるために自分の息子 

世間か

らの評

価 厚い 

義時、広元が語る言葉の一つ一つに、

大きく頷きながら聞き続けている。 当

然、一時前に二人が厳しく凝視し合った

時の鋭い緊張感は消え去り、義時の顔

に浮かぶ広元への 厚い 

信頼。 そんな義時の思いを知ってか、広元が

後に語った、幕府執権職にある義時への慰

労と約束の言葉。 「 早、この老いた広元めが

何も言わずとも、全て 

世間か

らの評

価 厚い 

らは日本車であろうと中国車であろう

と、事故があれば厭な顔一つせず、す

ぐ砂まみれになって車の下にもぐり、た

ちまち直してしまうので、中国隊の諸君

からも 厚く 

信頼されているのである。しかも彼らは第三キャ

ンプに着くと、ここで全パジェロ、キャンター、トラ

ックの点検をするため、 初から楼蘭古城に行

くことは諦めて参加しているのだ 

世間か

らの評

価 厚い 

られるが、その資金の流入元の１つが

スイスだ。スイスと言えばスイス銀行と

呼ばれる大手プライベートバンク （富

裕層向け資産運用サービス）が有名

で、その顧客情報の守秘義務において

は 厚く 

信頼されてきた。刑事事件が起こっても原則とし

て顧客の情報は外部に漏らさないことでマネー

ロンダリングの中継地としてもしばしばスイス銀

行の口座が使われることもあったが、 

世間か

らの評

価 厚い 

を推進。都市の新たな魅力を創造し、

多くの人が訪れ働くまちづくりを進めま

す。：地域力を高める戦略 地域自治の

理解と啓発を図るとともに、市民相互や

市民と行政とが 厚い 

信頼と強いきずなで連携と協働。誰もがまちづく

りに参加しやすい仕組みづくりを積極的に進め

ます。土地利用の視点は 都市マスタープラン

などと連携しながら、計画的な土地利用を進め

ます。： 

世間か

らの評

価 厚い 

をかける。 それでもガリバルディ隊は、

ナポリを解放。そして、兵をつれて進軍

してきたサルデーニャ国王ヴィットリオ・

エマヌエレ二世に、ナポリ・ローマ間で

感動のうちに出会う。かれは王に あつい 

信頼と敬愛をいだいている。勇断の武人。それ

がガリバルディの国王観であったから。王であ

れば、弱腰の政治家を排して武力の勝利をこと

ほいでくれるだろう。 ガリバルディは、国王の 

世間か

らの評

価 厚い 
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場合でも、夫婦はほとんど同じ市町村

に住んでいます。 したがって先生同士

は、お互いの家族のことをよく知ってお

り、相互協力・相互援助も日常的にやり

ます。それが 厚い 

信頼をつくりだし、人間同士の連帯と安心をただ

よわせているのです。 このことは、学習会が終

えてからいっそう証明されました。 「おい、お父

さん。しっかりしろよな。」 

世間か

らの評

価 厚い 

政権が一層右傾化する」との見方がも

っぱらだ。 ヒューズ氏は、先に子供の

教育問題を理由に辞意を表明し、八日

に正式辞任した。テキサス州知事時代

にブッシュ氏の 厚い 

信頼を獲得し、ホワイトハウスでは大統領のす

べての主要演説作成に関与し、政権のイメージ

戦略を担った。「史上 も大統領に影響力を持

った女性」と呼ばれ、文字通りの「右腕」 

世間か

らの評

価 厚い 

平成の麒麟富田一彦撮影・北島敬三い

ま少年たちの尊敬をいちばん集めてい

る大人は予備校講師だといわれてい

る。英語講師の富田一彦氏は、東大受

験生から落ちこぼれまで、あらゆる受験

生が 厚い 

信頼を寄せ、カリスマ講師と呼ばれている。

（代々木ゼミナール代々木校での授業風景）「聞

いてくれる授業を心がけています。生徒は意外

と授業を聞きたがっているものです」。富田氏の 

世間か

らの評

価 厚い 

て見回りに出ていたのだ。祖母が一人

で家に残り、それぞれ三歳と五歳くらい

になる娘二人の面倒をみながら留守番

をしていた。地元のアラブ人たちは祖母

に 篤い 

信頼を寄せていた。だからといって祖母が事態

を楽観するはずもない。暴動はあくまでも暴動で

あり、 悪の展開も覚悟しておかなければなら

ないことがわかっていたからだ 

世間か

らの評

価 厚い 

までにしばしの時を要した。日の出の勢

いにある信長軍の中にあって、譜代の

家臣ではなかったが、光秀は羽柴秀

吉、柴田勝家、滝川一益等の諸将と並

び、信長から も 厚い 

信頼を寄せられている家臣の一人であった。し

かし、謀反などおよそ考えにくい人物である彼

が何ゆえの謀反かと詮索するより、彼女はこれ

まで人並みはずれた強運の持ち主であった信

長 

世間か

らの評

価 厚い 

ば、現物での説得にひじょうに弱いと言

える。食品メーカーに勤務する友人によ

ると、アメリカ人は、資料や話だけでは

契約書にサインはしないが、工場などを

実際に見ると、 厚い 

信頼を寄せるという。 あるとき、アメリカのバイ

ヤーが彼の会社を訪ねた。 初は、本社内で会

社の製品などを説明していた。しかし、いつまで

話しても、相手はなかなか取引き 

世間か

らの評

価 厚い 

ます。急にチャンスが舞い込むこともあ

るので、忍耐が必要だともいえます。●

代理人（弁護士）水戸重之→米国での

エージェント資格も持ち、メジャー移籍

を希望する選手からは、特に 厚い 

信頼を受けている。■ 松坂のウルトラＣは親子

３人で亡命してヤンキース入りの仰天情報■ 

稼頭央、石井一、高津のメッツ日本人トリオが揃

って原・巨人入りとの噂 

世間か

らの評

価 厚い 

で、生き延びるための知恵であった。王

妃たるもの腹を据えて覚悟を決め、常

に先を読んで行動しなければいけな

い、と考えていたからだろう。 さて、ノ

ストラダムスは王妃カテリーナの 厚い 

信頼を得たが、持病の痛風を理由に南フランス

のサロンの自宅に戻って占星術の研究を続け

た。宮廷に召し抱えられることをしなかったの

は、パリに留まれば、王妃に近づく占星 

世間か

らの評

価 厚い 

いるのみならず、科学に対する造詣も

非常に深かった。実際彼は、フィンラン

ドで文学兼電気学教授として教壇に立

っている。また、スウェーデンに移った

エーデルクランツは、国王グスタフ三世

からも 厚い 

信頼を得て、国王の私的な秘書にも就いてい

る。 そんな彼が、千七百九十四年九月号の

『ジェントルマンズ・マガジン』に載ったシャップの

腕木通信の記事を目にする（ 

世間か

らの評

価 厚い 

したこともなく、他人に摘発されたことも

なかったので、無事だった。 ところが、

思いがけなく文漢が引きずり出された。 

文漢は復員軍人で仕事の評判もよく、

上司から 厚い 

信頼を得ていた。運動の初期、彼は中堅分子と

指名され、運動を指導する立場で連日深夜まで

会議をしていた。しかし、運動の後期になって彼

と同じ総務課の 

世間か

らの評

価 厚い 

も上山の教育のために尽力したい」と抱

負を語る。●■■■■さんが法務大臣

表彰 平成７年から人権擁護委員とし

て人権相談、人権啓発活動に熱心に取

り組み、地域の住民から 厚い 

信頼を得ています。かみのやま教育の日二千

八記念式典開会式小中学校総合文化祭二千八

「みんなで育もう、地域の宝！」 十一月８日、

「かみのやま教育の 

世間か

らの評

価 厚い 

の製造に関する技術と情熱はどこにも

負けません。わが社はおもちゃの分野

で日本で１、２を争う優良企業と見なさ

れています。私たちはおもちゃ製造の

分野でお客様から あつい 

信頼を得ている会社です。わが社は教育と教材

開発に情熱をそそぐ企業です。わが社はヨーロ

ッパから家具を輸入し、全国で販売しておりま

す。わが社は日本全土にわたり広範囲に 

世間か

らの評

価 厚い 

がないので、 近は開き直っています。 

わたしがある程度開き直った理由は、

会社の飲み会の席で、正直に同僚に悩

みを打ち明けたら、上司で仕事もバリバ

リこなし、部下にも信頼の 厚い 

人が、同じ悩みがあることを知りました。（症状

程度の差はありますが。）それ以来、なんか気

が楽になって症状も少し改善してきたような気

がします。 

世間か

らの評

価 厚い 
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てる」って言ったらそれから旅行中何も

喋ってくれませんでした。今も音信普

通。女友達にも言いすぎだって言われ

ました。自分のネジが飛んでるんです

か？彼は人望 厚い 

人だから自分の考えおかしかったかなと。でも

貧しい人達からすれば、何もする気ないなら良

い迷惑だと自分は思います。同情するなら金出

してやれと思ったんです。君 

世間か

らの評

価 厚い 

私は福岡地裁の一年目に民事部に配

属された。裁判長は入江啓七郎氏であ

った。入江氏は職員にも人気があり、弁

護士など裁判所の外部の人にも人望の 厚い 

人で、福岡高裁長官で退官した。 入江啓七郎

氏が裁判長、私が左陪席で担当した合議の事

件に、特殊な油圧機器の特許権侵害の事件が

あった。現場検証にいき 

世間か

らの評

価 厚い 

六十六年当時、延辺朝鮮族自治州の

「実権派」のリーダーと言われていたの

は、州党第一書記で州長であった朱徳

海である。朝鮮族のあいだでは人望の 厚い 

人であったという。 六十六年に延辺では紅衛

兵たちが街中に「実権派打倒」の「大字報」を張

り出し、「実権派」の人々の「罪状」として「スパ

イ」 

世間か

らの評

価 厚い 

段取りの上手な人で、現金精算ができ

なくなる期限に近づくと、さりげなく促し

てくれます。決算前にはベストのタイミン

グで、伝票の取りまとめを各部署に号

令してくれるなど、社内の信頼も 厚い 

人でした。 そのころ私は、経営企画業務で翌

年の予算の編成に携わっていたのですが、それ

についてもかなり宮本さんに助けられました。予

算編成のスケジュールや手順、根回し 

世間か

らの評

価 厚い 

が通り抜けた。 「二千六百十六にはだ

れがハウスユースとして泊まっていまし

たか」 「客室支配人の田島さんです。

我々の上司ですが、凄いやり手で上層

部の信頼も 厚い 

人です」 「客室支配人といえば、たしか私たち

が異変を連絡したとき、二千五百十五号室へ駆

けつけたホテル側スタッフの中にいたように記

憶しておりますが」  

世間か

らの評

価 厚い 

フィーナス・ゲージという男性は事故で

鉄の棒が彼の前頭部に貫通してしまっ

たが，奇跡的に生存することができた。

しかしながら，事故以前の彼の性格は

社会性に富み信頼度の 厚い 

人格であったが，前頭部の損傷後は極端に性

格が変化し，社会性も保てず信頼できない人格

になってしまったと報告されている。このように

眼窩前頭皮質は，社会性 

世間か

らの評

価 厚い 

間でも不協和音を生じている。しかも軍

の一部が統制を嫌って突出する可能性

が高い。これは負け戦の前兆といえる。 

留守を預かる司令官代理のスィクロー

ヌ卿は身分が高く人望も 厚い 

人物だが、人種や身分が入り交じった集まりを

まとめられるほどの指導力は持ち合わせていな

い。いや、ローエンがこの場にいても無理だろ

う。デュマシオンだけが唯一束ねることができ

る。ザットスにし 

世間か

らの評

価 厚い 

を編成した。志駄義秀、色部光長、春日

元忠、溝口左馬助といった部将たちで

あった。兼続はこれに、先に採用した前

田利太、上泉泰綱などを加え、さらに景

勝の信任 あつい 

水原親憲を軍監とした。 色部も志駄も決して弱

将ではない。だが、全体から見ればやはり小粒

であり、上杉の第二軍、そうした印象は否めな

かった。 九月 

世間か

らの評

価 厚い 

に名を売った清水直行がともに海を渡

るかも！？→今季は十勝十一敗と不振

も、開幕戦、日本シリーズ第１戦でとも

に先発を任されるなどバレンタイン監督

の信頼は 厚い 

清水直行。Ｄ● 確かに、ＥＳＰＮでもバレンタイ

ン優勝のニュースをやるなどアメリカでも話題に

なってる。Ｂ● メジャーからのオファーがあった

場合は戻ってもいい契約だし、日本一を 

世間か

らの評

価 厚い 

を収める。しかし、豊臣秀吉の遺児であ

る秀頼をはじめ、豊臣方の勢力は健在

で、反徳川の蜂起を企てる者も多く、覇

権の行方はまだまだ混沌としていた。

徳川家康の信頼も 厚い 

側近である南光坊天海は、多くの人々の命が、

戦によって失われることを憂えていた。そして、

大きな犠牲を伴う戦を二度と起こさぬために、反

乱を起こす恐れのある 

世間か

らの評

価 厚い 

米政権の布陣分析共和党テキサス州

幹部 ゲーリー・ポランド氏側近４人、忠

実な実行役 ブッシュ米政権が発足して

一か月余を経た。新大統領は信任 厚い 

側近四人を配し、重要課題に着手した、と政権

中枢に近いテキサス州の共和党有力幹部のゲ

ーリー・ポランド氏＝写真＝が読売新聞への寄

稿で述べた。 ブッシュ大統領の政治スタイルは 

世間か

らの評

価 厚い 

与えられましたが、それらは自分たちの

さいふに入れ、からっぽの機に向かって

働くふりをしました。 王様は、織物の進

み具合を知るために、正直者として信

頼の 厚い 

大臣や役人を次々に見に行かせました。二人と

も、どんなに目を大きく開いて見ても、見ること

が出来ませんでしたが、正直に報告すると自分

が役目にふさわしくないと思わ 

世間か

らの評

価 厚い 

病状がよくないので対面ができぬとい

う。 「ならば、なおさらに見舞わねばな

らぬ」 高台院も退こうとはしなかった

が、豊臣家の奉行で、淀の方の信頼が 厚い 

大野治長が平伏をして、 「何とぞ、このたびは

…」 御許しをねがいたいとこたえるのみだ。 

何を許せというのか…。 高台院は、呆れ果て

てしまった。  

世間か

らの評

価 厚い 

、その者こそ織田家帰参にふさわしい

敵であると感じとったのだった。 一方、

利昌の死後、前田家の家督は決まらぬ

ままだった。利家、良之らは、戦嫌いと

はいえ人望の 厚い 

長兄・利久を跡目に望んでいた。しかし利家は

勘当の身。このままではお家とり潰しも考えられ

る。そう案じた母・たつは、利昌の死を外に漏ら

してはいなかったの 

世間か

らの評

価 厚い 
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二年のシェイクスピア」で初タッグを組

み、２人による次回作の話になった時に

「ムサシ」が再浮上した。主演の武蔵役

には「天保−」に出演し蜷川氏の信頼も 厚い 

藤原が決まり、ライバルの佐々木小次郎役は蜷

川氏の「小栗にやらせたい」の一言で決まった。

吉川英治のベストセラー「宮本武蔵」をベースに

井上氏が書き下ろす。ひたすら剣に生き、剣の 

世間か

らの評

価 厚い 

おり、加えて寒さが厳しく凍死するもの

が続出して、結局は敗退した。 この敗

戦によって煕は人望を失い、部下の憑

跋がクーデターを起こして廃位し、国民

に信望が 厚い 

慕容雲（先々代・宝の養子）を王に据えた。 雲

はもともとは高姓の高句麗人だった。王位に就く

と国号を大燕に改称し、王室の姓も高氏に戻し

た 

世間か

らの評

価 厚い 

「教育者の家庭での事件ということで、

大々的に報道されたので、おぼえてい

らっしゃる方も多いと思います。この方

をイニシャルでＹさんとお呼びします。Ｙ

さんは人望 厚い 

方で、職場や近所はもちろん、彼に子どもの相

談を受けてもらった親たちが率先して、あんな思

いやりに溢れた、教育熱心な方はいないと証言

されました。また、Ｙさん 

世間か

らの評

価 厚い 

が詰めかけて、私たちを待ちかねてい

た。マスカレニャスというのは、私たちが

インドのゴアでお目通りをした副王マス

カレニャスの親族で、かつては国王陛

下の保母も務めたという信頼の 厚い 

老女官である。この人は、聞くところによると、イ

エズス会にとってはなみなみならぬ功労者で、

私たちがこの都に到着した直後から熱心に援助

を申し出ていたひとりだった 

世間か

らの評

価 厚い 

なっていたため、すぐにテントを張り、レ

トルト食品を温めて簡単な夕食を摂っ

た。このとき山荘に幕営の届けを出さな

かったことも、あとになって気づいたこと

である。雪雲が 厚く 

、私は明日の天候が少し不安だった。明朝北岳

の頂上に登っても、天候次第ではせっかくの富

士山が望めないかも知れず、その場合はどうす

るか松井と相談しながら、疲れ 

密度・

濃度 厚い 

で微笑ましいですね ＾＾年が明けてか

らは元旦に海岸に行ったきりで、その後

日の出と日の入りは見ていません・・（Ｔ

△Ｔ）昨年は年明けからず〜〜〜〜〜

っと雲が 厚く 

、知らない間にだるま夕陽も見られなくなってし

まいまして不完全燃焼のまま終わった記憶があ

りますから、今年こそは志摩半島にお日様が掛

かるまで追い掛けようと決意したまま腰痛に・ 

密度・

濃度 厚い 

は、海水がいくらか飛び込んで来るだろ

う。 立ちあがって視線を遠くに伸ばす

と…よくは見えないが、海は細い入り江

になっていて、入り口を囲われているら

しい。 西の雲が 厚い 

。 「ここにつかったまま夕日を見たらすてきでし

ょうね」 「めったに見られないらしいわよ」 「西

の空って、わりと曇ってるもんね」 「それもある

けど、方角が… 

密度・

濃度 厚い 

やって来たのである。 「運じゃなあ…こ

れは…」 大石は、湿った冷気の中で暗

い空をあおいで呟いた。満月に近い月

が出ているはずだが、雲は 厚い 

。残雪はあっても光を反射するほどではない。

詩情の湧かない平凡な冬の夜だ。 「父上、運

ではありません。きっと成功します。今夜は…」 

すぐ後 

密度・

濃度 厚い 

いて、ときどきあくびを嚙み殺している。 

私は風邪の引きはじめで、体がだるか

った。でも、何日かぶりに西風が吹き、

霧が海へと押戻されていた。雲は 厚い 

が視界はきいた。 わが家から小一時間、厚岸

大橋を渡った。 車はすぐ山道にさしかかった。

道の両側にはフキがびっしり自生していた。マタ

タビの木があちこちにあった。 

密度・

濃度 厚い 

微風だが首のあたりが急に冷え、額田

王は何となく襟を合わせた。 十市皇女

は、風などまったく感じていないようだっ

た。陽は雲間から湖面を照らしている。

雲が 厚い 

せいか湖は昼にしては暗く、鉛色である。ただ陽

の光に中央部だけが照り映えていた。 陽は湖

全体を照らしているはずである。それなのにな

ぜ中央部だけ 

密度・

濃度 厚い 

。隠れていた、といってもよいだろう。 

男具那は波打際から離れた。 気づか

ぬうちに夜はほとんど明けている。果て

しない海はその姿を現わしていた。ただ

雲が 厚い 

せいで、薄墨色の布が拡がっているように見え

る。波だけが淡い明りに映え、到るところで牙を

剝いていた。 「猪喰、今日は海が荒れそうだ」 

「はっ、風 

密度・

濃度 厚い 

を休める場が少ないのである。そして、

兎に角、頂上に着いたら持参したワイン

の残りでも飲もうかなんて・・、思い始め

ていた自分である。風が強く、少し冷た

く、そして雲が 厚かっ た。 

密度・

濃度 厚い 

こみあげてくる不安を抑えようと努め

た。胴体の振動はいっそうひどくなり、

気圧の変化で鼓膜が痛み、胃袋が固く

縮まって、冷や汗が禿げあがった額を

滝のように流れ落ちた。 外は黒雲が 厚く 

たれこめ、しのつく雨が降りつづいていた。振動

はいよいよひどくなり、空中分解せずにいつまで

もつだろうかと思いはじめたとき、パイロットが大

声で叫んだ。 「海面が見えます！  

密度・

濃度 厚い 

を示さないことを、大井は以前から知っ

ていたはずである。国会開設期成同盟

の同志にするために説得に来たという

のは、不自然なような気がした。 雲が 厚く 

たれこめ、雪になりそうな冷たい風が吹きこん

だ。 

密度・

濃度 厚い 
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。（苦笑）真っ青な空に掛かる雲は、白

いけれども夕立を呼びそうな積乱雲。そ

れに間近に見えるはずの山並みも、垂

れ込めた薄雲で全く見えません。遠くに

は『いかにも』な 厚く 

て真っ黒な雲も・・・。ホ・・・・・・ホホホ〜。ヾ（ ￣

▽）ゞこれは時間の問題だわね〜。とりあえず、

雨に弱いライドから乗らねば〜！！Ω（ 

密度・

濃度 厚い 

何を飲みますか＾＾   今日は西伊豆

の戸田港へクリスマスサンセットドライ

ブツアー＾＾に 行って来ました。（ツアー

といっても、オットトと二人ですが＾＾。）   

雲が 厚く 

て夕日は見られないかも・・・と、諦めようとした

とき、   水平線と雲の間から、夕日が見えて、

ナント！このような光景を目にすることが 出来

まし 

密度・

濃度 厚い 

、一点の私心もなく、ひたすら忠誠の心

から敢てしたことであるから、いまさら老

いぼれの身が、長生きしたいとは思って

はいない。馬上から見ると、秦嶺には冬

の雲が 厚く 

どんよりと垂れこめている。人家がどこにある

か、一軒も見えない心細さ。雪は降りつもって、

まるで藍関を囲もうとしているようで、馬も深い

積雪に足をとられて、なかなか 

密度・

濃度 厚い 

しれないからだ。 雨は、いつの間に

か、かなり小降りになっていた。峡谷の

真ん中に出て灰色の雲が覆っている空

を眺め、太陽を探す。さいわい、雲はそ

れほど 厚く 

なく、ぼんやりと発光している箇所をすぐに見つ

けることができた。 藤木は、腕時計をはずす

と、太陽の方角に短針を向けた。短針と十二時

の間を二等分した方向 

密度・

濃度 厚い 

に染まっていた。運転は総子一人なの

で、無理のないスケジュールを立て、そ

の日は修善寺で一泊するつもりだった。 

うす曇りの暖い午後だったが、西へ向

かうにつれて雲が 厚く 

なった。 「明月さんとは、その後いかが？」 「さ

あ…とくにどうって…私の気持はいつまでも平

行線みたい」 二人の話題はやはり結婚問題に

引き寄せられる。 「でも 

密度・

濃度 厚い 

た。 「わるい空模様になりました」 「季

節には少々早い霙だ」と白石も言った。 

今日は朝から小雨が降る底つめたい日

だったが、昼過ぎになると雨雲はいよい

よ 厚く 

なって、まだ八ツ（午後二時）というころに、江戸

の町は日暮のように小暗くなった。そして日暮近

くなると、降りつづく雨に霙がまじって来たので

ある。 「 

密度・

濃度 厚い 

０ｍｍ・風向 南・風速７ｍ／ｓ・積雪深

０ｃｍ・湿度四十八％・気圧千十八．七ｈ

Ｐａ □岩手山／望遠／拡大・イメージ１

〜３は、岩手颪が強くなり雲が 厚く 

なってきたお山。撮影時間・午後２時四十六分。  

∞∞石川啄木散歩路∞∞   鏡屋の前に来て  

ふと驚きぬ   見すぼらしげに 

密度・

濃度 厚い 

から行く温泉で飲むことにするさ」 食事

が終わり、タクシーを呼んでもらうことに

した。 「十五分程、お待ちください」 仲

居がテーブルを片付けながら云った。

神坂は雲の 厚く 

なって来た空を見ながら聞いた。 「明日は天気

が変わるだろうかね」 「この空では、明日は荒

れますだ」 「よくわかるね」 仲居は手を休めな

がら、  

密度・

濃度 厚い 

天候を気にして早めに行動したと見ら

れ、一時間かけて北岳頂上へ登る間、

出会ったのは下りのパーティ一組だっ

た。そして頂上を踏んだときには一足違

いで雪雲が 厚く 

なり、肝心の富士山は見ることが出来なかった

のである。野村は残念そうだったが、持ってきた

カメラで機嫌よく私たちと交互に写真を撮り合っ

た。それが間もなく現像 

密度・

濃度 厚い 

た新津に話を聞き、自分が刑事たちに

からかわれたことに気づかされた。 と

んだところで、余計な時間を使ってしま

ったものだった。 こうしている間にも、

どんどん雲は 厚く 

なり、不気味な空気が流れ始める。なるほど、

台風のことは本当だったらしい。 今にも、どしゃ

ぶりになりそうな気配。風に湿り気を感じる。 

屋敷には誰もいなかった。 

密度・

濃度 厚い 

落として休みにした。風を通すため、店

の雨戸は半開きである。おふみは永吉

に話しかけるでもなく、団扇で風を送り

続けた。 八ツ（午後二時）を過ぎると雲

が 厚く 

なり、部屋が暗くなった。 「八幡様にお願いして

くる。おっかさん、栄太郎をお願いね」 ひと握り

の銭を摑んだおふみは、下駄を突っかけて飛び

出した。表通りを渡るころに 

密度・

濃度 厚い 

今日の気温は 低が十二．五度、 高

が二十二．五度、朝は霧が出ていたの

で今日は晴れと思っていたら晴天も昼

頃まで、午後はダンダン雲が 厚く 

なりました。蒜山もいよいよ雲海の季節に入って

きました。今日は涼しかったので空き地の草刈、

草刈と言っても茅（ススキ）の刈り入れ、冬囲い

や畑のマルチ用、細い物や雑草 

密度・

濃度 厚い 

少し明るく綺麗です。馬田岬方面も淡い

朝焼けです。定置網の漁船が魚市場に

向かって走っています。大漁だと良いで

すね。横一線の朝焼けが綺麗です。朝

日の昇る場所は雲が 厚く 

なり消えてしまいました。今日の釜石は曇り空

の一日になりそうです。 

密度・

濃度 厚い 

癒しの力を持つもの、すなわち、「癒し

の愛」と名づけていいと思います。 そこ

で、この部分を太陽にたとえますと、怒

りや悲しみの部分は雲にあたります。こ

の雲は、 厚い 

ものであったり、薄いものであったり、灰色であ

ったり、真っ黒であったりと、個々人によって異

なり、出来事や時期によっても異なります。 イメ

ージ的に色が淡く厚みのない雲 

密度・

濃度 厚い 
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を吸い込み黝々としている。ただ砂浜に

打ち寄せる波が微かな明りに光って見

える。 男具那は砂浜に横たわった。東

方の雲はわずかに白んでいるが真上

は暗い。 今日は雲が 厚い 

ようだった。波の音は強くて長い。 男具那は潮

風を胸一杯に吸った。海のない大和国に住んで

いる男具那には、潮の匂いは新鮮である。 し

ばらく横になって 

密度・

濃度 厚い 

        どんよりと 厚く 

暗い雲が覆った朝              雨で

も・・いいえ、   雪にでもなりそうな  そんな

暗い雲         

密度・

濃度 厚い 

に原始の樹海に広がり始めた。圧倒的

に繁茂する濃緑の大樹海のみの世界

がすぐ近くから見果てぬ彼方まで鬱然

と地を覆い、はるかな陸と空との境目の

辺りで、曇天の 厚い 

雨雲とようやく合体するかのようだった。樹海の

濃緑色と雲の濃い灰色、世界にはこの二つの

色彩しかなかった。それは、気も遠くなるほどに

長い時間をかけて、自然が 

密度・

濃度 厚い 

を得て調査いたしてまいりました。ま

ず、被害をもたらした気象条件について

述べますと、台風十七号は、日本列島

に上陸する以前、九州の南海上に数日

間停滞したまま、 厚い 

雨雲を本州に送り込み、本州上には縦に前線

が横たわり、その影響で暖湿な空気が伊勢湾

から北上し、美濃平野部を中心に雷を伴うすさ

まじい豪雨を降らせました。その豪雨は、 

密度・

濃度 厚い 

垂れ幕となって落ち、ブランコやシーソ

ーや雨垂れのしたたる雲梯の下に黒い

水たまりをつくっていた。私は外に行き

たくても出られなかったので、水浸しの

ソフトボール場やそのうえに垂れこめた 厚い 

雲、細長い針金のような雨を切ない思いでちら

ちらと見やっていたものだった。いま思い返して

みると、あの日のことで私がいまも抱きつづけて

いる印象のどれもが、どこか幽閉 

密度・

濃度 厚い 

て来た。船といっても小さなボート。それ

でパラグアイ川を渡る。おじいさんが舵

をとり、私たちは景色を眺めていた。頭

上は青い空だが、遠く先を見ると黒く 厚い 

雲があって雨が降っているのが見える。写真を

見ているようだ。まもなくボートは岸に到着した

が、それと同時に強い雨が降り出した。さっき見

ていた雲 

密度・
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したか、大型の車かなにかだろう。 フ

ォークの車は斜面を駆け降り、川べりの

道に出ようとしていた。 天気はそれほ

ど悪くなかったが、レイナ山の中腹から

上には 厚い 

雲がかかっていた。恐らく八千メートルの山頂付

近は大荒れになっているだろう。その雲のあい

だから何かが飛び出した。急速に降下しなが

ら、明らかにフォークの車をめがけて突進してく

る 

密度・

濃度 厚い 

では鉄などの重い物質は深部に落下

し，軽い物質は浮上し，冷却して原始地

殻をつくり，密度の大小による層構造が

つくられた。温度低下が進むと，大気上

層にあった 厚い 

雲がしだいに低くなり，雨となって地上に降りは

じめる。雨は地表の温度を下げ，そのためます

ます雨は増え，原始海洋が誕生した。図２ 原

始地球の進化微惑星の衝突に 

密度・

濃度 厚い 

１ テームズ川には泥まじりの雪解け水

が渦を巻き、ロンドン市民に本格的な春

の訪れを告げている。だが空には 厚い 

雲がたれこめ、太陽はそのすき間からかろうじ

て顔をのぞかせているだけだ。川岸の道を急ぎ

足で会社に向かうニコラの胸の中も、今朝の空

と同じような雲行きだった。 週末にひき込ん 

密度・

濃度 厚い 

スペクトルを調べたところ、金星の雲の

なかには、水蒸気らしいものは、まった

くなかった。 金星の表面は、乾燥した

砂ばくのような状態で、上空には、けい

酸塩のホコリの漂う 厚い 

雲がたれ下がっている。スペクトルによる調査

の結果は、そのような金星を暗示していた。 さ

らに調べたところ、金星の大気には、ものすごい

量の二酸化炭素（炭酸ガス）が含まれ 

密度・

濃度 厚い 

 翌日はどんよりした 厚い 

雲がニューヨークの空に蓋をしたように垂れ込

めていた。九月に入ってからずっと季節外れの

猛暑が続いていたが、久しぶりに涼しい朝だっ

た。心なしか、バン・コートランド 

密度・

濃度 厚い 

て帰り支度をしながら亀子さんは空を見

上げていた。辺りには微かに識別でき

る程度の色が残されているだけで、ほと

んど暮れてしまった空には、霙が雪に

変わりそうな 厚い 

雲がゆっくりと流れていた。 「暖冬だと言って

も、やっぱり冬は冬ですよねー。ねェ、婦長さ

ん。この師走の寒空にアリさんは何処に行っち

ゃったんでしょうね」亀子さん 

密度・
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はなかったが、それでも顔馴染みなの

だろうか、一人の乗客との世間話を、終

着のインスブルックに着くまで止めよう

としないから似たようなものだ。 さて、

バスを降りたものの 厚い 

雲が空全体を覆い、夕暮れ時のように薄暗い。

そう感ずるのもあのバスのせいかもしれない。

町なかは急坂が多いせいだろうけれども、まだ

市庁舎や教区教会など見るべき個所も見終え 

密度・

濃度 厚い 

の生活が始まったのだ。 「きれいね

え。何て気持ちがいいのかしら」 亜矢

子の脇に来て、ベランダの手すりにもた

れた純子が歓声を上げた。 小高い

山々が連なる先には 厚い 

雲が広がっていたが、その雲が風に流れ、青味

を帯びた富士山の頂上が姿を現していた。 起

きぬけにも、そして朝食の後にも家に電話を入

れたのだ 

密度・

濃度 厚い 
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木々のまわりで灰色がしだいに濃くなっ

ていったのを覚えている。時間がたつに

つれて影が長く、黒々としてきたことさえ

記憶に残っていたが、あの日の午後は 厚い 

雲が垂れこめていたことを考えると、その記憶

が現実であるはずはなかった。にもかかわら

ず、影が延びて黒ずんでいったという間違った

印象は、何年ものあいだ容易に消えよう 

密度・

濃度 厚い 

、とたずねた。女性バーテンがうなずい

て、場所を教え、またグラスを拭く作業

に戻った。リーバスはジャックを呼び、

パブを出て気温の上がってきた戸外へ

出た。空は相変わらず 厚い 

雲が垂れ込めていて、雷でも来そうだった。だが

子供が枕を叩くように、太陽が雲を叩いていて、

そのうち晴れ間が現われるのだ。リーバスは上

着を脱いで肩に 

密度・

濃度 厚い 

た。 強制的にとはいえ、こんなに大笑

いしたのは晃がいなくなってから初め

て。 それに、ケンの屈託ない笑顔を目

にしたら、ほんとに元気が湧いてきた。 厚い 

雲が切れて、あったかい光がぽっかり差し込ん

だ―そんな感じで。 ありがとう、ケン。 ケン

は、いつもあたしを助けてくれるんだね。 ごめ

んね、ケンちゃん。 甘えてばっかりで、ごめん 

密度・

濃度 厚い 

まわって、空、海とも均一なトーンにな

り、太陽以外に光のポイントがない。見

たままを素直に撮る。作品解説●日の

出後１時間もたつと太陽は直視できな

いほどだ。しかし、 厚い 

雲が通過すると月を見ている感じになる。コンタ

ックスＲＴＳⅢ・テレ・テッサーＴ＊三百ｍｍＦ４・

ムターＴ＊Ⅱ×２・ＡＥ（六十分１秒）・Ｆ８・ 

密度・

濃度 厚い 

ます。 金星にはかつて、地球の人類

同様の知的生命体が住み、高度な文明

もありました。しかし、十億年前と五億

年前の火山の大爆発によって、硫酸を

ふくむ 厚い 

雲が天を覆い、その温室効果によって地表の温

度は摂氏五百度にもなり、もはや生命が住むこ

とはできなくなりました。 この地球にも、生命が

住まないときがいつかは 

密度・

濃度 厚い 

はセーターの上にちゃんちゃんこを着て

出てきた。音をたてないように気を配っ

て静かにドアを閉めた。 「どうして？」 

階段を下りたところでヒロ子は訊いた。 厚い 

雲が天を覆っていた。灰色に黒味がかった雲の

色が不吉なものを連想させた。勇は空を見上げ

て白い息を吐いた。 「明日から五時半起きなん

だ 

密度・

濃度 厚い 

開けた。ロックハートが列に飛び込み、

ハリーの腕をつかみ、正面に引き出し

た。人垣がいっせいに拍手した。ロック

ハートがハリーと握手しているポーズを

カメラマンが写そうとして、ウィーズリー

一家の頭上に 厚い 

雲が漂うほどシャッターを切りまくり、ハリーは顔

がほてった。 「ハリー、ニッコリ笑って！」ロック

ハートが輝くような歯を見せながら言った。 「一

緒に写れば、君と私で一面大 

密度・

濃度 厚い 

する本物の古城だ。無骨で時代がかっ

た外観は、荘重でしかも偉容である。ま

た、それを取り巻く急峻な山々や深い森

も、同様に威風あたりを払っている。城

の上には鼠色の 厚い 

雲が覆い被さり、城の外壁や石畳の上に、翳っ

た陽の明暗を映し出す。そんな光景は、あまり

に幽玄的で厳かだ。 この古城が渓谷の上にあ

るというのは、けっして比喩で 

密度・

濃度 厚い 

ほぼこわされていない。松前町を出て

ほどなく車は西海岸を北上しはじめた。 

左側に九月の日本海の海の色がひろ

がっている。 天気はわるくないのだ

が、 厚い 

雲が陽をさえぎっていて、空も海も淡い紗をか

ぶせたように輝きをうしなっている。 午後四時

ごろ、地図に小砂子という小さな活字が刷りこま

れている土地を通過した 

密度・

濃度 厚い 

ずいぶん前のことでわからなかった」と

いうが、山には、多くの人のさまざまな

思いが刻まれているものである。 山の

天気は変化がはげしい。天空は、 初

は隙間もなく 厚い 

雲でおおわれていたが、突如として、そのなか

に青空の穴がぽっかりとあいた。それがふさが

ると、今度は、西の方面に展望の窓があき、そ

の窓のなかに仙丈ガ岳 

密度・

濃度 厚い 

原理で、後者が「高気圧」の原理であ

る。「低気圧」は、地表の気温が上がる

ことによって生まれる。暖められた空気

がいっぺんに上昇し、空気中の水蒸気

が冷やされて 厚い 

雲となる。そして、盛んに雨を降らせる。 いっぽ

う、上空の気温が下がると、空気の密度が上が

って「高気圧」になる。すると、そこに下降気流が

発生する。下降した 

密度・

濃度 厚い 

 なんとか山頂にたどりつくと、それまで

晴れて満天の星だった空が急に曇りだ

し、一つの星もみえなくなってしまいまし

た。 仕方なく、山頂にあったベンチに

寝ころんで、 厚い 

雲におおわれた空をボンヤリながめていると、と

つぜん、ボクの身体は金しばりにあってしまった

のです。 周囲の音も聞こえるし、あたりの景色

もみえるのですが、身体がぜんぜん動きませ 

密度・

濃度 厚い 

も多い。 スターライト・スコープとは夜

間照準器、つまり夜でも星や月の明か

りを利用して外を見ることのできる、望

遠鏡に似た装置である。ただし月のな

い夜や、 厚い 

雲におおわれた夜にはあまり効果がない。それ

でもなかなか便利な代物で、どの部隊にも何挺

か備えられているが、ひとつの隊で二つがなくな

るというのは考えづらい 

密度・

濃度 厚い 

と金星の相対速度を測定し，それと天

体力学的に天文単位の単位で求めた

相対速度から金星までの距離や１天文

単位の長さを決めている。●金星の自

転や地形金星表面は 厚い 

雲におおわれていて，表面の模様が見えないた

め，光学的に自転の様子を知ることはできな

い。金星で電波が反射されるとき，金星の中央

と縁とでは距離が違うし 

密度・

濃度 厚い 
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寮舎が吹っ飛び、一人の寮友を失った

ほか、大勢の負傷者を出したのは、寒

さもようやく去って新緑の若葉が暖い春

風にそよぐ五月であった。その日の空

はしかし朝から 厚い 

雲におおわれて暗く、うっとうしかった。真昼間、

警戒警報はなく、いきなり空襲警報のサイレン

が鳴り響き、学童たちがいっせいに避難を始め

たときには、すでにＢ二十九の鈍いエンジン音

が頭上に 

密度・

濃度 厚い 

若者で、何やら母国にもどったような気

分…目前にそびえる白雪の山稜が、か

ろうじて異国情緒をもりあげてくれる。 

それもしかし、夕刻まえのわずかのあ

いだのことで、下のほうからしだいに 厚い 

雲におおわれはじめ、夕食がすんだころにはす

っかり隠れてしまっていた。まえから泊まってい

た人たちの話では、ここ数日間、降ったりやんだ

りの曇天がつづいているらしい。 

密度・

濃度 厚い 

北の空を覆った 厚い 雲にしても映えるは曇天に飛ぶ白 

密度・

濃度 厚い 

夜に入るまでしばらく眺めていた。―赤

い導火が細く頼りなげにのぼって行き、

後戻りして落ちそうになったところで遠

い中空がぴかりと明るく染まって緑赤黄

の傘が丸く開き、光が 厚い 

雲に横に走り森が一瞬黒く低い輪廓を現して闇

にかえる、そして間を置いて鈍い破裂の音が私

の耳に届いてくるのであった。静かな沼の表に

弱い反射が映り 

密度・

濃度 厚い 

に遮られて、気付くのが後れたんだ。そ

の氷隕石が、足下の雲の中に消え、 

―ずごぉぉぉ〜… 真っ白な輝きを放っ

た。 周囲に拡がる熱波に消され、 厚い 

雲に丸い穴が空く。だけど、その中央に雲が生

まれて、間隙の環だけが膨らんでいくように見え

る。 『ぎゃあああ〜…』 「…！？」 今度は下

からも悲鳴 

密度・

濃度 厚い 

、まるで運を天に任せているような中で

作業をしている。 「…あっ」 そんな矢

先、あたしたちのすぐ横を、火の玉と化

した氷隕石が通り抜けていった。上空を

掩う 厚い 

雲に遮られて、気付くのが後れたんだ。その氷

隕石が、足下の雲の中に消え、 ―ずごぉぉぉ

〜… 真っ白な輝きを放った。 周囲に拡がる熱

波に消され 

密度・

濃度 厚い 

 一行は夜に入った頃、舟で河内の平

野川を下り河内湖に入り桑津で上陸、

住吉に着いたのである。 早朝に着く予

定だったが遅れたのは、途中で月が 厚い 

雲に入り暗闇になったからだった。桑津付近で

上陸場所が分らなくなり、夜が白むまで待った

のだ。 桑津から住吉まで約一里（四キロ）強だ

から、上陸してから 

密度・

濃度 厚い 

アライグマって、天然記念物でしたっ

け。 それにしても、なんだかの対策は

必要ですね。７日は立冬。日本海から

寒冷前線が近づいている影響で、宮城

県地方は全域で 厚い 

雲に覆われ、北部の山沿いでは雨が降った。仙

台管区気象台によると、南から暖かい風が吹き

込み、仙台の 低気温は十月中旬並みの十

一．二度。ただ日中はそれ 

密度・

濃度 厚い 

姿勢のままに、同じ場所にうずくまって

いた。 「爺さん、まだいたのか」 矢口

は驚いた。 先刻見たときよりも顔色が

悪くなっているようである。 折り悪しく 厚い 

雲に覆われた空から雨粒が落ちてきた。この様

子だと氷雨になるかもしれない。 「爺さん、困る

よ。いつまでもここにいられては」 矢口は気の

毒だと 

密度・

濃度 厚い 

惜しいくらいなので、車で移動し同時に

たくさんのカメラをセットしておくとよい。

レンズは広角から超望遠までどれでも

対応できる。 太陽の撮影は、朝夕が

主だが、昼間の 厚い 

雲に覆われた太陽が、うっすらと透けて見える

様子もシャッターチャンスになる。また太陽は雲

や木立、海辺の岩などと組み合わせると作画し

やすい。作品解説 太陽が水平線から徐々に顔

を 

密度・

濃度 厚い 

 ８月４日 テントを出て空を見上げると 厚い 

雲に覆われて、頭が重いようでスッキリしない

が、予報では晴れることになっている。今日も移

動日と覚悟を決めながらも、大雪山に駆り立て

られるように早めに行動する。キャンプ 

密度・

濃度 厚い 

んでした。夕方、山々の雲が晴れて、久

しぶりに姿を見ることができました。夕

日に当たって、さぞかし美しい姿になる

と思っていました。ところが西のほうは、

すっかり 厚い 

雲に覆われて、夕日はみられませんでした。ぼ

んやり、山をみていたら、東京行きの飛行機が

剣岳の上空に見えました。わぁ〜飛行機だ！！

乗りたいな〜！！ 

密度・

濃度 厚い 

２ 高知空港上空は 厚い 

雲に覆われていた。高度を下げるとすぐに機体

は濃い雲に包まれ、細かく振動した。まさに梅雨

前線の中に突入して行くような状況の着陸であ

った。フライトの途中で 

密度・

濃度 厚い 

な勢い、もうもうと湯気をたてながら暗

い暗い地表に降る雨の光景には、今ち

ょっとなじめない」 「暗かったのか

な？」 「うん、今の金星みたいなもの

で、空全体が 厚い 

雲に覆われていたから。日光はほとんど地表に

届かなかった。とても暗かったよ」 「それで？」 

「だからその雨みたいなんじゃなくて、もっと穏や

かな静かな降りかたで 

密度・

濃度 厚い 

今日は居待ち月なのに…それも満月の

…でも、空は 厚い 

雲に覆われて月の影も見えないこんな漆黒の

闇夜の中での花たちはどんな顔しているのだろ

う？と、窺いました咲き出したばかりの『鳥兜』怖

い花ですが怖くした 

密度・

濃度 厚い 
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に鈴の音聞ゆわれありやわれあらざる

や道を行く蹠寒し夕闇のなか腐りつつ

あらむか白き木蓮は風渡らえば白く咲

いて昆虫のごとき眼をして砂山に髪吹

かれいる女童ひとり 厚 

雲のうえの太陽寒ざむと如何なる時間われにあ

るらむ店頭に盛る青梅のつぶら実の悲しさわれ

の眼前にして家出づるわがため母の炊きくれし

赤きご飯のかなしかりけり山の端をすこし離るる

ところにて二十 

密度・

濃度 厚い 

ために）インドネシアの森林の広大な区

域を燃やした巨大な火災が、シンガポ

ール―住民と企業に高い税金を支払わ

せることで、非常に厳しい大気汚染のコ

ントロールを実施している都市国家―を

覆う、 厚い 

雲のじゅうたんを定期的に生み出した。環境に

適した政策を制度化する国家が不利益ではなく

利益を与えられるべきなのは、とりわけ発展途

上の世界では環境配慮の基準の導入がまず 

密度・

濃度 厚い 

の螺旋を描きながら、ラ・ガビオタ号の

泡立つ航跡にのまれ、波しぶきと黄色

い泡の中へと消えていく。百メートル前

方、ドッグロックスの低い岩礁は、東か

ら西まで空一面に広がった 厚い 

雲の下では、ぼんやりとした濃い灰色の塊にし

か見えない。 午後四時ごろに嵐の尻尾の部分

が上空を通過し、旋回する独楽のようにフロリダ

海峡を北上していった 

密度・

濃度 厚い 

                         

瀬戸内市牛窓町 二千八／十一／０２

（日）朝日は、 厚い 

雲の上から・・・。■写真上から・・・６：三十七撮

影〜６：三十八撮影〜６：四十二撮影 

密度・

濃度 厚い 

一年生の私が歩いている。 沼に青池

という名はついているが、貯水池まがい

の楕円形の小沼である。岸近い日暮れ

の水面は菱の葉で黒く埋まり、中心部

は 厚い 

雲の上にあがった月明りで白くあやふやに光っ

ていた。畦と云ったほうがいいような湿った狭い

道をたどって行くと、脚もとは暗くおぼつかなか

った。 田をへだてた低い森の向こう 

密度・

濃度 厚い 

心と野次馬的行動力は、いくつになって

も失せないのである。 おもちゃのよう

なジェットプロップ双発機で小牧空港

（愛知県）を飛び立った。あっという間

に、高度六千メートル、 厚い 

雲の上をコンピューター制御という科学技術文

明のおかげで、正確に目標に向かって飛ぶので

ある。窓の外に春雷が光る。ジュラルミンの薄い

板に包まれた機体が上下に揺れ、身は 

密度・

濃度 厚い 

た岩殿城。見晴らしは非常に良かった

です！で、本命の富士山なのです

が・・・・・天気予報は晴れ！頂上に至っ

た時も、晴れてはいるのに富士山方面

だけは 厚い 

雲の中（泣ここ岩殿山は、大月市が定めている

秀麗富嶽十二景のうちのひとつ。見ることがで

きればさぞや絶景だったろうに残念です。これ

は登っている途中に少しだけ 

密度・

濃度 厚い 

♫  厚い 

雲の中からお出まし〜 ♫★美しい富士山★♫ 

撮影地：山梨県韮崎市 甘利山（ＰＨＯＴＯ：二千

八．７．十九 Ｓａｔ） ♫ 

密度・

濃度 厚い 

た。 〈ビデオを忘れてる…〉 床の上に

ビデオがそのままになっていた。冴子は

取り上げるとファインダーを覗いた。小

さな画面で覗く世界は、一層、幻想的だ

った。靄が 厚い 

雲の絨毯のように感じられる。簡単に飛び乗れ

そうな気がした。それができたら、どんなに楽だ

ろう。 冴子は階段側の手摺りに立つと、津田の

姿を求めた。津田は狭い 

密度・

濃度 厚い 

回復したみたいですよ。せっかくですか

ら、現場へ行ってみませんか」 学者の

提案で、パフォーマンスの舞台となった

広場まで移動することになった。いつの

まにか雨はあがり、 厚い 

雲も一部は切れて、そこから星がのぞいてい

る。あれはカペラだったろうか、とそらは心の中

で復唱する。星の名前を教えてくれた銀子はど

こへ消えてしまったのだろう 

密度・

濃度 厚い 

ででもあるかのように、電波を出してい

た。 しかし「金星の表面は、びっくりす

るほど熱い」ということが、ほんとうにわ

かったのは、ソビエトの無人探測器が、

金星の 厚い 

雲をはじめて突き抜け、近寄りがたい神秘な金

星の表面に着陸したときであった。 金星は、焼

けつくように熱い、ということが、ついにわかっ

た。そこには、沼地も、石油の海も 

密度・

濃度 厚い 

なるのでしょうか。外が雨模様だから？ 

そうかもしれません。その雨滴が夏へ

の準備とわかっていても、いつしか心ま

で雨に降りこめられていくようで。心を

覆う 厚い 

雲を取り払いたくて、青空のひとかけらのような

花を傍らに。あるいは水の色をした花びらに、ほ

てりがちな気持ちをしずめてほしくて。それがこ

の季節、青い花を手にする人の 

密度・

濃度 厚い 

灰色の塊にしか見えない。 午後四時

ごろに嵐の尻尾の部分が上空を通過

し、旋回する独楽のようにフロリダ海峡

を北上していった。はるか西の空では、

沈みゆく夕陽が 厚い 

雲を切り裂き、ひとすじの光を投げかけていた。

血のように赤い陽光が左舷の薄汚い窓から

弱々しく差し込んで、操舵室には不気味な赤い

光が満ちている。 ゼフィは下のキャビンで 

密度・

濃度 厚い 

さを届けることが可能ですが、それと逆

に厚く真っ黒の雲であれば、自分の本

来持っている優しさや思いやりの光は、

雲に遮られて届けることは大変難しくな

ります。２． 厚い 

雲を薄くするためには 癒していくためにはイメ

ージを用いて、雲を風で吹き払ったり、強い太陽

の光で突き抜ける様子を思い浮かべる方法が

有効です。また、時がたって、雲のほう 

密度・

濃度 厚い 
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ゆえ、教会には彼と司祭の他は誰もい

ない。ライムはランドールとともに先に

屋敷に帰してある。 あれから街道を駆

けに駆けて、街に辿り着いたのは、雨を

落とす 厚い 

雲を敷き詰めた東の空が、ぼんやりと明るくなり

始めた頃だった。 一体、どのくらいの人間が生

き残ったのか、アリエスにはわからなかったが、

少なくとも大南門に辿り着いたのは、 

密度・

濃度 厚い 

と、マッカーサー将軍の指揮するニュー

ギニア戦であった。当時、米主力部隊

はヨーロッパ、アフリカ戦線に向けら

れ、太平洋は日本軍の方が優勢であっ

た。 洋上を進む米艦隊が映し出され、 厚い 

雲を分けて、翼に日の丸をつけた日本の零戦と

爆撃機群が現われ、空母を撃沈すると、白人将

校たちは、ライジングサンだ！ とエキサイトし、

口惜しげな声を発したが 

密度・

濃度 厚い 

遼…、きしだ・リョウ…、だった…。 あ

あ、憶い出す…。 あれは、冷たい時雨

が降り続いた冬枯れのフィールドだっ

た。さんざめくような喚声のおこった午

後のことだった 一瞬、 厚い 

雲間から洩れた薄陽が、濡れた芝生の上にきら

ッと跳ねていた。 そして、糸をひくようなゴール

がネットに突き刺さっていった。 同時に、ホイッ

スルが長く長く鳴り響いた。 いく 

密度・

濃度 厚い 

ライターを取り、いっぱいのくずかごに

火をつけた。私は動かないことに決め

た。彼はしかめ面をしながら火の周りで

踊った。くずかごの下のリノリウムの床

が溶け始めた。すぐに、 厚い 

煙が私たちを取り巻いた。ついに彼は、不安に

とらわれて、こう叫んだ。「魔女だ、あいつがそこ

にいる。追い払ってやる。あいつが出ていかな

いとだめだ」。その時になっ 

密度・

濃度 厚い 

ドードー鳥 きのうより 厚い 

灰色の雲が、朝から、空をおおっている。町は、

夜になりかけの夕方みたいに薄暗い。 お昼を

すませたミックリは、たったひとりの家族の―お

父さんは新しい奥さんと 

密度・

濃度 厚い 

力で走りだす。 「ど、どうしたんだよ

ー。」 あわててとびおきて、カケルは追

った。空がにわかにかきくもる。強い風

がふきはじめ、ほおをたたいた。見あげ

ると一面に 厚い 

灰色の雲が広がり、あたりがさあっと暗くなる。 

山のてっぺんに、ふしぎなかげ…。 「う、馬？…

わあっ！」 何十メートルもある巨大な馬が、オ

レンジ色の電光をはなち 

密度・

濃度 厚い 

。 丸屋根のてっぺんまでよじのぼった

ところで、キラがもう一度あたりを見ま

わした。ちぎれ雲は月の前をすぎようと

していたが、すぐそのあとに雷雲のはし

がかかろうとしていた。 あつく 

巨大なその雲におおわれたら 後、今夜はもう

二度と月が姿を見せないかもしれない。彼らに

のこされた時間はもうあとほんの数分だった。 

ほかの三人も、 

密度・

濃度 厚い 

でいる。 ネッカチーフを被むって、ふら

ふらしながらデッキへ出る。 いつも、日

除けのために張られていたテントが、今

日は、はずされていた。吹き飛ばされて

しまうからだろう。  厚く 

黒い雲が、垂れ込めていた。 「たしか、昨日の

ラジオの天気予報では、今日は、晴れる筈で

は、なかったの？」 「いやあ、あれは…、ちょっ

と…、あれはウソだ 

密度・

濃度 厚い 

た副虹というのもできる。ただ、副虹は

見えないことが多い。男女二つの虹は

このことから創造したもので、主虹が

男、副虹が女と考えたのだろう。  厚い 

黒雲が遥か彼方から風に乗り、ときには雷とい

っしょにやってくる。そして、あっという間にあた

り一面を海のようにして、さっと去っていく。こち

らが雨でも数キロ 

密度・

濃度 厚い 

の画面が飛び出してきた。 「これは…」 

宙に浮かんだのは、氷隕石による氷河

の拡大を試算した図だ。隣の画面に

は、氷隕石による水蒸気が、 厚く 

集められた雲を雪に変えて、氷河を拡げる過程

が書かれている。 惑星全体に隕とされる微惑

星で、その場所に集められたすべての雲を雪に

変えた場合、ユメミの 

密度・

濃度 厚い 

 右腰内部は相変わらず、右足は適当

に痛かったが一万二千歩程のウォーキ

ングマッサージ多分効果はあるのだろ

うとは思うのだが 青空が広がったとは

言え西の空には雲が 厚い 

十八：四十四 夕陽は簡単には見えない感じ  

部屋の窓から綺麗な空 屋上に上ってみると  

綺麗な夕焼けに有難う。。 ん？何だろうな。。こ

の右腰内部 

密度・

濃度 厚い 

 五月二十四日、月曜日、ワシントンは

一日肌寒く、雨が降っていた。週末は日

曜日まで晴天が続いたが、その晩から

水平線に雲が 厚く 

重なってきて、穏やかな天候もそれまでだった。

海軍技術本部のフォスター・モーラン提督は、月

曜日の習慣通り、今日も早くから自分のオフィス

に来ていた。週末からの電報と郵便物 

密度・

濃度 厚い 

、 後の待ちに待った瞬間だった。船客

が一斉にデッキに現れ、カメラを向ける

人、収まる人、じっと景色を眺めている

人と、人それぞれが、共有するその時

間を楽しんでいる。  厚く 

伸びた雲は尾を引きずるように山頂を下り、飛

竜のように北へ向かって行く。その後には、裾野

を円錐状に伸ばした美しい島が海上に浮かび

上がった。 にっぽん丸は帰路に針路 

密度・

濃度 厚い 

異なります。 イメージ的に色が淡く厚

みのない雲であれば、その人の持って

いる「癒しの愛」によって簡単に相手に

優しさを届けることが可能ですが、それ

と逆に 厚く 

真っ黒の雲であれば、自分の本来持っている優

しさや思いやりの光は、雲に遮られて届けること

は大変難しくなります。２．厚い雲を薄くするため

には 癒していくために 

密度・

濃度 厚い 
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を出た。集合場所は香具山の山麓だっ

た。 山背大兄王がどの程度の情報を

得ているかは分らないが、今日攻撃さ

れるとは想像していないに違いなかっ

た。  厚い 

雪雲が空を覆い、先頭を行く葛城稚犬養連網田

が松明をつけて進んだ。明かりの周辺に小雪が

白い粉となって光り煌いた。凍りつくよう寒さだ

が、馬に乗った吾は昂奮の 

密度・

濃度 厚い 

今朝の鹿児島の空は非常に雲が 厚く 

町行く人は傘を差す人もチラホラ・・・。差さない

人のほうが多いか？？？。雲のせいか、標準時

の子午線（東経百三十五度）より西のせいか、

夜明け 

密度・

濃度 厚い 

陸軍を震憾させる事態。叛乱が震撼さ

せただけでなく、軍中央が叛乱を正当

行為と認めたと判断し対応する激震が

見舞ったのである。 二月の日暮れは

早い。雲の 厚い 

日で、ほとんど風もなかった重苦しい空から雪

がちらつきはじめていた。再度参内する山下

は、一人ではない。〈次官参内後山下少将に対

し鈴木〔貞一〕大佐、馬奈木〔敬信〕中佐等 

密度・

濃度 厚い 

。いっしょに青い君に会いに行こうかの

うとおじいちゃんは指切りじゃと優しい

目でウインクしてくれました。 それを聞

いて、ボクは安心、もう悲しくないよ。そ

れにこんなに雨雲の 厚い 

夜はずいぶん暗くて青い君はもう寝ているかも

しれないしね。それはそうと、青い君の家族はみ

んな元気になったのかなあ？ 「あしたよいお天

気になるかなあ。だいじょうぶ 

密度・

濃度 厚い 

、どうですか。○太田（誠）議員何が正し

いのかということは後世が決めるのでし

ょうけれども、我が国は従来、先生のお

っしゃるような考え方で来たと思うので

すね。大変 厚い 

内部留保を持って、大切なことだというふうにし

てきたと思うわけであります。その分、我が国で

は株主が軽視をされて、大変低い配当性向とい

うものであった 利益 厚い 

をしております。なお、多ければ多いほ

どいいのかというところは、あるいは先

生もお気づきかもしれませんけれども、

成熟した企業は投資の必要がないの

で、どんどん内部留保が 厚く 

なってくるわけでございますが、他方、これから

新しく経済界にデビューをしょうとするベンチャー

ビジネスの方は資金不足になっておる。こちら

の成熟産業の方に資金が固定化されておって 利益 厚い 

の第二部はかなり温情的に過ごされる

のである。周到なヴァンデヴェルデ夫人

が持たせてくれたお弁当をぼくは真夜

中十二時に食べた。弁当は、指物職人

の膠の薄板みたいに 薄い 

（で、味も膠みたい）、白いミルクチョコレートの

板チョコ一枚、パン一切れにブラックコーヒーが

一瓶である。それからハッパをかけて、おかげ

で運よくあらためて暇ができた。それから「現場 ｐ 薄い 

個のタングステンウエートを装着、ロフト

別にトゥ側、中央、ヒール側に重量配分

され、 適重心による 適弾道が打ち

出される設計になっている。また、フェ

ース肉厚は中央部が厚く、周辺を 薄く 

、さらにバー状にさらに薄い部分を設けた３段階

肉厚設計によるスプリング効果がある。シャフト

は、前モデル（Ｗ・四百四）より先端部の剛性を

高め、全体的なしなりと抑え目なトルクに ｐ 薄い 

を一本わたして火をつけ、自分の分に

も火をつけた。そして、肩をすくめた。

「 近部屋にいない。いるなら、わかる

はずなんだ。噓じゃない」 「壁が 薄い 

からな」デイヴはいった。 「好きなように思え」

男はテーブルに置かれたからのコーヒー・カップ

をとりあげた。「彼女はこっちのステレオに文句

をいわないかわりに、こっちは彼女の ｐ 薄い 

引越しを考えています。働きながら資格

のため勉強をしているので、隣近所が

静かな環境を望んでいます。軽量鉄

骨・ＲＣなんとかっていうつくりの建物で

はどの程度の うす 

さ（となりの音が聞こえるとか）なのでしょうか？

現在、気になってる物件は２階建ての軽量鉄骨

と聞いています。となりはもちろん、下に住む人

に私の生活音を聞か ｐ 薄い 

Ｂ シート食品ではない解答 Ａ解説本

来のシート食品は、原料を粉末にして

接着剤を加えて圧延したカード状にした

ものをいいますが、原料を壊さないで加

圧して 薄く 

したノシイカなどもシート食品の範中に入りま

す。問題 ポリパックは野菜の保存に効果あ

る？スーパーのレジの外に備えてある薄手のポ

リ袋があります。同じものがどの家庭にも置い ｐ 薄い 

・・アルコールを飛ばしておきます。焼き

あがったケーキに万遍無く、刷毛でブラ

ンデーシロップを塗り込みます。外側は

サックリ・・中はしっとりの、絶品チョコレ

ートケーキの出来上がりです〜！濃厚

なので・・私は 薄く 

スライスして、１日数枚と決め・・頂いています。

焼き上がりよりは・・日が経つ毎に、馴染んで・・

美味しさが増して行きます。大体３〜４日で、食

べてしまい ｐ 薄い 

食べられます。 冬至の柚子湯は、歳

時記でおなじみですが、皮を吸い口や

薬味に使うほかに、柚子には多様な使

い方があります。 柚子皮の砂糖煮は、

皮を 薄く 

スライスして、たっぷりの砂糖をまぶして二、三

時間おいて、じっくり煮詰めていきます。果肉は

絞ってポン酢にします。 さらに皮は干してお

き、漬物を漬けるときに入れてもいいでしょう。ミ

カン ｐ 薄い 

」と「丸正食品」一部店舗。●取り寄せ

／三十袋より相談に応じる。焼も水もす

るんとお腹に。皮界の優等生・富強食

品焼餃子四つの中で比較的薄め。普 薄い 

タイプを食べている人にはなじみやすいかも。サ

クッと香ばしく焼け、誰からも好まれそう。水餃

子この中では薄めのため、水餃子には少し物足

りない印象があるかも。するっ ｐ 薄い 
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段、 

には、せめて目次だけでも見ておくだけ

で、だいぶちがいます。 なぜならこの

持続は、１意識、意欲の持続２記憶の

定着および固定化 の二つの効果をも

たらすからです。  薄い 

テキストを使うならなおのこと、勉強のやる気が

起きないときでも 低テキストに目をふれさせま

しょう。気力が戻ったとき、頭の中にスムーズに

入ってきます。６ 語学力―「覚える ｐ 薄い 

剤をケチらずにたっぷり染み込ませて、

しばらく唇の上に放置して、クレンジン

グと口紅が馴染んでからそっとコットン

を滑らせていますか？今からでも遅くは

ないですよ、唇の皮膚は 薄く 

て代謝が早いから、正しいクレンジングを続けて

いればちゃーんと綺麗な色に戻ります♪ ｐ 薄い 

過ぎているのか、肌に色が馴染まずに

おばさんっぽいです。色見本では一番

色が合うかな？と思ってたのに・・・・ ３

〜５足入りの方が生地が 薄い 

ので肌馴染みが良いですか？安いに越した事

は無いですが、弛んだのでは困るし、仕事で履

く時は、キャビネや、ダンボール箱の角に擦った

りして伝線し易いので ｐ 薄い 

ンミー・ガー・ベーコン四百五十円。ホッ

トコーヒー三百三十円。ミルク入りはプ

ラス三十円。上：手前から、モッチリとし

た三角ちまき三百五十円、海老入りの

揚げ巻き、チャーゾートム二百八十円、

セン茶四百円。ベトナムの 薄い 

ライスペーパーで巻かれたゴイ・クォン二百五十

円。上にのったかき氷をくずしながら飲む、アボ

カドシェイク三百八十円。右：地下鉄日比谷線

「六本木」駅４ａ出口から徒歩１分。店内では ｐ 薄い 

のですが、二人ともお金はほとんどあり

ません。そのころの小学生は月々のお

こづかいなどなく、お年玉もほんの少し

なので、母の日まで残っていません。や

っとピンク色の 薄い 

化粧紙が買えて、それで自分たちで考えてカー

ネーションを作り、割り箸に糸で結わえて出来上

がり。母はいまでもそれを覚えていますし、私も

これまで母に贈ったものの中で ｐ 薄い 

ジェイクは目の前にかがみ、エミリーの

足を彼の膝に置いて引っ張りはじめて

いた。「本当に、ミスター・マクブライド

…」 ジェイクはブーツを引き抜いた。な

るほど脱げないはずだな。ブーツは 薄い 

黒の革製。エミリーはその下に厚い靴下をはい

ていた。ウールの靴下だ。その足先は長くほっ

そりした脚へと続いている。 うん、あいつの、ピ

ートの言葉は正しかった。きれい ｐ 薄い 

拝見ということにしようか。弛緩したブロ

ンの馬鹿面を眺めながら、おれはこう考

えていた。 巨体が軽く身震いして瞼が

薄く開く。太った赤ら顔、膨れた頰、残

忍そうな 薄い 

唇、潰れた鼻、そして透明な青い眼。開いたば

かりの眼はまだ焦点があっていない。ブロンは

ぼんやりと視線を宙にさまよわせている。 充分

に意識がもどるまえに、先手を ｐ 薄い 

のガーゼを取り、前腕を貫通しているガ

ラスの破片を調べた。 ベネチアは目を

開け、教授の浅黒い顔を見上げた。と

てもハンサム―もうろうとした意識の中

でそう思う。高い鼻すじ、 薄い 

唇、濃いまゆに黒い瞳、白いものの混じる黒髪

の教授は、間違いなくハンサムだ。「すみませ

ん。私、気を失うと思います」ベネチアははっきり

した口調で告げた。 そして次の ｐ 薄い 

―窓や屋根についているアンテナの輪

郭なんかが、徐々に姿を現わし始め

る。青い屋根瓦に青い竿竹、青い色が

いつもより古くさく見えた。にな川がくし

ゃみをした。彼の薄い目蓋、 薄い 

唇、目も口も皮膚をすぱっと切り開いて作られた

みたいだ。何もない所をじっと見つめている猫の

ように無表情。 同じ景色を見ながらも、きっと、

私と彼は全く別 ｐ 薄い 

午前、糠雨の中を、私と小沢は洛秀画

廊を訪ねた。熊谷信義は、小沢から聞

いたとおりの風貌だった。オールバック

の髪、べっ甲縁の眼鏡、切れ長の眼、

一文字に結んだ 薄い 

唇。別誂えらしいダークグレー、ピンヘッドストラ

イプのスーツにライトブルーのシャツが映えて、

いかにも芸術家風な雰囲気を漂わせる人物で

はあるが、その言葉と態度は自信に満ちてお

り、時に ｐ 薄い 

所だった。すぐ隣がルーマニア課だっ

た。 ルーマニア課長のジェームス・ス

ティックリーはこの道二十五年のキャリ

ア外交官である。五十代後半。中肉中

背。キツネのような細い顔に、小さくて 薄い 

唇。目は冷たい薄茶色をしている。 スティックリ

ーは、政策的な任命でわが牙城に侵入して来た

素人大使を軽蔑のまなざしで見下ろした。 彼

は部内一のルーマニア通とされ ｐ 薄い 

見てもらうより、仕事っぷりを見せたほう

がいいだろう」 娘は、昭子という名だっ

た。小柄で、肌の色はいくらか日に灼け

ている。細面の顔だちで、切れ長の目と 薄い 

唇が、娘の気丈な性格を表しているようだった。 

ぎこちない紹介が終わると、昭子は興味深げに

工場の中身を見渡して言った。 「自転車を作っ

てるんですね」  ｐ 薄い 

には出さなかった。目だけクローズアッ

プすればそこそこ可愛げがないともいえ

ない。黒目が大きくて多少愛嬌がある。

しかし、顔の真ん中で正面を向いている

低めの鼻と、その下の 薄い 

唇がセットになると、どうしても爬虫類を思い出

さざるを得ない。トカゲや蛇が、今ペットで大人

気らしい。人なつこくて、やさしい性格によく合っ

てる。「これから書き上げる報告書が ｐ 薄い 
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ございます」 「おおよその察しはつく

が、話をきこうか」 「ひとつは、昨日、あ

なたさまが手ごめになされた阿理さま

が、いま一度契りを求めていらっしゃい

ます」 妖之介の 薄い 

唇がゆがんだ。 「いま、ひとつは？」 「虚陰十

郎と申します手練の浪人がおります。その虚と

…」 「剣を交えよ、というか」 「あなたにふさわ

しい相手で ｐ 薄い 

。伏目がちになった時に睫の影が麗し

い目元に。すごく上がるし、もちもいいで

す。唇は母のいつも使っている青みの

あるピンクはやめてディオールのさんご

色の淡いピンクを、 薄い 

唇からアウトラインに引きます。仕上げに青みの

あるピンクのグロスを乗せて、髪を軽く手ぐしで

といて出来上がり♪お母さんキレイ〜〜〜〜！

目元が麗しくて、「お母さんったらシルバー人材

に ｐ 薄い 

設けられたラウンジ・バーでマーカス・

ペインと会っていた。仄暗い一番奥のテ

ーブルで貧弱な体をソファに沈め、スコ

ッチをちびちびと舐めながら、向かいに

坐っている外国人の血の気のない 薄い 

唇から吐きだされるその日本語を聞きつづけて

いた。 マーカス・ペインはアメリカ大使館付の

駐在武官だった。階級は少佐で陸軍情報部（Ｇ‐

２）から出向してきていた。 ｐ 薄い 

確かめる。左手は傍らのラテス少年を

かばうように伸ばす。 戦い慣れた仕草

であった。 だがそれも、対するウルカ

ンドには欠片ほどの警戒も抱かせはし

なかった。 「ふん」  薄い 

唇から吐き捨てる声は、彼の内に秘めた憤怒を

宿して、聞く者を震えさせる。 「これが、アスタ

シュールとともに旅をしていたという女なの

か？」 施政官ウルカンド ｐ 薄い 

前で、サンドイッチか何かを選んでい

た。どちらも三十前後で、似たような年

ごろだ。 男の方は、育ちのよさそうな

整った顔立ちをしているが、そげた頰と 薄い 

唇が神経質な印象を与える。 女の横顔を見た

とき、どこかで前に出会ったことがあるような、

引っかかるものを感じた。 ごく平凡な顔立ち

で、ほとんど素っぴんだ。ほどくと ｐ 薄い 

太腿の真ん中に両手を添えて儀礼的に

頭を下げると、長い髪が両頰に垂れ、

ベストの肩に戻った。美人と呼ばれるは

ずの容貌の口許が歪み、流行色のディ

ープレッドの口紅の 薄い 唇が震えていた。 ｐ 薄い 

と首が異様に長い体形も。 奇妙に生

白く、左肩に数字の《６》が刺青されてい

る以外は、皺も、傷もない、白磁のよう

に滑らかな肌の質感も。 きわめて 薄い 

唇が大きく左右に裂け、両眼は鬼火のような

禍々しい輝きを宿す、どこか白子の蛇を連想さ

せる顔も。 女のそれのように美しく艶のある、

肩までまっすぐ伸びた黒髪すらも ｐ 薄い 

「我らがイギリスの友人、オワゾーがわ

れわれをぺてんにかけたと言いたいの

かね？」 鎌を掛ける質問だった。ラミィ

が答えを考えている間、ドフォルジュは

待っていた。少佐の 薄い 

唇が歪む。 「いまのところ、そうは思いません。

彼はフランスが緊密な関係を持つ国々と将来の

武器取引きのために歓心を―あなたの―買おう

としていますから」 「 ｐ 薄い 

の手から私にください。通子さんの手で

はいやです。あなたの手で―」 そう言

っていた。その言葉も聞き落としたよう

にぼんやり煙草を喫っている。陽溜まり

の中で、その 薄い 

唇だけが寒そうに見えた。冷たい返事しかくれ

そうにない唇だった。 なぜそんなことをしたの

か、今もわからないが、旬平が尽きた煙草を棄

てる場所に困って、つと石垣 ｐ 薄い 

ないわ。そして、私もね」 ゴードンは咳

払いをして答える。「ミスター・ハーパー

と俺の付き合いは長いんだよ、お嬢さ

ん。彼はこんなことを命じるほどばかじ

ゃない」 ステラは 薄い 

唇で冷淡に笑う。「あんたを殺し、ここを家探しす

る。それで、私は報酬がもらえる」「こんなことを

するなんてどうかしてる。いいか、ここにはあれ

以上の金はないんだ ｐ 薄い 

な咳払いをした。というより、「形」しか聞

き取れなかった、飲み込まれた言葉の

ようなものだったが、ときおり、これとい

う意図もない動きで、肘を前に突き出し

た。彼の 薄い 

唇と澄んだ目は、心底から誠実な人間のそれで

あって、悪魔に憑かれているという、彼を取り巻

くとかくの噂とは相容れないように思われる。コ

ンサートのあと、誰か ｐ 薄い 

のモロッコ服を着た、不思議なほど目立

たない男が唇を開かずに、どこの国の

ものともちょっとわからない訛で歌う。 

「おお、人形たち、すてきな大きな美しい

人形たちよ」  薄い 

唇と大きな鼻とつめたい灰色の目をもった警官

たちの群れが、入口になっているすべての通り

からマーケットへ入ってくる。警官たちは、冷静

に組織的に蛮行を行なって、暴徒たちを ｐ 薄い 

。距離は一メートルほどもない。天田原

の大きな眼が、楠の唇へ動く。楠も天田

原の唇を見た。眼が暗がりに慣れはじ

め、いつもよりずっと赤いことに気がつ

いた。 薄い 

唇に、ふだんにない厚みがある気もしている。

厚いと言うよりは小さく丸く膨らんだ唇であった。 

天田原は右のひとさし指と中指を揃え、まるで

弥勒菩薩像が思惟する指の ｐ 薄い 

やしないかと怯えていたからだ。 オー

ギュスト・ロンションは、六十代の、頭が

つるつるにハゲた、腹の突き出た男だ。

短い足に、豚のような小さい眼をして、 薄い 

唇にはいつも安物の葉巻をくわえている。ロンシ

ョンはマルセイユの繁華街で高級婦人服店を営

んでいたが、決して裕福ではないから―少なくと

も妻にはいつもそう説いていた ｐ 薄い 
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も生き残った者が隊長の死体をかつい

で引き退いて来れば罰せられるという

のか」と詰め寄った。 「ご懸念無用、出

陣せぬ貴公には軍中法度は無用では

ないか」 土方は 薄い 

唇に冷笑を浮かべた。池田屋事変に際して山南

が後方にあったことを皮肉っている。 「これは

面妖なことを聞くものだ。先陣を切ろうと後詰め

に立とうと、その功に優劣 ｐ 薄い 

いた。 悠二だ。 その顔は、妹が生ま

れてこの方一度も見たことのないものだ

った。上目遣いの三白眼に、悪意がこ

れ以上ないほど凝縮している。切れ上

った 薄い 

唇の間から、尖った犬歯の象牙質が覗いてい

た。 悠二が嗤いかけながら、何か言った。しか

し圭子には、それはただの異形の音にすぎず、

何の意味も情感 ｐ 薄い 

が、でも、それが仕事に影響するとは思

えません。キャンセラン計画をやるにつ

いて、彼を信用してよろしいんじゃあり

ませんか」 モリソンはホッとして微笑を

浮かべ、その 薄い 

唇の間から白い歯をのぞかせた。「ありがとう、

ミス・シェルドン。ぜひこの話を聞いておきたかっ

たのだ」洗面台のところに行って、吸いかけの煙

草に水をかけ、それを屑籠の ｐ 薄い 

それは海のものだ。俺には採る権利の

なかったものだ」 「けど、その珊瑚樹

は、もとはアッティとかいう人のもんやろ

う」 エンゾは、りんに顔を向けた。 薄い 

唇の端に寂しそうな笑みが浮かんでいた。 「海

のものは、誰のものでもない」 「…ほいたら、エ

ンゾさん。もう、あの珊瑚樹はいらんがですか」  ｐ 薄い 

た。距離が離れていたことと、彼らの動

きがあまりにも自然だったために見落と

してしまったのだ。 兼家は無言だ。だ

らりと両腕を下げて貞盛を見ている。 薄い 

唇の端を上げて、彼は苦笑しているのかもしれ

なかった。さすがに並の胆力ではない。 「この

俺を―追捕使の軍を利用して将門と再び合流

するつもりだっ ｐ 薄い 

た。 背の高い男も僕に鋭い眼差しを送

って席を立つ。女はこれ見よがしに男に

腕をからませて僕の後ろを通りかかっ

た。僕はうつむき加減に二人を見た。 

女が 薄い 

唇の端を上げて笑って見せる。 僕は背の高い

男の背中に向かって低い声でいった。 「この

女、バックが好きだぜ」 男は振り返って「このぅ

…」と ｐ 薄い 

意気そうな目や、ぷくっとした唇の子、

そんな子が現れねえかな、と考えてい

た。 ユリはまったくそんな顔はしていな

い。目は一重で、顔は丸顔。 薄い 

唇はいつもカサカサ。体には肉が付きすぎてい

る。疲れた顔をしていることも多い。 しかし恋し

てみると、形に好みなどないことがわかる。好き

になると、その ｐ 薄い 

嚙みしめた歯の間から声を絞る。 「…

俺を荒ませてるのは誰だよ？ あいつと

別れさせて、仕事に集中できるかと思っ

たら、それもない」 睨め上げても、 薄い 

唇は失笑を洩らしただけだった。 「今度は八つ

当たりか。 終的に別れることを選んだのはお

まえだろう？」 「それはあんたが先に―！」 先

に透に話をし ｐ 薄い 

あった。夫人は背丈の大きな女で、年

は夫とおない年、暗色の毛はだいぶ白

髪がひどいけれど房々としている。全体

に瘦せぎすのほうで、鼻はかぎ鼻、黄

色い頰はこけて、 薄い 

唇もとが落ち込んでいる。額は高いがやや迫っ

て、かなり大きな灰色の目は、ときとすると、まこ

とに思いがけない表情を示すことがある。昔、彼

女は、自分のまなざしは非常に魅力 ｐ 薄い 

歌い、笑うなどしながら絶えず動いてい

る唇。唇の印象は、その人の品性を物

語るものです、というととてもこわいです

が、リップのぬり方や気の使い方で、カ

サついた唇も 薄い 

唇も変わることができるので努力は必要。とは

いっても、リップペンシルでアウトラインをきっち

り描いたり、ワザとらしいテクニックはいただけま

せん。特にタウンやビジネスシーンでの唇メイク

は、リップペンシルやリップ ｐ 薄い 

手に取らなかった。 「コーヒー、嫌いで

すか？」と、大熊刑事が訊いた。 「い

え。熱そうに湯気が出ているでしょう、

眼鏡が曇るのがイヤで…」 花吹雪は、 薄い 

唇をかすかに開いてそう言った。 「あ、そうです

か。さめたコーヒーは飲まないという人もいるの

に、珍しいですね」と、大熊は言った。 「人には

好みと ｐ 薄い 

そこにいたじゃない。そうだ、もどってみ

ればいいか。ホヴァリング・フラワー…」

エレクトラの声は少しばかりふきげんだ

った。 「ノー…」ふたりはまた続けた。 

行政措置。鼻のきく、 薄い 

唇をしたあたしの主人の動きが、どんどん速ま

ってきた。いままでもずっと、カリバンの周辺で

あたしを探していた。カリバンはいま、人の出入

りを断つべく安全扉を閉めようと ｐ 薄い 

ており、肌の色が浅黒く、そして、そう、

背も低かった。歳は四十代後半、背は

五フィート八インチ、贅肉のないひきし

まった体型で、まるい顔にくぼんだ眼、

低い鼻にとても 薄い 

唇をしていた。顎髭も口髭も生やしていなかった

が、二日分の不精髭が伸びていて、そのために

頰と顎が黒ずんで見えた。髪は黒っぽく、それ

は薄暗い ｐ 薄い 

手が肘かけについた小さな頭蓋骨をな

でまわしている。その傍には白い槍が

たてかけられていた。 「汝らの実力で

こうなったとでも思っておるのか」 城主

が 薄い 

唇をはためかせた。 「孤の思うままよ。てごろ

な退屈しのぎ、五十年に一度くらいは直接に敵

と刃をまじえるのも一興というもの。汝らは孤の

掌の上で踊っ ｐ 薄い 

の侍の太刀がじょじょに動き、朝陽を反

射して煌る。下段にとった二人の侍の

太刀が、左右八相の構えに変化する。 薄い 

唇をほころばせた。磨ぎ細めた剣は稲妻のよう

な迅業を身上とする、一人の初太刀が挑んでき

た刹那に勝負は決するはずである。膝と足首に ｐ 薄い 
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虎穴に入る必殺の陣であった。 妖之

介は、 

弾力を蓄え、次の瞬間の跳躍 

は消え失せ、代わって若若しい美貌が

現れる。 「く…化け物め！」 激しい口

調で、晶人は毒づいた。 「仮面を使い

分けるのは、君たちだけではないのだ

よ」と、冠木が 薄い 

唇をゆがめる。 「…」 晶人は黙りこくったまま

だ。 「さて―」 冠木は、黒い手袋をはめた手を

しなやかに打ち振った。それを合図にして、スポ

ットライトが部屋の一方の ｐ 薄い 

出来なかった。しかしこれ以上は同意し

ても反論しても野明の逆鱗に触れる。

遊馬は腰を屈める口付けた。「！」一瞬

驚いた野明は、ゆっくりと瞼を下ろすの

と連動して 薄く 

唇を開いた。熱い唇、熱い舌。目眩の様な心地

良さに、野明の指は無意識で遊馬のライダース

ーツを掴んだ。 ｐ 薄い 

でて透明で、瞳孔の中が淡い青色に輝

いてるのがよくて、勿論、左右の眼は同

じ大きさじゃないと駄目。…この仔馬の

眼はなかなかいい眼だと思うよ」 友巳

は 薄く 

唇を開いたまま、その二重の丸い目をクルクル

させて仔馬を見ていた。よほど関心をもったの

か、子供のように観察してる。 「へえ…、そうな

のかぁ」 ｐ 薄い 

の腕の中で漁姫のまぶたが開いた。 

「う…ん…」 「漁っ。しっかりするのじ

ゃ、漁」 おぼろげな意識のなかで漁は

美しい楊貴妃の姿を見た。 薄く 

唇を開いて、呟いた。 「…ねえ…さ…」 ハッと

漁が大きく眼を見開いた。鳴美の顔が視界に飛

び込んでくる。漁は飛び起きて友姫を突き飛ば

した。 「あっ！」 ｐ 薄い 

おけ、母者の見事な 期をよく見てお

け！」 小源太は、かや姫のか細い肩を

つかんで、呻くような声で洩らした。 願

念は、ちらとかや姫のほうを見た。かや

姫は 薄い 

唇を血がにじむほど強く嚙みしめ、躰をふるわ

せ、小源太との約束を懸命に守ろうとしているの

か、泣きごえも洩らさず、ぼろぼろと涙をこぼし

ていた。 「こげな、むごい ｐ 薄い 

、角刈りにしている山口は、百八十五セ

ンチの蒲生とほとんど同じ背丈だが、横

幅は蒲生よりひとまわり大きい。その山

口のそばに、長めの髪の毛をまんなか

から分けた銀縁眼鏡の岡本が、 薄い 

唇を笑いのかたちに歪めて立っていた。美室警

部補の姿はない。谷の説明が事実なら、現場か

ら離れ、いまもどこかで嘔吐しているのだろう。 

蒲生は、谷に ｐ 薄い 

「俺がここにいる理由はわかってるな」 

彼は理由などわからないと言うように、

両目を見開く。「一万五千ドルを寄越す

んだ。さもなければ、死んでもらう」 ス

マットは 薄い 

唇を震わせながら笑う。「そんな金は持ってない

よ」 「じゃあ、死んでもらう」ゴードンは撃鉄を起

こす。スマットを十分怖がらせてから、彼の眉間

に銃を向ける。 スマット ｐ 薄い 

たらね」 こんなリイの脅しにも男は、い

つでも発砲できるように構えた銃を、お

となしく捨てるような気配はない。いか

にも狡猾そうな表情で、水上が、冷酷な

性格を窺わせる 薄い 

唇を舌先でちらりと舐めた。相手は女だ、おとな

しく銃を捨てる手はない。こう考えているのかも

しれない。 不意に、リイの突撃銃が火を噴い

た。水上の体が ｐ 薄い 

部の人間であります。宗であれば、『サ

ンセット計画』の立案段階にたずさわる

ことは不可能ではありませんでした。実

際のところ、私もそう考えていたのです」 

徐は 薄い 

唇を舌先でなめ、言葉を継ぐ。 「次に元の机の

上にあったというメモ帳が見つかりました。残念

ながらメモ帳には何も書いてありません。ただ、

後に元 ｐ 薄い 

独特の顔立ちと酷薄そうな瞳が、どこか

蛇を連想させた。 「私の名前を知るお

まえは、誰だ？」 景行は冷静な声で訊

いた。岩場の上で、男が 薄い 

唇を吊り上げた。 「信濃国司諏訪左衛門源重

頼の男、望月三郎兼家―」 「諏訪氏…もしや甲

賀の民か？」 「知っていたか。菅家の血脈を名

乗るだけ ｐ 薄い 

やりたいところだが、あれで朝廷にもな

かなか話のわかる奴がいる。諏訪に逃

げ込んだ将門公を首尾よく捕らえれば、

この俺に一郡を預けてくれるそうだ。そ

れに」 兼家が 薄い 

唇を裂いて、蛇のように笑った。 「―都の連中

が恐れる神将将門を、俺の手で捕らえるという

のも悪くない」 「貴様」 景行はぎりぎりと奥歯を

嚙んだ。 ｐ 薄い 

いろんな葉や枝を入れて燻すの。空気

と水が 高にいいから、この辺りの葉

の匂いって、それは 高なのよ」 そう

説明をしながら、おばさんはハムの紐を

解き、 薄く 

切った。ハムはとてもきれいな色をしている。着

色料の人工的なピンクとも違うし、スーパーで売

られている死んだような無着色のハムとも違う。

煙ったような桜色だ ｐ 薄い 

のですが、作り方を教えてください。【ゆ

ず茶 レシピ】■ゆず５個 蜂蜜三百ｇ

【または、砂糖三百五十ｇ】１）ゆずはき

れいに洗って拭きます。２）ガラス瓶に 薄く 

切った「ゆず」を１個分入れて蜂蜜を入れます。

３）２の方法で５回くり返してください。４）「ふた」

を閉めて２週間程たてば取り出して食べられま

す。※蜂蜜・ ｐ 薄い 
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 ２ＰＡＲＴ １で選んだ食べ物のレシピ

をグループで作ってみよう。また，その

レシピをもとにして，作り方を発表して

みよう。ｓｅｒｖｉｎｇｓ：４ ４人分ｔａｂｌｅｓｐｏｏ

ｎ 大さじｔｈｉｎｌｙ‐ｓｌｉｃｅｄ  薄く 

切ったｈｅａｔ ｕｐ 加熱するｐａｎ フライパンｆｒｙ 

いためる†ｕｎｔｉｌ ｐｏｔａｔｏｅｓ ａｒｅ ｄｏｎｅ じゃが

いもが煮えるまでＣｕｌｔｕｒａｌ Ｔｉｐｓ ３ｓｕｓｈｉ，ｓｕ

ｋｉｙａｋｉだけじゃないぞ アメリカの雑誌などを見

ると，日本で ｐ 薄い 

タコ、たくさんあったのでまずはタコ飯に

〜♪♪昆布、千切りしたしょうが、 薄く 

切ったタコお醤油、お酒を入れて、スイッチオ

ン！あとは、炊飯器におまかせです（＾−＾）炊き

あがったら、昆布を刻んで（昆布は、捨ててもい

いのですが上等の昆布なので食べる ｐ 薄い 

今朝、娘にお弁当を作ったあと、ＣＲＪも

お弁当だから、娘が食べない一品作り

ました。材料：白瓜、しらす、にんにく調

味料：油、醤油作り方：１ 薄く 

切ったにんにくを油で炒めて、色が変わったら、

にんにくを取りだす。     ２１油でしらすを炒

めて、白瓜を入れて炒める。出来上がる前に醤

油を入れて炒めて出来上がり。香菜 ｐ 薄い 

窯で焼かれたというトーストパンを食べ

た。肌理細かなパンは歯ごたえがあっ

て、聖司がこれまで食べたどのトースト

パンよりも香ばしくて粘りもあった。 な

るほど、だから母はこんなに 薄く 

切ったのかと聖司は納得した。普通のトーストパ

ンと同じ厚さに切ったら、起きぬけの、まだちゃ

んと覚醒していない胃には重すぎるかもしれな

いと思った。 「このトースト ｐ 薄い 

もまた水門は開いてしまうのだ。ごく薄く

切り取れば母に気づかれないと考える

と、私はもう行動を起こしていた。すば

やく薄片を切り取り、柳のサオを取りに

飛び出していった。  薄く 

切ったパンの真ん中辺をぼろぼろにくずし、水

面に撒くと魚が何匹か寄ってきた。そしてそのな

かに私は釣り糸を垂れた。だが、一匹もかから

ない。そこで私は残り ｐ 薄い 

てみたものの、味が合わなくて８割くら

い残っています。何かおいしいレシピに

使用できませんか？クルミをローストし

て荒く切ったものをまぜて、はちみつを

かけます。それを 薄く 

切ったフランスパンやクラッカーに乗せて食べる

と、ブルーチーズの臭みが気にならず、不思議

なおいしさです。 ｐ 薄い 

棒状の超高純度（九十九．九九九九九

九九九％，テンナイン）シリコンができ

る。 超高純度シリコンを融解した後，

再結晶すると単結晶シリコンが得られ

る。これを 薄く 

切ったものがシリコンウエハーで，リン・ヒ素・ホ

ウ素などを少量加える過程を経て，集積回路（Ｉ

Ｃ）に加工される。↑ 太陽電池↑ シリコンイン

ゴット ｐ 薄い 

切り身は幅が細い腹の部分を右にす

る。刺身の盛りつけ 中央からやや後ろ

につまを盛り、その前につまにやや乗

せるように刺身を盛る。１種類を奇数枚

ずつ盛るのが基本。 薄く 

切ったものは、丸めるなど立体的に盛る。天ぷ

らの盛りつけ ベタっとしないように、油を吸わ

せるための紙を器に敷く。天ぷらは重ねないよ

うに、立体的に盛る。煮物の盛りつけ ｐ 薄い 

。（ロ） にんじん大き目のもの一、二本

を皮をむいて適当な長さで薄切りにし

て、（イ）の白菜の間に押し込むようにし

て仕込む。（ハ） 豚ロースを 薄く 

切ったものを、おなじく白菜の間に押し込むよう

にして、少量の食塩とグルタミン酸ソーダの類を

入れて水煮する。（ニ） 別に小鉢に、タマネギを

すりおろしたもの、にんじんをすりおろした ｐ 薄い 

があるが、ここで紹介したいのは豚肉

系である。 まずはサムギョプサル。正

確にいうと、サムギョプサルクイというこ

とになるのかもしれない。ともかくも豚の

三枚肉を凍らせて 薄く 

切ったものを石の鍋で焼く。とにかく猛烈に油が

出るので、油を吸い込む石の鍋でなければなら

ない。それで焼いたあとは塩の入ったゴマ油を

つけ、そのまま食べて ｐ 薄い 

火の通りにくい大根を早く調理する方法

があれば教えて下さい。 薄く 

切ったりなどしているのですが、お味噌汁の具と

して調理する時も二十分ぐらいかかってしまい

ます。ガス代がもったいないのでは？と感じてい

ます。（料理が下手な ｐ 薄い 

ガラスの上に観察したいものを置いて，

水を垂らし，カバーガラスをかぶせる」 

「観察したいものが厚いと，よく見えな

い」「薄く切るのは難しいよ」 〈顕微鏡

観察用に 薄く 

切った材料を切片と言います。しばらく顕微鏡観

察を行っていないので，切片を作る腕は落ちて

いるでしょう。きょうは細胞を写しとって観察しま

す。使う「もの」はこれです〉  ｐ 薄い 

みりん各大さじ１、砂糖小さじ２分１を加

え、汁けがなくなるまで中火でいり煮に

する。器に盛り、粗びき黒こしょう少々を

ふる。（１人分八十二ｋｃａｌ、塩分０．９ｇ）

皮むき器で 薄く 

切った大根は甘辛しょうゆがよ〜くしみて美

味！溶き卵をつるんとからめていただきます。

大根と牛肉のすき焼き材料（４人分）●大根の

下準備大根は皮をむき、皮むき器でむくようにし ｐ 薄い 

の支配となったばかりである。町内は坂

上と坂下に分かれ、俗に上町、下町と

呼んでいる。 坂下に祇園豆腐を商う店

があり、京の祇園二軒茶屋の田楽を真

似て、 薄く 

切った豆腐を煮しめて出している。 噂を頼りに

やって来たものの、あてがあるわけではない。

歩きまわっている間に腹がへり、豆腐料理屋に

入って胃の腑をだまして ｐ 薄い 
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だ。５位・くわいセンベイ クワイは正月

でなくたって食べていいのだ。正月にな

ると、むしろ、クワイは需要が増えて高く

なるから、いまごろのほうが安い。クワ

イの皮をむいて、 薄く 

切って、サラダオイルでカリカリに揚げる。そい

つを、茶や海苔のブリキ缶かなんかに入れて保

存する。乾燥剤は、ブリキ缶のなかに入ってい

る。クワイのほろ苦い味、あれは酒に ｐ 薄い 

しょうが、油、砂糖、しょうゆ 少々 この

頃糸こんにゃくというのがなくなり、不自

由な話ですが、豆腐屋でこんにゃく突き

を持っていて突いてくれる店もありま

す。またこんにゃくを小口から 薄く 

切って、それを細く切ってもいいのです。それを

ゆでこぼしておきます。豚肉はせん切りにしま

す。しょうがはひとかけ、せん切りでもよし、おろ

しておいてもよろしい。鍋に油を少々熱し ｐ 薄い 

もぉ〜〜〜〜。（ｑ＾Ｑ＾ｑ）ジュルジュル

中には、オレンジピール、チェリー、レー

ズン、サルタナ、アーモンド、へーゼル

ナッツ、くるみかな。そして生地をしっか

り味わえるタイプ。なんだかとってもミル

キーな優しい味わい。なんか 薄く 

切って、バターを塗り、オーブンで温めて食べる

ともっと美味しいらしいわ。明日、やってみよう。 ｐ 薄い 

、ざるに上げる。器に野菜とソースを盛

り合わせ、ソースに白ごまをふる。野菜

にソースをつけていただく。（１人分百七

十ｋｃａｌ 塩分１．０ｇ）新ごぼう入り焼き

つくねごぼうはできるだけ 薄く 

切って、歯ざわりよく仕上げます。しっかり味が

ついているので、パンにはさんでも。材料（４人

分）作り方１ 新ごぼうは包丁の背で皮をこそげ

て薄くささがきにし（Ｐ ｐ 薄い 

は入りたがらないかもしれないのに、そ

んなことをいっている。 昼 ふかしパ

ン、キャベツ酢漬、ベーコンスープ、紅

茶。 昼食は花子が作る。雪となったの

で、キャベツの芯まで 薄く 

切って、丁寧に使う。 雪はやまない。午前中は

坂を無理に登る車の音がしたが、午後からはと

だえる。 午後、ミシンを出して、花子、枕カバー

を縫う。  ｐ 薄い 

いただいてなにを作りたいかといえば、

ヴィクトリア朝時代から伝わる美味なる

もの、ダムゾン・チーズ（ダムゾンはドメ

スチカスモモの英名）、こってりとしてこく

のある、あのダムゾン・チーズだ。わが

家では、 薄く 

切って、肉と―とくに冷肉と―一緒にいただく。

かつては、みごとに形抜きしたものを、カットグラ

スの皿に載せ、濃厚なクロテッド・クリームを添

えて、目の保養ともなるデザートとし ｐ 薄い 

しょうゆ◆小さじ２砂糖◆ひとつまみ●

長ねぎ◆４分１本●塩蔵わかめ◆三十

ｇ●卵黄◆２個作り方１ ３枚におろした

ぶりは皮と骨を取り、刺身用のさくに取

る。 薄く 

切って、包丁でたたいて粗く刻む。２ キムチは

みじん切りにし、ａの調味料を混ぜ合わせる。３ 

２に１のぶりを加えてあえ、十分ほどおく。４ 長

ねぎは３〜４ ｐ 薄い 

米粉（または上新粉）…五十ｇタピオカ

粉…三十五ｇさごやし粉…三十五ｇ葛

粉…９ｇオレンジの皮のすりおろし…２

分１個分＊ミルクレープ…クレープ…十

七枚キウイ（ 薄く 

切っておく）…５個豆腐のデコレーションクリーム

（Ｐ．七十七参照）…百五十ｇ＊クレープシュゼッ

ト…クレープ…２枚ニューサマーオレンジソース

（Ｐ．七十六参照）…百八十ｃｃ豆乳のアングレー

ズソース（Ｐ ｐ 薄い 

各自に持物があるのに、葉山ばかりは

未だに月と見たのがないというので、お

若がこの名を付けたのである。 「切っ

てもらおう、切れるなら切ってもらおう、

しかし 薄く 

切っておくれよ、私は歯が悪いから。」 出し抜

れた姫松は悔しそうに黙ってしまって、在合う盃

の冷えたのを把って自暴に呷と飲む。 「余り見

事！  ｐ 薄い 

やすい大きさに切って、サラダ菜を敷い

た上に盛りつけ、ミニトマトとレモンを添

える。もやしのごま和え１ もやしは根を

取り、さっとゆでて、ザルにあげておく。

きゅうりは斜めに 薄く 

切ってから、千切りにする。２ くらげは水にさら

して、食べやすい長さに切る。３ ごまとＡをあわ

せて、１と２を和える。ピーマンのじゃこ炒め１ 

ピーマンはへたと種 ｐ 薄い 

野菜をしっかり持ち刃を皮に食いこませ

上から下へスーっとむきおろす。●ジャ

ガイモの芽をとる★ジャガイモの芽は体

に良くないのでとりのぞこう。★切る・き

ざむ●細かく切るたいていのものは、 うすく 

切ってから、棒のように細く切り、そのはしから

細かく切っていけばうまくいくよ。ただ、玉ネギの

切り方はちょっと違う。●玉ネギを細かく切るに

は…１ 玉ネギをタテ半分に切り、 ｐ 薄い 

冷凍できますか？？市販の炊き込みご

飯のもとを使って分量どおりに作った

ら、多すぎていっぱい余ってしまったの

です。具はその市販（丸○屋）の分と、

追加で、しいたけを 薄く 

切ってプラスしたものが入っています。はい、い

つも冷凍してます。確かにこんにゃくの食感は悪

くなりますが、それを気にしていたら、冷凍物な

んて頂けません。「所詮 ｐ 薄い 

を使って発泡ポリスチレンをうすく切るこ

とができる。上の写真のような形に切

り，先端に粘着テープをつけてとばすこ

とができる。やってみよう 上図のような

装置をつくって，発泡ポリスチレンを うすく 

切ってみよう。乾電池の数を変えると，どうなる

だろうか。 図２のように，電熱線に電流が流れ

ると，電流のはたらきによって，電熱線が発熱す

る。電熱線の発熱は ｐ 薄い 
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羊羹だった。７ この小ささはどうです

か。  ８ 秋田で妻が羊羹を切ると、一

個の厚さが３センチくらいなのだ。  私

は「食べやすいようにもっと 薄く 

切ってよ」と言う。９ 「羊羹は厚く切るものです。

薄いとケチを思われるんです。」十 嵐亭の羊羹

をわざと妻に見せながら食べた。 ｐ 薄い 

羽衣（海の幸の羽衣仕立て）」（１万五

千円のコースの１品）。下処理をし、味

を含めたフカヒレ、タラバガニの棒肉、

ホタテ貝、金華ハムに羽衣（トーガンを 薄く 

切って加熱すると透き通る）をかけて蒸し上げ、

ぎんあんをかける２ 「炸烹大蝦（大正エビの唐

揚げ甘酢仕立て）」（五千円のコースの１品）。大

正エビやタケノコなど旬野菜を ｐ 薄い 

たちを養うパンをもたらしてくれるまで

は、自分の家を構えたり」しなかった。そ

して初年度の収穫はあまりにも少なか

ったので、「彼らは長いこと、自分らのパ

ンをできるだけ 薄く 

切って互いに頒ちあわねばならなかった」。ニュ

ーネーデルランド地区の書記官は、将来ここに

土地を求めてやって来る人々に実状を知らせる

ため、千六百五十年、オランダ語による文書を ｐ 薄い 

パンをおいしく食べる方法はあります

か？あなたのレシピを教えてください。

明日からやってみようと思います。お願

いします。１ トーストを焼き、ヨーグルト

を塗る２ バターを薄く塗り、バナナを 薄く 

切って載せ、シナモンをふ りかけてから、トー

ストを焼く３ マヨネーズをトーストの四辺に沿わ

せ、真ん中に卵を落とし てから、トーストを焼く

どれも私は好きですが、２が一番 ｐ 薄い 

少し入れたのとからめて油で揚げます。

これがうまいんだ。から揚げ粉つけて揚

げるの。で、野菜がないといけないので

別鍋にキャベツの葉の部分や 芯の綺

麗な所まで 薄く 

切って使いきる底の方は使わない。あと白菜と

水菜とブロッコリーと野菜を色々入れて 真ん中

の色の黒いのは、ワカメ。薄味仕立ての、味噌

汁スープでした。  以上三品でし ｐ 薄い 

ときに使われる。また，ＦＭラジオ受信

機やテレビジョン受信機などの音声回

路（振幅制限回路）に用いられている。

図３ リミタ３．スライサ 図４の回路の

ように入力波形の一部を 薄く 

切って取り出す回路をスライサという。 入力電

圧ｖｉがＶ１より大きいとダイオードＤ１が導通状

態となり，ｖｉがＶ２より小さいとＤ２が導通状態と

なり，出力波形は図の ｐ 薄い 

十四 漢字のふりがな十五 長崎の町

に多いのは？十六 成人式や卒業式だ

けではなく、ふだんから着こなしておけ

ばオシャレ度もアップするのだが十七 

パンを 薄く 

切って焼いた菓子十九 芥川賞は作家の登竜

門だが、Ｈ氏賞はこの人たちの登竜門二十一 

…的なモナリザの微笑二十三 マーケティング

…とは市場調査のこと二十 ｐ 薄い 

は、ブリキ缶のなかに入っている。クワ

イのほろ苦い味、あれは酒にあいます

なあ。で、私はレンコンも好きだから、６

位・レンコンセンベイ も、ついでに揚げ

てしまう。レンコンを うすく 

切って酢水でさらしたものを揚げる。クワイセン

ベイとレンコンセンベイを、それぞれ一缶作っち

まった日は、嬉しくて、酒を飲みすぎてしまう。７

位・タイのカマボコ これは自分で作る。マダイ ｐ 薄い 

、カレールウを細かく砕いたものをまぶ

して下味をつける。２．なすは１．５ｃｍ

の輪切りにする。３．レタスはひと口大

にちぎり、にんじんはせん切り、プチトマ

トはくし形切り、玉ねぎはごく 薄く 

切って水にさらしておく。※百、百一ページ参照

４．ドレッシング材料をよく合わせておく。揚げる

１．衣材料を混ぜ合わせて、スズキをくぐらせ、

百七十℃程度の油でカラッと揚げる。 ｐ 薄い 

。『茄子』ちょっと大きな虫食いがありま

すが、いい感じの大きさになりましたよ

ぉ〜！！もう１本にもちょっと小さめだけ

ど、成長した実があるので、２つ一緒に

収穫。 薄く 

切って水につけ、ごま油でいためてちょっと塩を

してマヨネーズとかつお節をかけて、お昼の１品

に。新鮮茄子ちゃん、美味しくいただきました〜

♪『ピーマン』一緒に収穫しました！ ｐ 薄い 

になります。おまけに作り方も極めて簡

単。 豚バラ肉の薄切りは、皿などに並

べて塩と胡椒、白ワインを振って蒸し、

冷ましてから細切りに。茗荷は、半割り

にし、さらに 薄く 

切って水に晒し、水気を切る。以上をパセリの微

塵切りを混ぜたマヨネーズで和える。豚バラ肉と

茗荷のマヨネーズ和え竹内真吾作焼締窯変片

口向付セロリと大蒜のオリーブ油炒め セロリ

は、筋を ｐ 薄い 

エリンギは、シコシコした食感が身上。

手で大きく裂いて独特の食感を楽しみ

たい。同じくビタミンＢ群に富むマッシュ

ルームは、世界三大栽培きのこの１つ

で、スープやシチュー、ソテーにするほ

か、 薄く 

切って生で食べても美味。生でパリッと焼いたチ

ーズが香ばしいマッシュルームとルッコラのサラ

ダ百三ｋｃａｌ●材料（２人分）ブラウンマッシュル

ーム２分１パック ルッコラ１束 粉チーズ大さじ

３〜４  ｐ 薄い 

「ヨーロッパの人たちは、焼いたり煮たり

した魚を好む。日本人は生まで食べる

ことをはるかに喜ぶ」 「ヨーロッパで

は、猪（の肉）を煮て食べる。日本人は

それを 薄く 

切って生まで食べる」 「われらにおいては、腐

敗した肉や魚を食べたり、贈ったりするなどは

（相手に対する）侮辱であろう。日本では、そうい

うものを食べるし、 ｐ 薄い 

ふえるものだが、毎日ネバネバを食べ

ていると、シワがよらない。 軒下に並

んだ黒い塊はコンニャク芋らしい。コン

ニャクは「山の刺身」などといわれるが、 薄く 

切って生ミソをつけて食べる。秋は柚の香をそ

える。ミソとサラダ油でいためてもいい。カロリー

ゼロ。肥満、糖尿、コレステロールを気に病む人

には打ってつけのアルカリ性食品だ。カルシウ ｐ 薄い 
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棡原コンニャクは天下一品、 ム 

切って塩ゆでして、プチトマト、バジリコ

とともに３に加える。塩、こしょうして、さ

らに約十分火を通す。５牛肉と野菜を盛

りつけ、蒸し汁の味を調えてかける。食

卓で牛肉を 薄く 

切って野菜を添え、好みでオリーブ油（エクスト

ラバージン）をかける。※オーブンに入れられる

鍋がなければ、厚手の鍋でそのままごく弱火で

約三十分煮込んでもよい。ポイントのおさらい鍋

１ ｐ 薄い 

二人）たぶん夕飯は食べて帰ると思う

ので買い物に行こうと思うのですが、メ

ニューは何がいいでしょう？簡単でお金

があまり掛からないメニュー何かありま

すか？野菜いっぱいの鉄板焼きこんに

ゃくは 薄く 

切って茹でておく鶏肉は斜め薄切りウインナお

肉は少々？・・・・・・ご飯も用意しましょう簡単で

安くできますね＾＾ ｐ 薄い 

お通しは、山芋かまぼこです。昨日の

熱海で買ってきた山芋かまぼこです。

山芋一本がかまぼこのなかに入ってい

ます。珍しいので買ってきました。緑の

方はわさび入りです。 薄く 切て、柚子胡椒と醤油でどうぞ！！ ｐ 薄い 

置いておいたり、カードに貼ってインテリ

アの飾りにしたり。玄関やトイレ、お客

様を通すリビングなど、いつも心地よい

香りを漂わせたい場所にぴったり。香り

は２週間くらい続きます。ポイントあまり 薄く 

切らず２ミリ程度の厚さにポストカードに貼って

飾ってもいい豆知識香りの話香りには、人をリラ

ックスさせたり爽やかな気分にさせる働きがあり

ますが、この効能を利用した ｐ 薄い 

油各大さじ１ 酢・薄口しょうゆ各大さじ

２分１ ごま油・酒各小さじ２分１ 砂糖

小さじ１ 辣油少々）作り方１ きゅうり

は半分の長さに切って、縦にできるだけ 薄く 

切り、Ａの塩水につけて、しんなりしたらペーパ

ータオルで水けをふき取ります。２ サニーレタ

スは水けをふいて手でちぎります。３ Ｂをよく混

ぜ合わせて、１２をあえます。◉卵 ｐ 薄い 

２分１カップトマト水煮缶（カットタイプ）

…４分１缶（約百ｇ）ケチャップ…大さじ１

パプリカ、塩…各小さじ３分１こしょう…

少々１．にんにくを包丁の腹にあててつ

ぶしてから 薄く 

切り、オリーブオイルを熱した鍋で炒める。その

なかに、あさりの身、水とあさり缶の汁を合わせ

たもの、トマトの水煮、ケチャップ、パプリカ、塩、

こしょう、ペンネを加えて水気が少なくなるまで ｐ 薄い 

麺を茹でます。茹で上がり１分前からフ

ライパンを温め、バターを入れてすぐ具

材を入れ塩コショウします。麺はざるに

あげ、フライパンに入れて具材と絡めて

できあがり！もう一つのパターンにんじ

んは 薄く 

切り、キャベツを一口大に切る。フライパンにマ

ヨネーズを入れ、具材を炒めて塩コショウ。さっ

きと同じくざるにあげた麺を絡めてできあがり！

どちらもシンプルで美味しいはずです。 ｐ 薄い 

、山芋をすりおろし、鰹節のだしかビー

フのコンソメ、それに少量の卵黄を加え

て固めにすりのばし、塩と淡口醤油で

調味し、おろし山葵をすり混ぜます。生

の牛肉は、ロースの赤身の部分を 薄く 

切り、さらに細かくたたき、淡口醤油、塩、胡椒

で下味をつけ、先に用意したとろろで和える。生

牛肉のとろろ和え作不詳白磁輪花のぞき茄子と

小海老のムース 茄子は、皮をむいて小口 ｐ 薄い 

、セロリのほかに彩りとして林檎を合わ

せました。ブルーチーズ独特の刺激が

食欲をそそります。 ロースハム、胡

瓜、セロリは、それぞれ７ｍｍ角に賽の

目切り。林檎は、皮つきのまま 薄く 

切り、さらに細切り。ブルーチーズは、金漉しに

かけ、生クリームと牛乳をまぜてドロドロの状態

にゆるめ、塩味を調えます。これで３種の材料を

和えて器に盛り、林檎を天盛り。ハムと ｐ 薄い 

文字にかけてしばる。２ 豚肉はひと口

大に切る。ニンジンは輪切り。シイタケ

は半分に、ゴボウは泥を落として斜め

に、セロリは葉と茎に分けてそれぞれ大

きめに切る。長ネギは斜めに 薄く 

切り、スナップえんどうは筋を取りのぞいておく。

３ 鍋にだし汁と、２のゴボウ、ニンジン、セロリ

を入れて強火にかける。沸騰したら弱火にして

十分煮る。４ ３に１のキャベツ ｐ 薄い 

を導くためである。こうして小型、中型の

フナなら正月まで漬け込んでおいてか

ら食べるが、一キロを超す大型のフナ

は二、三年漬けておく。 食べるときは

飯をそぎ落としてから 薄く 

切り、そのまま酒の肴や飯のおかずにする。ま

た、湯を注いで吸い物にしたり、茶漬けとしても

絶品だ。 琵琶湖周辺にはニゴロブナのみなら

ず、アユ、ドジョウ、イサザ、 ｐ 薄い 

あえます。玉ねぎの二杯酢材料（１人

分）玉ねぎ４分１個 塩少々 Ａ（酢大さ

じ１２分１ 薄口しょうゆ・だし汁各小さじ

１） 春菊少々作り方１ 玉ねぎはできる

だけ 薄く 

切り、ふきんにのせて、軽く塩をふって包み、流

水の下でよくもみ洗いして、水けをきつく絞りま

す。２ Ａをよく混ぜ合わせて玉ねぎをあえ、器

に盛って春菊の葉先を散らします ｐ 薄い 
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てくれるからだ。 ところが残念なこと

に、 近では甘酢漬けのガリを出す鮨

屋が多くなった。そんなガリだと舌に甘

みが残り、口直しの役目を果たさない。

本来は、生姜を 薄く 

切り、塩と酢だけで漬けこんだものだったとい

う。それでこそ後口が爽快になり、味覚もリフレ

ッシュされるわけだ。また、煎茶のほうも、上等

の葉茶を使うべきもので、いまも ｐ 薄い 

は銅鍋に塩を入れて沸騰させた湯で茹

で、氷水に入れて冷やす。４ 冷やして

おいた野菜とコーンの水気をきり、ふき

んで乾かす。５ かた茹で卵の卵白を少

しとトゥリュフは 薄く 

切り、丸抜き型で抜いておく。かた茹で卵の残り

は卵切り器で薄い輪切りにする。〈組み立てと仕

上げ〉この作業は、必要に応じて型を氷水にあ

てて行なう。１ 型に、ジュレ ｐ 薄い 

を熱し、１の皮側をじっくり焼いて、余分

な脂を落とす。３ 約百八十℃に温めた

オーブンに２を入れ、約６分間焼く。フラ

イパンに戻し、ふたをして約５分間蒸ら

す。 薄く 

切り、器に盛る。■穴子の甘辛しょうゆ炒め■

材料１ 穴子は細めの短冊切りにし、塩・こしょう

各少々をふる。かたくり粉をたっぷりとまぶして

余分な粉を払い落とし、高温に熱した揚げ油 ｐ 薄い 

を盛り、生ウニをのせ、さらに赤おろしを

おき、ぽん酢をかける。鮑酒煎り アワ

ビを塩みがきし、殻からはずし、布巾に

塩とともに包み、さらによく塩みがきす

る。水で洗ってから 薄く 

切り、酒と旨味調味料で煎り上げる。鮑氷室和

え梅にく 『鮪酒煎り』のアワビを氷室酢（作り方

は百五十二頁参照）と和え、梅にくを添える。鮑

山椒酢味噌和え花山椒  ｐ 薄い 

にして天下一品といってもよいなすは泉

州の水なす。皮も肉質も柔らかく、みず

みずしく、あくが少ないのが何よりうれし

い。浅漬もよいが、酸っぱくなった古漬

をきゅうりの古漬とともに 薄く 

切り、水につけて塩気と酸味を抜き、おろししょ

うがを混ぜると、夏の水漬や茶漬の友にもって

こい。 わが家では、青いトマトやオクラ、セロ

リ、グリーンアスパラガス、ブロッコリー、カリフラ

ワーなど ｐ 薄い 

希望！）で作れるものを教えてくださ

い。カテ違いだったらすみません。小学

校は文化祭でしょう＾＾作り始めから出

来上がりまでに掛かる所要時間が二十

分までですか？？カステラやスポンジを

買って来て 薄く 

切り、中にホイップクリームや缶詰フルーツを挟

めばちょっとしたケーキになりますまた、サイコ

ロ型に切ってアイスやゼリーを乗せたりしてプチ

パフェでもいいですねホットケーキの粉を使え

ば、カップケーキ ｐ 薄い 

であえる【辛味砂肝】しょうが薄切り、た

たいた長ネギの青い部分、あれば五香

粉、塩小さじ１と水３〜４カップを沸騰さ

せ、砂肝二百グラムを約８分煮て、その

ままさます。 薄く 

切り、豆板醤小さじ１、ネギみじん切り・ゴマ油各

大さじ１、塩少々に漬ける【牡蛎油菜】ちぎりレタ

スをゴマ油と塩入りの湯に通し、ネギみじん切り

大さじ３、オイスターソース大さじ２、しょうゆ・砂

糖 ｐ 薄い 

九―きうりサラド六十―きうりねぎ六十

一―きうりもみ五十九 きうりサラド【き

ゅうりサラダ】きゅうり、海老、ゆで卵の

シンプルフレンチサラダ代 サニーレタ

ス／オクラ／ズッキーニ／トマト他きうり

の皮を去り、極 うすく 

切り、之を皿に少量の食塩をまぶり、六十七分

時ばかり其まゝにおき、後ち皿の片ふちをたか

めて水を去り之に適宜の胡椒と、サラド油小匕

二十三をかけ ｐ 薄い 

。花形にむき、酢を入れた熱湯でゆでて

から、氷水にさらす。水分をふき取り、

水、レモン汁、酢少量、塩の中に浸し、

味を含ませる。 才巻きエビを色よくゆ

でて、 薄く 

切り、味を含ませたレンコンと交互に重ね、青梅

にくを添える。芦名蓮根 新レンコンの柔らかい

ところを、酢入りの熱湯でゆでてから、氷水に落

とす。だし、塩、旨味調味料の中 ｐ 薄い 

水気をきり、ふきんの上にのせておく。

５ ボーラー（くりぬき器）を使って、繊毛

を取り除き、３〜４ｍｍの厚さの薄切り

にする。〈かた茹で卵〉かた茹で卵は殻

をむいて 薄く 

切り、卵白を丸く小さく抜き型で抜いておく。〈トゥ

リュフ〉トゥリュフは丸抜き型で１枚取り、残りは

厚めの薄切りにして棒状に切る。〈フォワ・グラ

のムース〉１ 缶から出し ｐ 薄い 

て、煙が外へ出るようにね。人間をふた

り合わせたくらいの大きさのモービイの

肉をあぶっていたわ。片面が黒く焼け

て、もう片面は生で、それを焼けたほう

から 薄く 

切りとるのよ。 それからまた…」彼女は言葉で

なく身ぶりで表そうとして片方の手と脚をふりま

わした。 「たぶんあの球形のは栽培場みたい

な硬いものでできてると思うんだ ｐ 薄い 

、サウザンドレッシングなどを添える。里

いもと鶏ひき肉の煮つけ〈材料〉１里い

も六百グラム ２鶏ひき肉二百グラム 

３玉ねぎ一個 ４人参一本 ５グリンピ

ース三十〜五十グラム ６土生姜（ 薄く 

切り五枚、針生姜大さじ一杯） ７醬油大さじ五

杯、砂糖大さじ三杯半、酒大さじ二杯 ８サラダ

油大さじ二〜三杯 ９片栗粉大さじ一杯 十化

学調味料〈作り方 ｐ 薄い 

（病気の組織の一部）を１ホルマリンと

いう薬品につけこんだあと、パラフィン

に漬けて固めます（切り出し、包埋作

業）２その後ミクロトームという器具（も

ちろん手動）で数ミクロンの厚さに表面

を 薄く 

切り取って特殊な色素で染めます。（薄切作業、

染色作業） いずれにしても、相当の熟練が必

要なのと、ホルマリンやキシレンといった有害な

劇物を大量に使用するので、専門 ｐ 薄い 
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使う基本的な三枚おろしに比べて骨に

若干身は残るが、より手早くおろせる。

まず腹骨を切り取って、刺身用に節おろ

しするはじめに逆さ庖丁で腹骨の付け

根を切りはなし、庖丁を持ちかえて腹骨

を 薄く 

切り取る。血合いと小骨を腹側に残して切り、小

骨がなくなる部分から腹側へ斜めに切りすすめ

る。切り分けた腹身から血合いと小骨を切り取

る。身を無駄に切らないよう注意する。幅を揃え

た背身を引き ｐ 薄い 

でひともめあるのは確実だったからだ。

だが、誘惑には勝てない。貯水池を泳

ぎまわっている大きな魚の姿が脳裏を

よぎった。今にもまた水門は開いてしま

うのだ。ごく 薄く 

切り取れば母に気づかれないと考えると、私は

もう行動を起こしていた。すばやく薄片を切り取

り、柳のサオを取りに飛び出していった。 薄く

切ったパンの真ん中辺をぼろぼろにくずし、 ｐ 薄い 

あわびをのせて（写真２）ふたをする。

強火で約５分間蒸し焼きにし、殻から身

をはずしてヒモとワタをきれいに取る。３ 

カッコ内の材料をよく混ぜ合わせる。４ 

２をごく 薄く 

切り分け、器に並べる。くこの実と、あれば葉先

をちぎったマーシュを散らし、３をかける。油膏醬

（ユゥコウジァン）“中国しょうゆ”とも呼ぶべき、

代表的な醬。甘みとコクが強く ｐ 薄い 

細長くて先のとがった黄色いものを引き

ぬいた。アッジネスがその手を押さえ

た。「それはだめよ、ラザー。料理しなけ

れば。こっちを食べてみて。皮は食べな

いようにね」アッジネスが 薄く 

切り分けてくれたその球体は、外側も中もオレン

ジ色をしていた。そのひと切れを口に入れて、ラ

ザーは目を見はった。 地球に帰るというのはこ

ういうことなんだ ｐ 薄い 

を抜いてしっかりしめます。炊飯器に袋

を入れて、落としフタかわりのおさらを

ひっくりかえして上に乗せ、その上から

熱湯をかけます。そのまま四十分たて

ば完成です。肉が冷めてから うすく 

切り分けます。タレに好みでおろしにんにくを少

し加え、水溶き片栗粉を入れてにつめてソース

も完成。炊飯器は電気など、いれなくていいで

す。 ｐ 薄い 

（＞０＜）／￣☆千円以内で作れそうな

簡単なお菓子料理を教えて？ポテトチ

ップスとか、おかき（ 薄 

切り餅で作る）、皮チップス（餃子の皮、ワンタン

の皮、で作る）等は、揚げ油と塩があれば、材料

代なんてたかが知れたものですよ。 ｐ 薄い 

 完１２ にんじんは５ｍｍ厚さの輪切り

にし、下ゆでをする。※にんじんは好み

の型で抜いてもよい。→初１ 中１ 後２ 

完２３ 里芋は上下を 薄く 

切り落とし、６面に皮をむく。横に３〜４等分に切

って下ゆでをする。→中２ 後３ 完３４ 小松菜

は根もとを切って４ｃｍ長さに切る。→初２ ｐ 薄い 

のうろこを引き、筒切りにする。串打ち

をして焼く。卵黄と甘味噌を混ぜ合わせ

たもので、付け焼きにする。酢取りショ

ウガを添える。鮎せんべい アユのうろ

こを引き、せごしの要領で 薄く 

切り落とす。薄塩をして二時間ほどおく。百四十

〜百五十度Ｃのサラダ油で二度揚げし、少量の

塩を振っておく。うに芦名漬けむらさき紫蘇 生

ウニを三分ほど蒸す。 ｐ 薄い 

         まだまだ綺麗！！色々

のガザニア！！           もうい

よいよ終わりですネッ！！          

後の 薄 

黄色のはまだまだ咲いてますよー♪         

今年はズッート！！一年中咲いて居ましたー♪  

名前の由来・ 色 薄い 

市庁舎（Ｒａｔｈａｕｓ）は華やかな建物で

ある。千二百四十年に 初の部分が造

られて、後次々に増築が行なわれたと

のことだが、正面は千七百二十年に改

装された 薄 

黄色のバロックである。今回はブレーメンの場

合とおなじく建物前面に覆いが掛けられていて、

残念だった。またこの辺りアム・ザンデ広場（Ａｍ 

Ｓａｎｄｅ）には、十五〜十八世紀の立派 色 薄い 

詳しく聞き出す以外、方法がないように

思われた。それに、兄の形見とも言える

ダイビングスーツの発見は、ぜひとも絵

都子に直接告げねばならぬことだった。 

風見鶏の喫茶店に、 薄い 

黄色のワンピースに白い靴を履いて現れた絵

都子は、小柄な町子と比べても、また一回り小

さく見えた。町子は、加代子から聞いていた絵

都子の印象が気になったのか、 色 薄い 

 オクラの花が綺麗です。      薄い 

黄色の花びら。。。   なのに、花芯部分は 何

とも良い色の赤紫をしてる。。。   しかも、質

感がベルベットのようなんです。   意外と大き

く 色 薄い 

  木香薔薇が咲き始めました   木

香薔薇（もっこうばら）があちらこちらで

咲き出しています。    薄い 

黄色の花を咲かす薔薇ですがこの枝に棘はあ

りません。   ほのかな香りがしますが、白い

花の方が香りは強いです。   この写真は近く

の家に咲いて 色 薄い 

のカップを置き、手すりにもたれて彼女

の方を向いた。二人の間の距離は三十

センチくらいあるが、それでもライラック

のように甘い彼女の香りを嗅ぐことがで

きた。寝室からもれる 薄 

黄色の光で、後ろに結ったまげからほつれた金

色の毛が、そよ風に吹かれて顔のまわりで躍っ

ているのが見える。顎のきれいなラインやピンク

に染まる頬、艶のあるぷっくりし 色 薄い 

ないですか？ と質問した者ですけど・・

歯槽膿漏って回答がいくつかあったの

ですけど、歯医者へ行っても言われる 薄い 

黄色の唾液がでるってのはおかしいですか？？

寝起きの 初だけですけど・・。鏡に向かって舌

を出すと白または黄褐色になっていませんか？ 色 薄い 
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事はなかったです。痛みなどもないで

す。やっぱり 

舌には「舌苔（ぜったい 

ます。これがあの美味しいオクラです。

花は８月から９月末にかけて、花弁はク

リーム色で、葯の部分が濃い焦げ茶色

の五弁花が咲きます。見かけは、やは

りこの時期に策 薄い 

黄色の大輪「とろろ葵」に良く似ています。それ

もその筈、オクラととろろ葵も「葵科、とろろ葵

属」ですから、兄弟みたいなものですね。それで

も、わざわざオクラは片仮名で、とろろ葵 色 薄い 

。なかには上唇のところまで、くすんだ

青の刺青をしている者もいる―まるで

仮面をかぶっているようだった―そして

上唇から下は、刺青で汚れていない、ミ

クロネシア人の自然な 薄 

黄色の肌になっている。また、髪の生えぎわか

ら首にかけて、顔の両側に大きな印を描いてい

る者もいたが、そのため二インチほどの幅で、

細長いものと黄色の肌 色 薄い 

でも冷っこいなあ〜！」 少年たちは、

全裸に近い格好で叫びながら、清流に

飛び込み、すぐに魚捕りに夢中になる。

そんな姿を微笑ましそうに見つめなが

ら、優はそのかたわらで、キラキラ光る 薄い 

黄緑色の石を見つけ、珍しそうに手にとってい

た。 「綺麗な色…これがこの星の作り出した本

当の色なんだね…」 「あっ、幸せ石だな！」  色 薄い 

を手に受けて、独りでむしや〳〵食ふ。 

ここで、「浅葱桜」とあるのは、今ではむ

しろ「欝金」という方の名で知られている

品種であろう。名前の通り 薄い 

黄緑色をした八重の桜で、この色彩は花弁が半

ば萼の性質を残したためのものである。たまに

見るとおもしろいが、これでは庭の主役はつとま

らない。さすがに年の功 色 薄い 

、全身のどの場所にもできることがあり

ます。扁平母斑は、比較的良くあらわれ

る皮膚疾患で、十人に一人程度にはあ

らわれる可能性があるという研究報告

があるほどです。色は褐色から 薄い 

褐色ぐらいで、表面は平です。 扁平母斑は乳

幼児のころからあらわれていることが多いので

すが、思春期のころにあらわれてくるベッカー母

斑と呼ばれる茶アザもあります。ベッカー母斑は

胸や 色 薄い 

で、固体に比べて素材になじむ。（４）そ

の他の分蜜糖・和三盆糖…手で糖蜜を

もみ出す分蜜糖で、香川県、徳島県で

生産される。糖度は九十七．五％。 薄い 

褐色で、独特の風味と舌触りを持つ。和菓子用

高級砂糖。２ 加工糖・角砂糖…グラニュー糖に

その飽和溶液をかけ、形を整えた卓上用の砂

糖。糖蜜の臭みがなく、主に 色 薄い 

彼の瞳はあくまで深い緑。 メイは横顔

を見つめて、ため息をつく。 きれいだ

し、神秘的だ。正面から見据えられる

と、どぎまぎしてしまう。肌の色は、わた

しと同じモンゴロイドの 薄い 

褐色なのに。 別に惚れたわけじゃない。そう、

しょせん「子供」だ。年齢は同じでも、彼には大

人びたところがまったくない。ただ、その不思議

な目にいつも調子を狂わさ 色 薄い 

中からうす緑色のさなぎがあらわれた７ 

腹端をぬき、おしりを固定していた糸玉

につける８ 三十分後さなぎらしい形に

なった。まだやわらかい９ 翌日さなぎ

は固くなり、色は うすい 

褐色になった閉じこもるさなぎのいろいろタテハ

チョウ、テングチョウ、ジャノメチョウ、マダラチョ

ウのなかまは垂蛹を作り、アゲハチョウ、シロチ

ョウ、シジミチョウのなかまは帯蛹を作る。さなぎ

には翅も、あしもないから 色 薄い 

ボートの上では見ることができなかった

アヌスが、ひっそり窄んで咲いている。

開きはじめて間もない野菊というイメー

ジで、比較的に花弁が鮮明な肛門だ。 

炎の形をした 薄 

褐色の中に、温みのある赤色で輝いている。 

「うーん、もオ、緒形さんて、中年そのものなんだ

から。変なところばっかり関心を持つんだもの」 

白いゴム毬をもっとぱんぱん 色 薄い 

とすれば、典型的な紋様の鏡のみ都洛

陽に、亜種鏡は地方に流通したことに

なる。しかし、亜種鏡は各地域ごとに独

特の変形があり、地域をこえて変形の

関連は うすい 

。四鳳鏡が集約的に製作されたと考えるより、

むしろ都で製作された四鳳鏡が各地域まで十分

流通せず、供給不足をおぎなうため、それぞれ

の地方でも亜種鏡が製作 関わり 薄い 

の形で公表され、関心をもつ人は容易

に入手することができる。各答申には諮

問事項に対応した主要なテーマが明示

されているが、詳細に読むとそのテーマ

と関係が 薄い 

と思われる点についても言及されることが少なく

ない。これらの諸点も含めて、答申に記された

文書には、実質的にすべての大学に対して、一

定の方向・方針が示さ 関わり 薄い 

、池田の言うような限られた通婚圏の影

響なども一つの検討課題にはなろう。

咀嚼機能も含めてこれらのいずれかが

単独で頭の形を変えてきたと考える必

然性は 薄く 

、おそらくいくつかの要因が程度を違え、互いに

関連しながら働いているはずである。はたしてこ

の謎の奥にどのようなからくりが隠されているの

か、長頭化の問題だけではなく 傾き 薄い 

の水泳パンツ、つまり稲垣と同じものを

はいていたとしたら…。店の常連だった

峰子だけは、はっきり見分けられても、

一緒に来た男についての店員の証言

の信憑性は 薄い 

」 「すると、峰子と一緒に大海屋でビールを飲

み、ちぎりコンニャクを食べたというのは洋一郎

…」 「年齢も、骨格も、日焼け具合も、それに印

象も殆ど同じだという 傾き 薄い 
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事を始めるにあたり、良いシナリオで進

む、悪いシナリオで進む両方あります。

悪いシナリオには、その対処も考えつ

つ（リスク管理）進めていく。確定路線を

進むのであれば、失敗の確立は 薄い 

ですが、「挑戦する」という意識に立てば成功と

失敗は隣り合わせに存在します。この失敗を恐

れては「挑戦」できないし、自己成長が薄くなる

ことはあるでしょう。失敗しても 傾き 薄い 

板紙については，製紙メーカーと流通

業者の関係がそれほど鮮明でない。 

このように，外国製紙メーカーの関心の

強い板紙については，洋紙に比べる

と，取引関係の固定性が 薄く 

なっており，また，商社の取扱比率も高いことな

どから，外国の製紙メーカーを含めて新規参入

メーカーは既存の流通機構を利用できるのでは

ないかと考えられる。 他方，洋紙について 傾き 薄い 

新聞では、「姚文元が毛体制後継者か」

と報ぜられたこともあり、私は会いなが

らその記憶をよみがえらせたが、目の

前の人物は、政治家としての現実感が うすく 

、いまわれわれは劇場にいるのだ、としきりに思

おうとした。 感覚 薄い 

なことがあれば、それは世界の滅亡の

直前ですよ」 バカらしい、と私は思っ

た。大地震も気象異変も超兵器もなか

ったそのころ、神父さんのこんな話はひ

どく現実感が 薄かっ 

た。 おまけに、愛の宗教といわれるキリスト教

の責任者が世界中に福音を伝えると、それが同

時に滅亡の前ぶれにもなる―この矛盾が当時

の私にはどうしても解け 感覚 薄い 

なかったもん青も作りました（´ー｀）基本

的に全く同じ作り（｀ー´）色で印象結構

違うなぁ（´ー｀）ホイールはこっちの方が

好きかも（´ー｀）人様の作品を参考にし

て作ったのでオリジナルな感じは 薄い 

ですが結構気に入っています（´ー｀）まさ！でし

た 感覚 薄い 

発でうまくいくので全然ハラハラドキドキ

しなかった。淡々と進んでいつの間にか

終わったという印象・・・これはグリシャ

ムらしくないのでは？と思うんですけど

ね〜思いの外内容が 薄く 感じたのもそのせいかもしれない・・・ 感覚 薄い 

ところへは、初めから敬遠してサンプル

を持って行かなかった。 失礼ながら、

社内が沈滞したのは社会の変化や技

術の進歩に対する社員の関心が低く、

新しいものへの好奇心が 薄かっ 

た結果だといえる。そういう会社へ、画期的メモ

用紙であるポスト・イットを持って行っても、相手

にされないだろう、と思ったのだ。 アメリカでポ

スト・イットが発売さ 感覚 薄い 

とした。十七世紀にはオランダが西チモ

ールを占拠し、十九世紀半ばにポルト

ガルとオランダの分割領有となった。し

かし、支配者であったポルトガル人は一

般大衆の教育には関心が 薄く 

、３世紀以上の占拠にもかかわらず、ポルトガ

ル語は社会に普及せず、一部の支配者階層の

間でしか用いられなかった。千九百四十二年の

日本によるチモール島占領後、千九百 感情 薄い 

、大きくニュースにもなったから覚えて

いるんじゃないかな」 新聞か何かに出

ていたような気もするが、自分とは無関

係な財界人のことだったので関心は 薄く 

、はっきりとは思い出せない。しかし「そんなの

知らない」とは言えず、果林は曖昧な笑みを作

って尋ねた。「だけど、あの…入院中なら、命は

助かったんですよね」「 感情 薄い 

戦前、新聞の外電などの印象では中国

共産党の代表的存在は、毛沢東よりも

むしろ朱徳だった。野人で磊落で、なに

よりもかれを魅力的にしていたのは権

力欲が うすく 

、私党をつくらないことだった。 「皇帝（注・毛沢

東）が、宦官をひき入れたよ」と、朱徳がいったと

いう。 「動乱の十年」については多くの本が 感情 薄い 

でも、必ずしも、自分より遠いところの出

来事が、正比例的にニュース性が低く

なるとはいえなくなってきた。石油ショッ

クの時のように、従来、日本人にとって

とかく関心の 薄かっ 

た中近東の問題が、市民の日常生活にまたたく

間に重大事となったように、距離的に遠くても大

きなニュースになりうる時代になっている。「著名

性」も、たしかに今でも 感情 薄い 

た。今は全国各地で個展を開いてい

る。 人物や馬を点景にした風景画が

多い。柔らかいタッチと幻想的な色使い

で、夢のような世界を描き出す。幼いこ

ろの、もやが 薄く 

かかった記憶がそのまま再現された感じだ。懐

かしい既視感に満ちている。 桑畑さんは苦労

人だ。いろいろな仕事をしながら絵を学び続け

た。「やっと何とか絵だけを描い 記憶 薄い 

ことを考えると、無意識の造園より意識

した造園の域に達していたといえるかも

知れない。二百年を超える長い年月に

徐々に進行していったことが「造園」の

記憶を うすく 

していたと思われる。誰が植えたか、分からなく

なっているのもそのためであろう。（注３）３ 「二

本の松」を描いた溜井絵図は千八百十七年。 記憶 薄い 

＞＜塗るクリームはツノが立つのは泡

立て過ぎです・・・・６〜７分立てですね。

塗っている時にも何度も何度も塗ると硬

くなっていくので、控えめに。１度 薄く 

塗ってから重ねて仕上げを塗れば綺麗にできま

すよ！デコレーションは金口で絞る前に冷蔵庫

で生クリームを冷やしたほうが綺麗にできると思

います！泡立てがバッチリでも手の体温で緩ん

で 濃い 薄い 
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か？ワセリンは皮膚と外部とを遮断しま

す。ですから塗っている限り一切、外部

との空気接触もされなくなり、アトピーの

原因である物質を触れさせません。で

も、べたつくので 薄く 

塗ってください。保湿効果も出ますよね。昔から

ワセリンは手荒れ、湿疹、切り傷など、何にでも

使用しています。変な薬よりも、ずっとシンプル

でよい物です。 濃い 薄い 

型２本分）【作り方】１ チョコレートを細

かく刻んで湯煎で溶かし、溶かしバタ

ー、全卵、グラニュー糖と薄力粉はふる

いながら、順に加えてなじむまで混ぜ合

わせる。２ バター（分量外）を 薄く 

塗ってグラニュー糖（分量外）をまぶしたテリーヌ

型に１を流し入れ、湯煎に当てて平釜百八十度

で約１時間焼く。３ ２がさめたら冷蔵庫に入れ

て冷やし、型から抜く。食べる 濃い 薄い 

いないので，切片を作る腕は落ちてい

るでしょう。きょうは細胞を写しとって観

察します。使う「もの」はこれです〉 セメ

ダインのチューブを子どもたちに示す。 

「わかった。セメダインを 薄く 

塗ってはがすんだ」 「そんなので細胞が見える

のかな？」とにぎやかだ。 観察の手順は次の

とおりである。１ 観察したいものの上に，米粒

大のセメダインをしぼりだし 濃い 薄い 

どうしてアプリコットジャムなのかなぁ？

ケーキの風味を消さない味なのかし

ら？前回はつやだしをしなかったのです

が、今回は試しに、初夏に作ったイチゴ

ジャムを水で溶いたのを うすーく 

塗ってみました。そうしたら、なんと、焼きあがり

の色はイマイチだったのに、ほんのり赤くておい

しそうな見栄えになりました。味も、イチゴジャム

だからと言って何か特別「イチゴ 濃い 薄い 

が重く回しずらい、以前のように軽く回

せる方法を教えて下さい。ハンドル下の

パッキン押さえの締め付けすぎでなけ

れば、三角パッキンとスピンドルがきつ

く当たりすぎなのだと思います。食品機

械用のグリスを 薄く 

塗って見てはいかがでしょう。ホームセンターな

ら置いています。 濃い 薄い 

、千九百十九年に描かれた本作が、も

っとも優れた作品として知られている。

この絵は、一目見てわかるように、卵形

の顔、左右が不均衡な目、長い首、 薄く 

塗られた絵の具、浅い奥行きなど、モディリアー

ニが好んだ描き方が、総決算されたような作

品。モディリアーニは、この絵を描いてから間も

なく亡くなったので、この肖像画は 晩年の 濃い 薄い 

少女》で用いた、この貴重な青の絵の

具を、空だけでなく作品のいたるところ

に使用していました。空を映す川の水

面には、白い下塗りの上に、ウルトラマ

リン・ブルーが 薄く 

塗られています。また、意外なところからも検出

されています。それは、建物の脇の生け垣で

す。フェルメールは緑の絵の具をいっさい使って

いません。ウルトラマリン・ブルーと黄色の 濃い 薄い 

プレートならではの、美味しいやりかた

があります。やわらかめにホットケーキ

のたねを作って、そこに溶かしたバター

を、使用した粉の２〜３割くらいの量加

えます。あたためたプレートにバターを 薄く 

塗り（キッチンペーパーなどにたっぷりとってくる

くるっと塗ると良いです）直径５ｃｍくらいのサイ

ズでプレートいっぱいに何枚分もたねをおとして

いきます。 初に落としたたねから順にプツプツ

穴があいて 濃い 薄い 

の両端２ｃｍずつを残して全体に２を広

げ、手前からクルクルと巻いていく。巻

き終わりが離れないよう、しっかりつま

んで止め、さらにとぐろ状に巻く。５ 炊

飯器の内釜にサラダ油を 薄く 

塗り、４を入れて熱湯２分１カップを注ぎ、スイッ

チを入れる。★四十分を過ぎてもスイッチが切

れない場合は、スイッチを切る。取り出して、放

射状に切り分ける。５つのポイントで大 濃い 薄い 

の帰りみち、付添って来ていた袖までが

うそ寒そうに袖口に手を入れて、 「あ

の一番後でお弾きなされた検校様の腕

は段違いで御座いましたがのう。上手

過ぎて少々 うす 

きびが悪う思いました。 苗はどうでしたぞ」と顔

を覗き込まれ、苗はふと胸に詰まるような感じが

あってすぐさま返事が出来ず、俯むいた儘躰を

固くして歩き続けた 少し 薄い 

ッてやン、へェん（歩き出して）『色には

なまじ連れは邪魔』ッてなァ、へへェん、

連れのほうで邪魔ッて言うか知れねえ

けどもさァ…。寺酒に食らい酔って うす 

みっともねえ話だが、え？いい気持ちだねェ。冷

てえ風が顔へ当たりやがる…。吉原は側だし日

は暮れたし、懐中にゃァ棟梁から借りた銭ァある

しさ、ヘヘェ…鬼に金棒 少し 薄い 

あることを連絡していたようで、待たさ

れることなく部屋へと案内された。 千

三百二号室。 七生が記憶してきたのと

同じルームナンバーのドアをノックする

と、 薄く 

開いたドアの隙間から、城崎が姿を現す。 「や

あ、七生くん」 七生を確認するとチェーンを外

し、中へと招き入れてくれた。 「待ってたよ」 

「いえ… 少し 薄い 

純銀の杯ですが、内側が 薄く 

黒く変色してしまいました。これをきれいにする

方法はあるでしょうか？？？コーラなどの炭酸

につけるかハミガキで擦ったら綺麗になりま

す。。。。。。。。。 少し 薄い 

装置から、低いビート音が流れはじめ

た。突如、八方破れなメロディが加わ

る。ロック風のものだった。「どうです

か？これでいいですか？これ、作動音

なんですが」 影の 薄い 

男が、眉をひそめた警備員に言う。「アイ・ポッド

みたいなものですか？これ」「レッドツェッペリン

て、知ってますか？」「知りませんなぁ」「そんなロ

ックグループがイギリスにいた 存在感 薄い 
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思う。 荷物検査で滞っている男が一人

いた。警備担当者に何やらしきりに弁解

している。 鈴谷は思いだした。 そう

だ。さっき漂うように歩いてきてぶつかっ

た影の 薄い 

男だ。 警備員が、何か装置のようなものを手に

持っている。テレビのリモコンほどの大きさのも

のだ。それは男の持ち物のようだ。「だから、こ

れは何です 存在感 薄い 

行く。 鱒男は腹をおさえ、なにかを必

死で念じるような表情で目を固く閉じて

いた。うめき声ひとつたてない。痛いと

もいわない。 「鱒男、しっかりしろ」 呼

びかけると、 うすく 

目をあけた。腹にあてた手を顔の前にかざし、

血に染まっているのを見て、 「やられた」と、つ

ぶやき、ふたたび目を閉じた。 丸太小屋に運

びこんだとき 

動作が

小さい 薄い 

のを知っている。 疎水の上には建物

の影が落ち、水の流れがかすかな風を

生んでいた。私は水の面を覗きこむよう

にして蹲った。 十数えたのち 薄く 

目をあけると、光と音とが蘇ってきた。 コンクリ

ートで固められた川から、三十センチも離れず

に建物は立ち上がっていて、鉄格子のぶんだけ

出張っている。蹲ったまま見上げ 

動作が

小さい 薄い 

そのまま床に倒れたのである。 そのと

きには、一省もルリちゃんも走り寄って

いた。 「太田さん！」 「しっかりして！」 

彼の腕の中で、太田は 薄く 

目を開いた。 「たまたま、こんな時代にまぎれ

込んだものだから…私は、やり直そうとした」 

太田は力のない声でいった。「なぜ過去に戻れ

たのかわからんが…今度 

動作が

小さい 薄い 

動かしただけで、またいびきをかきはじ

めた。 部屋には獣の臭いが濃く残って

いる。 彼は母親の首を両手で包み込

んだ。 窓の外に稲妻が走った。 彼女

が 薄く 

目を開け、さっきの男の名を口にした。 彼はき

つく目を閉じ、十本の指に渾身の力を込めた。 

母親はそれで息絶えた。 「ママ、ママ… 

動作が

小さい 薄い 

秘密を知っていたレントゲン技師の茂

手木は、仏ガ原で首のない死体になっ

て発見された」 「それも、おれが？」 

「証拠を消すために殺したんでしょう」 

加賀谷は 薄く 

目を開け、机の上に手をのばした。端正な二枚

目である。 机の上から手術用のメスを取りあげ

ると、その側面を左手の掌にピタピタ、と打ちつ

ける。 ピタピタ…ピタピタ 

動作が

小さい 薄い 

で、手を合わせていた。 医師は綾戸

に、名を呼んでやりなさいといった。 綾

戸は涼子の手を固く握って呼び掛け

た。声が震えたが、三度目に彼女は 薄く 

目を開けた。透明のマスクの中でわずかに口が

動いて、彼のほうへ顔を傾けた。傾いたほうの

目尻に光ったものが見えた。それが彼女が 期

に見せた意思表示 

動作が

小さい 薄い 

で篠田医師に懇願した。「オキミさんだ

ってオタキさんに元気になってほしいで

しょう？ ここには 新の機械もないし。

ね、オキミさん。ご家族だって」「キヨ、ち

ゃん」  薄く 

目を開けたオタキさんはキヨ子さんの言葉を遮

り、途切れとぎれの声で今にも消え入りそうに口

を開いた。「オタキさんどうしたの？ 苦しい

の？」「わたしの、かぞくは、せんせい 

動作が

小さい 薄い 

首筋に流れるのを感じた。 塩からい水

だ。 （そうか…わたくしは、海水を飲ん

で…気を失って…その海水を、マルタは

出してくれているのか…） クレオパトラ

は、 薄く 

目を開けたまま、しばらくようすをうかがうことに

した。 なぜ、そんなことをしたのか。 マルタ

が、クレオパトラの口から出る水がなくなり、ホッ

とした表情をとりもどし、次にじっとクレオパトラ 

動作が

小さい 薄い 

を閉じ直した。 「フィリップ、助けて、お

願い。私も彼らに追われているの。どこ

にいて？」 懐かしいフランシーヌの囁

きが間近から聞こえた。フィリップはこら

え切れず、また 薄く 

目を開けてあたりを窺った。一人の女が林の中

に佇んでいた。薄いピンクのワンピース姿のフラ

ンシーヌだった。風に長い髪が揺れていた。フラ

ンシーヌの背後から、修道士 

動作が

小さい 薄い 

氏 任命をしたのは首相だ。内閣を統

括する責任も首相にある。「私はやまし

いことがない」という閣僚に辞めなさいと

いう必要はない。リーダーシップの点か

らパブリックという認識が 薄い 

。実習船衝突事故の対応も含め、一刻も早く首

相を辞めることだ。首相は国の行き先示せ 小

沢氏一つ一つを改革したい 首相自由 小沢党

首小沢一郎自由党党首 日米同盟 認識 薄い 

た。 標高二千メートル近くのところで、

犬が人間と同じように“高山病”になると

いうのはちょっと考えすぎかもしれない

が、海岸べりのエスキモー村で生まれ

育った犬が、空気の 薄い 

ところを一日、五十キロも走るのだから、高度変

化による影響があるような気がしてならなかっ

た。 そのときから私は、なんとか犬の疲労を軽

くしてやろう、と犬ゾリ 

密度・

濃度 薄い 

そんな余裕はなかった。にもかかわら

ず、二年目にして快挙が成し遂げられ

たのはなぜか。佐野はこう説くのだ。 

「メキシコ・シティは標高二千メートルの

高地にあり、空気が 薄い 

ので、どこのマシンも地上ほど馬力が出なかっ

た。したがって、ホンダはエンジンが壊れるほど

厳しい使い方をしなくてすんだ。つまり、エンジン

の負担を軽くすることができたわけです。エンジ

ン 

密度・

濃度 薄い 

は、すねたように反論してから、尋ね

る。「ところでどうですか、あなたの故郷

と、惑星《ソル―３》…この地球との違い

は？」「…重力が小さい代わりに、空気

が 薄い 

わ」 ここでジタバタしても無意味と腹をくくった

か、ハナは質問に素直に答える。「だから、身体

はとっても軽いけど、ずーっと力をセーブするこ

とを意識しておかないと… 

密度・

濃度 薄い 
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のだが、街並が少し変わったせいか、

それとも京之介自身が三十年も留守に

している間に変わってしまったせいなの

か、この町は実に生き難い町である。空

気が 薄く 

息苦しい思いさえする。 心にしっくりと馴染む

事がなく、まるで知らない異国の町を歩いている

ようである。 大通りにも人影は殆どなく、車だけ

がやたらと目に付く程走り回っている 

密度・

濃度 薄い 

はいぶかった。そして変な話だとは思う

のだけれど、僕は一瞬嫉妬のまじった

淋しさを感じた。 僕のうしろのテーブル

では白衣を着ていかにも医者という雰

囲気の髪の 薄い 

男が、眼鏡をかけた神経質そうな若い男と栗鼠

のような顔つきの中年女性に向って無重力状態

では胃液の分泌はどうなるかについてくわしく説

明していた。青年と女性 

密度・

濃度 薄い 

比較的上の方に描かれた、清涼感のあ

る瞳は聡明なイメージ。Ｃ 戦後の中原

淳一風な表情の子。知的で包容力を感

じます。Ｄ 濃い茶で描かれた珍しい

瞳。 薄い 

眉と濃い目のチークが幼いイメージ。Ａｃｃｅｓｓｏｒ

ｙ ｃａｔａｌｏｇｕｅアクセサリーカタログブローチや

ネックレスなど、ポーズ人形たちも、アクセサリ

ーでワンポイントおしゃれを楽しんでいます。ま

た、手に持った小物で、その子の性格や 

密度・

濃度 薄い 

のようなものが感じられるのです。 こ

の二つが変貌の眼目でしたが、それだ

けではまだ不充分なので、二、三の仕

上げのタッチをしなければなりません。

私は非常に 薄い 

眉なので、その上に巧みに眉墨をはいて、やや

濃いボウボウ眉にしました。顔色は青白いの

で、気づかれぬほど肉色の化粧をして、丈夫そ

うな色艶にしました。 

密度・

濃度 薄い 

終えると伊賀守は顔を上げて微笑ん

だ。 「左様に固くなられては、せっかく

の茶もうもうはのうなる。もそっと、楽に

いたされよ」 道順がなおも押し黙って

いると、老人は 薄い 

眉を下げて手元を眺めた。 「と、申しても、無理

な話であろうな。拙者、都の者にはひどく評判が

悪い。特に河原の諸芸人どもが蛇蝎のごとしと

陰口を叩き 

密度・

濃度 薄い 

いた。 あと十分で授業参観が始まる。

教室の後ろの父母席はすでにいっぱい

だった。土曜日だからだろう、父親がか

なり多かった。 「どうしよう。胸が破裂し

そう。」  うすい 

眉を寄せて晶がささやく。 「大丈夫。自分を信じ

て。ついでに友だちも信じてよ。」 あすかは胸

の前でＶサインをしてにっこり笑った。あすかの

胸も破裂しそうな 

密度・

濃度 薄い 

であろう」 義稙が感嘆の声をあげた。

画面の左側に鋭く切り立った岩をおき、

崖下の岩陰から覗いた老松の枝の下

に小さな祠がある。右の峻険な山肌と

の間は 薄い 

霧がただよう谷になり、それをさかのぼったとこ

ろに滝を落として、微妙な遠近感を出している。 

それは、まぎれもなく雪舟がかつて明を遊歴し

たときに描いてきた作品の 

密度・

濃度 薄い 

二 そこは小さな坂の上であった。南の

吉野山塊が、起伏しつつ奈良盆地に下

がってゆく地形の一つ。―一帯に うすい 

霧がたちこめている。朝霧というより夜を通した

雨が、こんどは蒸気となってたちのぼり出した感

じで、それがもうむっと暑い。風もなく、夏という

のに樹々の葉が妙な 

密度・

濃度 薄い 

薄 

霧が流れ込む湖・・墨絵のような景色に包まれ

二人は湖上へ舟を漕ぎ出す静寂は・・心をクリア

ーにしてくれるお互いの息づかいが優しい・・瞳

を見つめ合い無言の会話を楽しむ君 

密度・

濃度 薄い 

雌雄の音がさりさり聞こゆ北の扉を開

けよ記憶の八重葎ふみわけて夜をくる

人のため水欲りてみなみの魚座音たて

ずあらはるる夜のレンズをみがく夭き死

を核としてわが日常のかなた うす 

霧たえず漂ふ群れなしてありたる時間くらかりき

ひとりは孤となりて帰れり黄昏にふるるがごとく

鱗翅目ただよひゆけり死は近からむ秋風にみど

り児たりしゆふまぐれみひらきし瞳は矢に射られ

たり 

密度・

濃度 薄い 

の進め方等について活発な意見交換を

行った。 国際的な環境保全技術協力

や植林事業協力等の実績・経験を有す

る地方公共団体や民間企業などは、こ

のプロジェクトの担い手として 大きく 

期待されている。第 3-１‐十図 「共同実施活

動」と「共同実施」第 3-１‐十一図 共同実施活

動ジャパン・プログラム 期待 大きい 

に基づき実施される必要があり、その

意味では中小企業再生支援協議会の

果たす役割は極めて大きいものと認識

しております。中小企業の再生を図る

上での画期的ツールとして 大きく 

期待されているＤＤＳの第一号案件が呼び水と

なって、多くの中小企業再生に活用され、結果と

して多くの企業の再生が進むことを期待する次

第であります。 期待 大きい 

があり、それぞれ同胞との親睦を深め

たり、古式舞踏やアイヌ語などの勉強も

行っております。アイヌ民族に関する法

律の制定については、これらの団体か

らも賛同を得て、また 大きく 

期待されているところです。四、ウタリ協会の国

際活動 北海道ウタリ協会の活動については、

近年では、このような団体の活動や一般の方の

関心が高まり、以前から見ますと 期待 大きい 

評価する。（１）‐１‐１‐２ 独創的なアイ

デア 担当業務遂行過程において出さ

れたアイデアが極めて独創的に富んで

おりそれを実現することによって会社業

績の向上が 大きく 

期待される場合 結果的には業務の改善や開

発に結びつくものであるが，アイデアの段階で

評価の対象にする理由は，販売活動，技術研

究等においては，こうした独創的な 期待 大きい 
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前内政部長の張博雅（女医）が出馬し

たが、緒戦からの戦術のまずさが災い

し、元民進党主席の施明徳とならんで

の「泡沫」扱いとなった。 本省人が 大きく 

期待した民進党路線が意外に不人気な結果と

なった理由を別の角度から考えてみよう。一、陳

水扁総統その人が政治的に安定せず、ジグザ

グ路線と指導力不足に加え、 期待 大きい 

時事新報』は、浜口内閣を「憲政の本

義」と高く評価する一方、党外より入閣

者が多いこと、党出身の人事に新味が

ないことに不満を述べている。井上の

入閣は経済再建に 大きく 

期待するうえで各紙から歓迎されていた。総じて

好意的記事が多いが、注目を引くのは閣僚に党

外出身者が多いという点である。貴族院の四名

は幣原、井上（組閣 期待 大きい 

櫛比の庄禅の里交流館」が開館いたし

ましたことは、本市にとって大変明る

い、希望に満ちた話題であり、本市の

復興のシンボル、観光・地域振興の核

となる施設として 大きく 

期待するものであります。 能登半島地震の発

生は、市民の皆様、そして輪島市全体に大きな

傷跡を残しました。 しかしながら、新年におき

ましては、この窮状に屈することなく、 期待 大きい 

ような環境への負荷の少ない持続可能

な経済社会を構築する上で極めて重要

な役割を持っておりますと同時に、まさ

に御指摘のございましたように、市場規

模、雇用規模ともに成長が 大きく 

期待できる産業分野と認識をいたしてございま

す。通産省としましては、この環境関連産業の

健全な発展の方向性を提示するということを行

ってまいりましたが、社会システムの整備あるい

は 期待 大きい 

スリット式強化ブレーキシステムをフロ

ントへ選択です。腰下の大幅イメージチ

ェンジですが、これだけで百二十四セダ

ンはスパルタンな引き締まりへと変化し

ます。内張の天井の気分転換も含めて

今新たな蘇りを 大きく 

期待です。愛情１つで雰囲気も変わる十五年目

の百二十四カスタム＆モディファイで御座いま

す。この写真の車輌は羽田様の所有されるＥ三

百二十Ｔワイドステーションワゴンです。オーラ

ーと申しましょう 期待 大きい 

ております。やはり景気の動向というも

のが企業の倒産に非常に大きな影響を

与えておるということがうかがえると思

います。その意味におきまして、景気の

これからの振興ということに 大きく 

期待をしておるわけでございますが、それだけ

ではなくて、やはり中小企業政策としてもやれる

だけのことをやっていきたいと思っておるところ

でございます。特にいまの中小 期待 大きい 

う絶妙の内容が視聴者たちから熱い支

持を得ている ＜ツェガングチルウ＞は

来週 十一回から予告されたところのよ

うに小現世者の死を暴く本格軌道に突

入する予定だからもっと 大きい 

期待を得て人気独り占めの中だ． （ネーション

コリアより）現実と照らし合わせて見れると、ドラ

マへの入れ込みも違うでしょうね。来週からは、

小現世者の死を暴く本格軌道に突入するなの 期待 大きい 

、中国側要請で、医師や看護師、薬剤

師らで作る医療チーム 約 二十人位

の活動を期待致しましょう 【【  命に

国境はないのです  】】 合掌規模の 大きい 

 『 余震 』 が続いている情報です 充分にご

注意ください・・・ 南無南無 中国側から、二十

八日 自衛隊の派遣要請が政府関係機関にあ

ったそうです 早急 規模 大きい 

」と、いいました。けんちゃんは、 「へん

そくでーす。」と、いいました。 「どこに 

いくんですか。」と、せんせいは ききま

した。みんなは、 「 おおきい

 どうぶつえんでーす。」と、いいました。けんち

ゃんは、 「ちいさい どうぶつえんでーす。」と、

いいました。せんせいが にらんだので、けんち

ゃんは ふざけるのを やめました 規模 大きい 

の企業規模はそれぞれ第２‐4-三十

表，第２‐4-三十一表及び第２‐4-三十

二表のとおりである。これら三十九社の

中では２社の規模が特に 大きく 

，また親会社のみにサービスを提供している企

業の規模は一般的に小さい。第２‐4-三十表 

民間の情報通信事業者の資本金からみた企業

規模（注） （）内 規模 大きい 

Ｅ）（ハザマ），そして も多いのが新興

企業が上場される場合（形態Ａ）で，社

長が大株主という構造が特徴的である

（表十四‐１参照）。 しかし，規模が 大きく 

，公開会社となって歴史のある会社ほど，銀行

をはじめとした金融機関，取引先企業の持株比

率が上昇し，個人大株主支配は困難となってく

る。＊１ 例外として代表 規模 大きい 

都内で一番 大きい 

映画館はどこですか？新宿ミラノ座は都内どこ

ろか国内 大です。縦８．８５Ｍ、横二十．二Ｍ

のバレ―ボ―ルのコートにも匹敵するスクリ―

ン、千二百八十八席のキャパは 規模 大きい 

よかったから、人がでた。やっと、一段

落だ」 顔見知りの駅員が、声をかけて

きた。 「ああ」 たけさんは、うわの空で

返事をして、川野駅より一まわり 大きい 

宮町駅の中を、キョロキョロみまわした。女の子

はいない。 （まあ、今頃まで、ここにいるわけね

えか。おばさんに会えて、祭りを楽しんだんだ） 

でも、と念のため 規模 大きい 

て南西へ約２時間。操縦席から、濃い

緑の低木に覆われたピラミッドのように

立つ島が見えてきた。 中国と領有をめ

ぐり主張が対立している尖閣諸島の中

で、 も 大きい 

魚釣島だ。 機内の無線に、中国語の交信が交

じり始める。 海上保安庁の艦艇が、近くで監視

を続ける。 そこから北東。日中の中間線より中

国側の公海上にある平湖 規模 大きい 

．８〜４．１を実現している．エポキシ樹

脂や硬化剤を提供する各素材メーカが

エレクトロニクス分野のニーズに応え，

低誘電率骨格をベースにした素材を整 大きい 

．また，ＢＴレジン，ポリフェニレンエーテル（ＰＰ

Ｅ）樹脂系で誘電率３．５の材料も出現してい

る．（ｃ）低熱膨張率材料 ＬＳＩの高集積化と高

密度実装化に伴い， 貢献 大きい 
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えてきたことも寄与が 

化（輸出品目の高級化）が進み、輸出

価格を押し上げる方向に働いてる。注） 

４．付図１‐１‐７（４）参照。 品目別にみ

ると、輸出数量増加への寄与が 大きかっ

た電気機器、精密機器などでＩＴ関連財の世界

的需要の高まりなどを背景に九十八年半ば頃

から高付加価値化が顕著にみられている。アジ

ア向け輸出はこうした品目を中心に 貢献 大きい 

全体に対するウェイトの大きさを反映し

て大きくなっている。非製造業のＴＦＰの

上昇による寄与は、需要の動向に左右

されている面が目立ち、景気回復局面

においては寄与が 大きく 

なっているが、全体としては非製造業のＴＦＰ上

昇による寄与はそのウェイトに比べ小さい。他

方、付加価値生産額においては非製造業の２

分の１にすぎない製造業の 貢献 大きい 

産生されるのが、サイトカインの一種で

あるインターロイキン。インターロイキン

の登場によって、細胞間の情報伝達が

スムーズになり、免疫細胞が活性化し

てガンを撃退できるわけです。野菜が

サイトカインの産生に 大きく 

寄与 インターロイキンのほか、ＴＮＦ（腫瘍壊死

因子）もガン細胞を撃退するサイトカインのひと

つ。腫瘍を撃退するＴＮＦの活性化と野菜との関

係について、興味深い実験結果があり 貢献 大きい 

戦争を排除して平和国家を目指してき

たわけであります。ただ、今から考えて

みますと、わずか五年にして朝鮮戦争

が始まってしまいました。あのことが日

本の経済復興に 大きく 

寄与いたしましたけれども、この国のありようを

まだまだ真剣に考えなければならなかった時期

に日本はまた新たな転換の中に巻き込まれた

のではなかろうかと私は思い、そういう負の 貢献 大きい 

《デュオ結成二十五周年特別演奏会》

には、『三人の打楽器奏者と連弾のた

めの“呼応”』を発表、次々と注目すべき

意欲作を世に送り続け、連弾音楽の発

展に 大きく 

寄与されていることを付記したい。 また、幸子

と同郷の長野県茅野市出身の作曲家、竹内邦

光氏（昭和音楽大学助教授）も、連弾曲『謐』お

よび『揺曳』などの 貢献 大きい 

が一貫して高いことが目立つが，この

ほか，特に海外要因の差が大きな影響

を与えている。すなわち，七十七年から

七十八年にかけて日本，西ドイツでは

海外要因が物価鎮静化に 大きく 

寄与し，イギリスでもその上昇圧力が低下してき

ているのに対し，アメリカでは強い上昇圧力にな

っている（第Ⅰ‐１‐二十二図）。こうした海外要

因の違いは， 貢献 大きい 

，加工組立型産業とも石油価格高騰に

よる交易条件の悪化から，変動費要因

が減益要因となったが，売上高の伸び

に支えられた人件費を中心とする固定

費比率の減が増益に 大きく 

寄与し，全体として増益となった。 前回の下降

期（五十五年上期〜五十八年上期）では，省エ

ネルギーの進展により変動費が増益要因となっ

たが，売上高の 貢献 大きい 

ためには，生産性の飛躍的向上や担い

手の早急な育成が重要な課題となって

いる。このため，産学官が一体となって

農業の主要な分野において，生産性の

向上に 大きく 

寄与し，担い手が夢と可能性をもてるような革

新的技術の今世紀中の確立（実用化段階に入

っているものは普及）を目指し，平成８年７月よ

り「農業キーテクノロジーの確立普及 貢献 大きい 

推移を見守っていく必要がある。（自動

車は依然として大きな伸び。特に自家

用は好調） 自動車（軽自動車及び貨

物自動車を除く。）は，自家用乗用車の

伸びが 大きく 

寄与し，輸送人員は７．２％増，輸送人キロは

９．４％増となり，いずれも高い伸びが続いてい

る。軽自動車及び貨物自動車を含めた自動車

による人員輸送は 貢献 大きい 

湖サミット開催による連携事業として、

日本宇宙少年団や宇宙航空研究開発

機構などの協力を得て、「子ども宇宙サ

ミット」を開催します。５スポーツの振興 

スポーツは、健康保持増進に 大きく 

寄与し、感動と勇気を与え、活力ある社会の実

現に重要な役割です。全市的に取り組むチャレ

ンジテーマ「歩こう！イキイキ健康大作戦」の実

施にあたり、講演会などによる情報提供やウオ

ーキングリーダー 貢献 大きい 

処理を受けて変質してゆく過程で生ず

る球晶体，すなわちメソフェーズが重要

である．このメソフェーズの動的な観

察，あるいは定量的評価の進歩がコー

ルタールの炭素材素原料としての利用

に 大きく 

寄与した． 電極用炭材工場の製造工程図を図

４．９‐２に示す．従来，ニードルコークスは石油

系重質油を原料として製造されており，コールタ

ールを原料として 貢献 大きい 

海舟、西郷隆盛、伊藤博文など…数え

ていくとキリがない。太平洋戦争後の混

乱期には「ワンマン」と言われた吉田茂

が強力な政治的リーダーシップを発揮

して国情の安定に 大きく 

寄与した。 そして、今の日本は国体の変革を

伴うような過去の非常時とは違うものの、すでに

昭和六十年頃から、表面的には平常時に見え

るが、考え方によって 貢献 大きい 

物価格買上げ価格が大幅に引き上げら

れたことも刺激となり、農産物生産は増

大を続け、長年の懸案であった食料不

足が解消したことがその後都市工業の

分野で本格化する改革に 大きく 

寄与した。 また、人民公社が解体されるにとも

ない、そこでの集団（所有）企業である社隊企業

は、復活した郷あるいは鎮政府などが所有・経

営する郷営・村営の郷鎮企業に 貢献 大きい 
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鉱物性燃料が著増し対照をなした。特

に，ソ連からの木材が著減し（前年比十

九．四％減），原油の著増（同七十二．

八％増）は中国からの輸入増大に 大きく 

寄与した。 一般的に，ソ連・東欧圏あるいは中

国の貿易構造は，工業製品輸出もあるが，高加

工工業製品は輸入に依存しており，原料輸出，

製品輸入という形であり， 貢献 大きい 

を訪問し、会見を行った。 昭和四十五

年九月には「ワクル（ＷＡＣＬ＝世界反

共連盟）」世界大会を日本武道館（東

京）で挙行。アジアの平和と安全の確立

に 大きく 

寄与した。 共産主義の伸張によって守勢に立

っていた保守・良識陣営からは、「勝共に久保木

あり」との賞賛と期待が寄せられた。また、中華

民国中華学術院から名誉 貢献 大きい 

伸び率がマイナスに転じたものの，建

設や特許等使用料，その他営利業務，

文化・興行等は大幅に伸びた。このうち

特に，建設とその他営利業務の伸び

は，全受取の伸びに 大きく 

寄与した。 支払（輸入）は，対前年比５．６％増

の十四兆九千三百七億円となり，前年に比べ伸

び率が大幅に鈍化した（第Ⅰ‐６図）。分野 貢献 大きい 

。 品目別輸出額の対前年伸び率を見

ると（第Ⅰ‐４表上段），輸送機械，食料

品，金属品の伸びが大きい。特に，輸

送機械の輸出の伸びは，輸出総額の

伸びに 大きく 

寄与した。 地域別輸出額の対前年伸び率を見

ると（第Ⅰ‐５表上段），中南米，ＣＩＳ・中欧・東欧

及び中東向けの伸びが大きい。北アメリカ，西ヨ

ーロッパ向け輸出について 貢献 大きい 

，金属原料の伸びが大きい。一方，前

年大きく伸びた繊維製品，石油製品，

繊維原料の伸びがマイナスに転じた。

また，機械機器の輸入の伸びが大きく

鈍化し，輸入総額の伸びの鈍化に 大きく 

寄与した。 地域別輸入額の対前年伸び率を見

ると（第Ⅰ‐５表下段），前年に引き続き，中東か

らの輸入の伸びが大きい。一方，前年大きな伸

びを示した，北アメリカ， 貢献 大きい 

れる。この政策効果は以下のようにまと

めることができる。１ 確実に外貨支出

を節約し，膨大な国際収支の赤字を減

らす効果があった。それと同時に，経済

社会安定の達成にも 大きく 

寄与した。２ 新しい就業機会を創出し，労働者

の生産力を発揮させ，収入を増やした。これは

国民生産を増加させたばかりでなく，国民所得

の分配を平均化する方向 貢献 大きい 

山噴火災害においては，ヘリコプターに

よる有珠山の噴火状況，民家の被害状

況，有珠山噴火非常災害現地対策本

部合同会議の映像を総理大臣官邸・関

係省庁等に配信し，災害対策活動に 大きく 

寄与した。ｄ 放送による情報伝達 災害情報を

住民に周知するためには，防災無線網のほか

放送の活用が有効であることから，日本放送協

会及び一般放送事業者に対して災害 貢献 大きい 

は，大きな意味を有することとなるであ

ろう。 千九百七十年代末のアメリカの

金融政策の転換を契機として，世界的

に定着した高金利は，世界的なインフレ

の鎮静には 大きく 

寄与した。しかし，千九百八十二年央にアメリカ

の金融政策が従来に比べ緩和的なものに変更

されたにもかかわらず，実質金利は高止まりし

てその後の世界経済の回復に少なから 貢献 大きい 

を見ると（第Ⅰ‐５表上段），中南米，ＣＩ

Ｓ・中欧・東欧及び中東向けの伸びが

大きい。北アメリカ，西ヨーロッパ向け輸

出については，前年より伸びを高め，輸

出総額の伸びに 大きく 

寄与した。また，アフリカ向けの輸出の伸びはプ

ラスに転じた。一方，アジア向けの輸出につい

ては，前年より若干伸びが鈍化した。 輸入を金

額ベースでみると，前年より伸び 貢献 大きい 

伴う食料消費の増大，食生活の変化に

対応した積極的な生産対策の推進によ

って，選択的拡大と総生産の増大が実

現され，豊かな食生活の形成と農業所

得の向上に 大きく 

寄与した。また，中小家畜など施設型農業では

大幅な規模拡大が進展し，物的労働生産性は

製造業を上回る伸びを示した。さらに，農家と非

農家との生活水準の均衡に 貢献 大きい 

地主制土地所有から開放する土地改

革が断行され、零細家族経営が農業の

基本的形態となった。小作料搾取から

開放された農民の生産意欲は高まり、

建国後の国民の食料供給に 大きく 

寄与した。外国資産と国民党政府資産を没収

し、中国経済の中核である工業、交通・運輸、大

規模流通、貿易、金融の基幹企業を国営経済

部門に統括したことで、後の 貢献 大きい 

は続いたが，イギリス同様九十二年の

欧州通貨危機にＥＲＭから離脱したの

を契機に，数次にわたる金融緩和政策

を行い，リラ安により輸出が好転し，好

調な外需が景気回復に 大きく 

寄与した。九十四年（第３四半期現在）には輸出

の伸びが鈍化したが，設備投資は下げ止まり，

個人消費，在庫投資といった内需が緩やかなが

ら拡大しており，景気は回復 貢献 大きい 

対話（二大世界体系対話）』の扉絵ガリ

レイは「自然という書物は数学の言葉で

書かれている」という考えに立ち，自然

の探究に数学的方法をとり入れ，近代

自然科学の成立に 大きく 

寄与した。千六百三十二年に刊行された『天文

対話』で地動説を支持し，これがガリレイ裁判を

引きおこすことになった。扉の絵は，左から順に

アリストテレス，プトレマイオス，コペルニクス 貢献 大きい 

市場参加率が高いからである。アメリカ

の実質賃金や労働者１人当たりＧＤＰ

は、十九世紀の後半には欧州の水準

の２倍はあった。このように北々間の移 大きく 

寄与した。他方南々間の移民については、移民

受入国（セイロン・ビルマ・タイ・フィリピン）では

実質賃金や労働生産性が著しく低下したが、移

民送出国（中国・インド） 貢献 大きい 
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民は格差縮小に 

した。そうした日本の支援に対して、胡

錦濤国家主席をはじめとする中国側関

係者より深い謝意が表明されたほか、

中国国内で大きく報道され、日中関係

の増進にも 大きく 

寄与した。対中ＯＤＡ実績（＊１） 「年度」の区分

は有償資金協力については交換公文締結日が

含まれる年度、無償資金協力及び技術協力は

予算年度（但し、千九百九十六 貢献 大きい 

の直接的な介入は極力回避し，市場経

済の自律的メカニズムの活用が目指さ

れた。これは，民間経済主体の賢明な

対応とも相まって前回みられたような混

乱を防止するのに 大きく 

寄与した。第４節 重要性増す国債管理 金融

情勢の変化の中で，国債の市場価格が暴落し，

国債管理のあり方をめぐる議論が高まったのも

一つの特徴であった 貢献 大きい 

），前年に引き続き，中東からの輸入の

伸びが大きい。一方，前年大きな伸び

を示した，北アメリカ，西ヨーロッパ及び

アジアからの輸入が大幅に鈍化し，こ

れらが輸入総額の伸びの鈍化に 大きく 

寄与した。第Ⅰ‐１図 我が国の財貿易（円ベー

ス）（資料） 大蔵省「貿易統計」第Ⅰ‐２図 輸出

数量指数及び輸出価格指数の推移（備考） 九

十年 貢献 大きい 

が大幅に鈍化した。内訳をみると，輸送

の中の航空輸送とその他サービスの中

の金融の伸びがマイナスに転じた。こ

のうち，航空輸送の減少は，全支払の

伸びの鈍化に 大きく 

寄与した。第Ⅰ‐６図 我が国のサービス貿易

（円ベース）（資料） 日本銀行「国際収支統計月

報」第Ⅰ‐７図 我が国のサービス貿易収支の

地域別内訳（九十六 貢献 大きい 

発展途上国のアクセスの改善 日本の

輸出の約３分の１を占める発展途上国

向け輸出に関しては，多くの国が税率

を譲許する割合を大幅に高め，関税の

透明性の改善に 大きく 

寄与した。特に韓国（バインド率二十四→八十

九％），ＡＳＥＡＮ（タイ十→七十％，シンガポー

ル０→七十三％等）のバインド率の向上が著し

い。２ サービス交渉 協定の義務に 貢献 大きい 

．ジー．の短信（参考１‐Ｃ、次頁）に目を

移してください。営業利益が９億円から

二十六億円に増えています。「ローラン

ドの営業増益にローランド ディー．ジ

ー．が 大きく 

寄与した」のです。ディー．ジー．に対するローラ

ンドの出資比率は約４割ですから、残り約６割分

の 終利益が少数株主利益のところで抜かれ

たわけです。この構造が分かって 貢献 大きい 

の受益と負担の公平 高度成長期にお

いては地域間の所得格差の是正は国

の施策の大きな柱であった。四大工業

地帯を中心とした産業の発展が国民経

済の発展に 大きく 

寄与したが，地域間の所得格差は，これを放置

すればますます拡大する状況にあったといえ

る。これに対して，地域開発や地域振興策が講

じられるとともに，地方圏への財政 貢献 大きい 

被災家屋は約３千棟に及んだ（図‐２‐

十八）。 さらに，台風が通過した東北

地方では，北上川上流ダム群が洪水調

節機能を十分に発揮し，被害の軽減に 大きく 

寄与したが，北上川をはじめ中小河川が多数は

ん濫し，大きな被害が生じた。また，北海道で

は，８月上旬の豪雨につづく再度の豪雨となり，

大きな被害が生じ，特に，森林 貢献 大きい 

倍と伸び、ふるさとづくり関連施策は、

都道府県で８．２１倍、市町村で二十．

二二倍と飛躍的に拡大している。ふるさ

とづくり関連施策が地方単独事業の推

進に 大きく 

寄与したことがうかがわれる。 地方単独事業

に占めるふるさとづくり関連施策の事業費の割

合の推移をみると、第七十七図のとおり年々上

昇している。特に、平成２年度から始まった地域 貢献 大きい 

 また特筆しておきたいことは、町並み

保存、森づくり、川づくりなどをテーマ

に、内子座を会場として国際シンポジウ

ムを開催し、町づくりとしての情報を全

国に波及する活動が観光振興に 大きく 

寄与したことである。ＰＲとは広告宣伝ではなく、

情報の発信であることをあわせて認識したいも

のである。町づくりはわずかの予算であってもひ

とつの目標にむかって、運動 貢献 大きい 

という機能を果たしてきた。二 過失責

任主義における限界 過失責任主義が

個々人の社会的活動、特に経済活動を

活発なものとし、その結果として社会全

体の発展に 大きく 

寄与したことは、これを否定することができな

い。この場合、過失責任主義が前提とするもの

は、しばしば指摘されるように、市民間において

社会生活上日常的に生ずる不法行為で 貢献 大きい 

ような考えもできるかもしれない。しか

し，戦後台湾の経済発展の過程におい

て，国家主導独占の経済体制が長い間

の経済開発，発展（産業構造の転換，

安定成長）と社会安定に 大きく 

寄与したことも考えなければならない。結果とし

て，千九百八十年代後半の経済の自由化，国

際化の流れのなかで「国家の役割」を見直す声

が高まった。同時に， 貢献 大きい 

％），それ以上に売上高経常利益率は

大幅な改善をみせた（１．０２％→２．８

９％）。これは，上記のような金融費用

の低下が，企業収益の改善に 大きく 

寄与したことを示している。２．経済主体のマイ

ンドの好転 石油危機後の内外経済環境の変

化は，家計，企業のマインドを大きく変化させ，

それがそれぞれの経済行動にも影響する 貢献 大きい 

して、これまで積極的に支援を行ってき

ています。わが国の経済・社会インフラ

整備や人材育成を中心とした協力は、

「東アジアの奇跡」と称されるこの地域 大きく 

寄与したといえます。 しかしながら、同地域に

は、所得水準、市場経済化の段階、社会・自然

状況等が異なるさまざまな国が存在し、開発の

遅れた国々（モンゴル、インドシナ諸国等 貢献 大きい 
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の発展に 

した。この時、北条氏は、山内荘ととも

に上総国・陸奥国へも領地拡大をはた

しており、和田合戦は、政治的側面ば

かりでなく、経済面からも北条氏の勢力

拡大に 大きく 

寄与したといえるであろう。山内荘〜交通、流通

経済の拠点 とりわけ山内荘の獲得は、その荘

域の広大さばかりでなく、北条氏にとって特別の

意味をもっていた。鎌倉 貢献 大きい 

の病棟では、ほぼ１．５対１の看護職員

配置が必要とされる。 夜間勤務等看

護加算と、２対１新看護料（平成６年十

月）は、病院の看護職員増に 大きく 

寄与したとされている。つまり、診療報酬におけ

る高い配置基準の設定は、看護職員の増員す

なわち看護体制の充実につながり、看護サービ

スの向上をはじめ、看護職員の勤務条件の改

善に 貢献 大きい 

すれば，次のようなことが分かる（付注

１‐３）。まず，１雇用情勢は五十年以降

春季賃上げ率を引き下げるよう作用し

ているが，特に五十八年において賃上

げ率を引下げるよう 大きく 

寄与したとみられる。また，２前期の企業収益も

五十六年以降賃上げ率を抑制するよう働いてい

るが，五十八年には前年に比べその寄与がや

や大きくなっている。さらに３消費 貢献 大きい 

た。その一方で、現地のポルトガル語に

よる教育にも積極的に力を注ぎ、子弟

の成長に期待をかけた結果が、多くの

人材を世に送り出し、今日の日系の発

展と基盤作りに 大きく 寄与したと見るべきだろうと思います。 貢献 大きい 

、コバルトで、中でも血管を収縮させ、

短気にさせるナトリウムは当初の半分

以下にまで減少した。こうした変化を起

した原因は食事であり、中でもそのミネ

ラル・バランスが 大きく 

寄与したと考えられるのである。 近、少年犯

罪やすぐに「キレる」若者が増えているが、これ

らの原因が体内のミネラル・バランスの崩れ（す

なわち食生活の乱れ）にあるとする 貢献 大きい 

高クラーク数でリサイクルに適した元素

が選ばれるとエコマテリアル設計として

はさらに好都合である． 日本における

送配電損失率の推移を図十二．３に示

す．この損失率低下に 大きく 

寄与したのが電磁鋼板の特性向上である．純

鉄にＳｉを添加することによって磁気特性が向上

することが発見され，結晶方位制御や薄板化

（薄板になるほど渦電流損失 貢献 大きい 

身であっても発心さえすれば仏となるこ

とができるとする即身成仏の思想など

が生まれた。そして菩薩の実践すべき

徳目として六波羅蜜が説かれた。 この

大乗仏教の発展に 大きく 

寄与したのが竜樹（ナーガールジュナ）と世親

（ヴァスバンドゥ）である。竜樹はブッダの思想を

論理的に空の思想で説明し，世親は，一切の事

物はすべて実在しておらず，ただ識別する 貢献 大きい 

名目賃金上昇率を押し上げるというメカ

ニズムが働く。 四十九〜五十年には

まさにそのような力が働いた（第Ⅰ‐１‐

８図）。春季賃上げ率の決定に予想イン

フレ率の高まりが 大きく 

寄与したのである。四十九年は労働需給のひっ

迫度が高いうえに，予想インフレ率の高まりが

加わったので大幅な賃金上昇がもたらされた。

五十年の場合は，前者の寄与は 貢献 大きい 

余命（健康寿命）も世界一である．社会

経済状態の変化にともなう，食生活の

伝統型から近代型への移行には，種々

の問題点が内包されているが，平均寿

命の延びに 大きく 

寄与したのは確かである． しかし，これは，若

年時代に伝統型食生活を経験した人々の話で

ある．日本の繁栄のなかで生まれ育った世代で

は食生活の変化にともない， 貢献 大きい 

六十一年の収益動向を業種別にみる

と，前年に引き続き製造業の不振，非

製造業の堅調という二面性がみられ

た。非製造業では，建設，電力・ガスが

増益に 大きく 

寄与したほか，卸小売，不動産，サービス等ほ

とんどの業種が引き続き増益となったことから

堅調に推移したが，製造業では，電気機械，輸

送機械，鉄鋼等の輸出型産業で大幅 貢献 大きい 

このように五十三年度に繰り越された

工事量が、五十三年度前半における建

設活動水準を押し上げ、景気を持続的

に刺激することによって年度後半にお

ける民間経済の自律的回復に 大きく 

寄与したものと考えられる。 第２に、政府建築

投資については、五十二年度に引続き文教、社

会福祉施設等の非住宅建設予算に重点的に配

慮がなされたため、非住宅 貢献 大きい 

は防疫対策上の理論的根拠をコッホに

求めた。ベルリン帝国衛生院に招かれ

たコッホは、門下生とともに病原菌発見

を精力的におこない、世界をリードする

実績を積みあげた。これに 大きく 

寄与した技術が、コッホの固型培地使用による

純粋・分離培養法であった。病原菌発見におい

てはパストゥール研究所を圧倒的に上回った

が、ワクチン創製など、予防や治療面では 貢献 大きい 

十年間に，自動車の保有台数は２．１０

倍，走行台キロは１．７２倍になったにも

かかわらず，交通事故死者数はこのよ

うにほぼ半減している。その成功に 大きく 

寄与した要因として，交通戦争として大々的に

マスコミ等に取り上げられたことなどによる国民

の関心と安全意識の高まりや，安全施設等の

整備の量的拡大と投資効果の大きさ 貢献 大きい 
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いたしております。○國場委員それから

大臣、政務次官、局長、お願いがござ

いますが、御承知のとおり沖縄特別措

置法があって、これが恵まれない、また

立ちおくれたところの生活に対して 大きく 

寄与して、沖縄県民ひとしくこれを感謝しておる

わけでありますが、御案内のとおり特別なる御

理解がありまして延長しまして、また次、六十二

年になるとその期限が切れて 貢献 大きい 

動向によって比較的企業の裁量の余地

が働く臨時収入・賞与は四十〜四十八

年には９．１％増（同十五．九％増）と大

幅に増加し，実収入の伸びに 大きく 

寄与していたが，四十八〜五十七年には企業

収益の伸び悩み等を反映して０．３％減（同８．

０増）と減少に転じている。こうした中で四十八 貢献 大きい 

もので、輸入物価の動向や需給に敏感

な物価指標である。 これによると、二

千二年をとおして下落基調で推移して

きた（第１‐２‐十図）。特に下落に 大きく 

寄与していたのは、電気機器等であった。しか

し、二千三年に入って、イラク情勢の緊迫化を

背景に原油価格が上昇したのに加え、輸出の

好調を背景に鉄鋼、 貢献 大きい 

伸びを示した。民間土木工事について

も電気・ガス業からの発注工事は、前

年度比十．九％の高い増加率を示し、

着工額全体の伸び（同７．４％増）に 大きく 

寄与している（寄与率五十二．八％）。 着工額

全体を工事種類別にみると、五十二年度はえん

堤、水力発電の増加（寄与率八十八．八％）が

著しかったのに 貢献 大きい 

苦情件数は毎年度減少してきたが，こ

れには産業関連公害（製造事業所・修

理工場・採石場・鉱業施設・事務所・牧

畜養豚養鶏場が公害発生源であるも

の）の減少が 大きく 

寄与している（第Ⅱ‐6-十図）。交通関連公害

（交通機関が公害発生源であるもの）・その他も

おおむね減少に寄与している。これに対して，生

活関連公害（家庭 貢献 大きい 

より生じる．赤外線は地球放射のほと

んどの波長帯を占めているため，これら

の三原子分子はいわゆる温室効果ガ

スと言われる．温室効果ガスの中で

は，水蒸気が赤外線の減衰に 大きく 

寄与している．この原理を利用して気塊の水蒸

気量を測定するのが赤外線吸収方式湿度セン

サーである．光源から赤外線を射出し，ある気

塊中を透過・吸収した後の赤外線量 貢献 大きい 

研究所が平成５年（千九百九十五）に

開設され，福祉のまちづくり条例の設置

やバリアフリー住宅の普及，義肢装具

や電動車いす，環境制御装置などの開

発など，リハビリテーション工学の発展

に 大きく 

寄与している．また同時に，家庭介護・リハビリ

テーション研修センターが設置され，県下の特

別養護老人ホームへの技術支援や各種研修会

への人的派遣，福祉用具展示場での相談など

に 貢献 大きい 

外資導入は千九百八年から十二年の

日露戦後経営期においても重要な役割

を果たし、この時期の政府部門を黒字

主体とし、非農業部門つまり産業資本

による商工業部門の発展に 大きく 

寄与している。 このようにみてくると、日露戦後

経営期は、大量の外資導入と小作農から搾り取

った地代と地租によって支えられた政府部門の

資金で、産業資本の資本蓄積 貢献 大きい 

生産活動の動向 丸太生産，造林，間

伐等の林業生産活動は，森林の有する

木材生産機能，公益的機能を充分に発

揮する上から不可欠なものであるばか

りではなく，農山村の振興にも 大きく 

寄与している。 しかし，近年における木材価格

の低迷や労賃等の経営費の上昇により林業経

営の収益性は年々低下する傾向にあり，このこ

とが長期継続的な投資を必要と 貢献 大きい 

ももらえない―をされた人で、昔の小学

校だけしか出ておられない。その松下さ

んは働きながら自分で一生けんめいに

勉強をされ、人を大切にされて独立さ

れ、 小さい 

電器具を作る工場を作って働かれ、考え、特許

をたくさんとって、世界一の電器会社を経営され

てきた。 会社を大きくして日本一のお金持ちに

なられただけでなく ｐ 小さい 

トレーサの大きさと密度，さらに混入す

る量に注意する必要がある。これは，ト

レーサの混入により流れを変化させて

しまうことを防ぐために重要である。トレ

ーサ粒子の大きさが十分に 小さく 

，かつ流れの空間に占めるトレーサの量が小さ

い場合には，トレーサは本来の流れを変えない

と考えてよいが，一般にトレーサ粒子の運動と

流体粒子の運動との間には差があること ｐ 小さい 

笑）こはりん：じゅん２。じゅん２に全部

食べさせる。みっつぃ：ジュンジュン☆☆ 

いっぱい食べてくれそうやから！！☆

☆ジュンジュン：カメイさん。リンリン：田

中さん！田中さんは胃袋 小さい 

から、私いっぱい食べられます（＾▽＾）ＨＡＨＡ♪

なんとな〜く関係性が垣間見えるようで（笑）愛

ちゃん♪♡ジュンジュンに食わす（笑）その１ガキ

さん♪♡リンリンも引き連れてるのね（ 

ｐ－少

食 小さい 

ば、それは徹底し暴力だ。格闘・銃撃か

ら潜入など、作者は主人公の行動を細

部に至るまで、事細かに描写していく。

普通であれば見過ごされがちな、本筋

には直接関係ない 小 

さな、しかし荒事のプロフェッショナルであれば

おろそかにしないだろう動作や判断が、この物

語の随所を埋め尽くしている。それによって、ど

んな突拍子もない状況であろうと、少なくとも生

きるために 

著しく

ない 小さい 
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化された介護活動を担う雇用労働力と

して「社会参画」するという経路である。 

ここで，介護保険制度による介護サー

ビスの供給が，市場に委ねられている

ことの意味は 小さく 

ない。なぜなら，介護労働の供給を市場原理に

委ねることは，介護労働の編成が企業間の競

争に巻き込まれることによって，結果として低廉

な労働力の需要の増大へつながりがちだ 

重要で

ない 小さい 

茶も水も一口ものんでいなかった。その

とき、自衛隊が、おにぎりをもってきてく

れたんですよ。それが非常においしくて

ね。力がでました」 秋田さんは、 小さく 

笑う。いろいろな仕事についている人たちが、そ

れぞれの職場の役割をきっちりと果たしたこと。

これが、避難を成功させたカギだと言う。ふだん

仕事では関わりがなく別々にすごして 動作 小さい 

回答しないで文句言ってる人がいるけ

ど。コテハンいじめも凄いし。人格者は

いないの？どこのカテにも青いのが一

杯いるよ。質問と関係ない回答してるの

は幼稚か器が 小さい 

かって事だね。無視すりゃ良いけど、それが出

来ないのが人間なんだよね。 

度胸が

ない 小さい 

話をするときは完全にタメ口に戻りま

す。Ｎとは友達ではなく職場だけの付き

合いですし、おまけに尻軽なところも嫌

いです。『親しき仲にも礼儀あり』（怒）と

思う私は 小さい 

人間ですか？あなたが小さい人間なのではなく

て、Ｎが馬鹿なんですよ。後から就職したら、後

輩ですから、年齢関係なく敬語をつかうべきで

す。まして、実際に年下なら当然です 

度胸が

ない 小さい 

店長さんは、昔自分が悪かった事を自

慢げに話します。真面目なボク達が間

違ってるかのように。なんか、納得出来

ないんですが、間違ってますか？その

店長さんは実に 小さい 

人間ですね。普通なら自慢できないようなことを

堂々と人に話し自慢している・・・。そういうことじ

ゃないと人に自慢できることがないんじゃないん

ですか？かわいそうな人です 

度胸が

ない 小さい 

謙遜になることがあると、かれらはこお

どりして喜ぶ。 われわれがある人間に

おいてある点を認識することは、その人

間のそのある点に点火するということで

ある。だから、 小さい 

人間どもに近づくときは気をつけよ。（５）相手の

ずるい性格を認識して、ずるいやつと思っている

と、結局そのずるさに火をつけて、いよいよそれ

を助長することになる。相手 

度胸が

ない 小さい 

タメ口に戻ります。Ｎとは友達ではなく

職場だけの付き合いですし、おまけに

尻軽なところも嫌いです。『親しき仲にも

礼儀あり』（怒）と思う私は小さい人間で

すか？あなたが 小さい 

人間なのではなくて、Ｎが馬鹿なんですよ。後か

ら就職したら、後輩ですから、年齢関係なく敬語

をつかうべきです。まして、実際に年下なら当然

ですよ。支店長も何も 

度胸が

ない 小さい 

は大学生で研究室で女の子と深夜二人

きりで自習や研究しているらしいので

す。ほぼ毎日。。。彼のことは信じてい

ますが、なんだかイライラします。気に

する私が 小さい 

人間なんでしょうか？女の子と２人っきりってと

こを想像するだけで遠距離でも近距離でも妬け

ちゃうことだと思います。気にしないでいれるな

らそれに越したことはないと思います 

度胸が

ない 小さい 

相手のずるい性格を認識して、ずるい

やつと思っていると、結局そのずるさに

火をつけて、いよいよそれを助長するこ

とになる。相手が本性を隠さなくなるか

らである。ところで、 小さい 

人間には種々の低劣な性格がひそんでいるか

ら、君はすぐそれらを認識することによって助長

することになるだろう。警戒が必要である。 君

に向かうと、かれらは自分を 

度胸が

ない 小さい 

としても、成功の確率がグンと上がるに

違いありません。四十五歳で誓った三

つの目標 「小人閑居して不善をなす」

という言葉があります。 これは「器量

の 小さい 

人間は、暇でいるとよくないことをする」という意

味です。人は何か目標を決めておかないと無駄

なことをする。若い頃に過ちを犯したぼくは、こ

のことを切実に 

度胸が

ない 小さい 

レーサーである。ＭＴＢに比べタイヤの

太さは半分以下で、フレームもパーツも

必要 小限の機能に絞った軽量設計。

ライディングポジションも前傾になり安

定度は劣るが、その分重量も路面抵抗

も 小さく 

人間のエネルギーを 大限推進力に変換でき

軽快に走れる。 初心者がいきなりロードレーサ

ーに乗るのは勇気がいるが、乗れるようになる

のに時間はかからない。週末に１時間だけでも

乗っ 

度胸が

ない 小さい 

の力を信じて、ドーンと見守っていましょ

うよ。（シュンちゃん先生）Ｑ 友だちが

おらず、学校でぽつんとしている娘 小

学四年生の娘のことで相談します。娘

は ちいさい 

ころから、ひとに話しかけることがほとんどでき

ませんでした。今でも、学校やクラブにいっても

一言二言話のできる友だちが二〜三人いるだ

けで、遊び時間もみんなとわいわいやること 年齢 小さい 

誰かから恨みを買うなんて、とても考え

られません」 手のなかでガーゼのハン

カチをもみくちゃにして、 「それは、人

間ですもの、欠点がまるでなかったなん

てことは申しません。お ちいさい 

ころから、わたくしのような者が身のまわりのこ

とをみてさしあげるのが普通でしたから、気のま

わらないことがおありでしたし、家のことは無頓

着で、タオル一枚、どこ 年齢 小さい 
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くさや。これの食べられる人にうかがい

ます。 ちいさい 

ころから、食べられましたか？ある程度「修行」

すれば、食べられるものですか？焼いていると

きの匂いについての対策は？・・私は現在、い

ただいてもまったく食べられません 年齢 小さい 

ので上の学校に進みたかったのです

が、親から『百姓に学問がいるもんか、

ばか者！』と言われ、それを不満に思っ

ていました。母は顔立ちが美しいのに、 ちいさい 

ころから病弱という不運を背負ったひとで同情を

誘ったのでしょうか、また都会育ちの洗練された

立ち居振る舞い、話し方をするお嬢さんに憧れ

があったのでしょう。というのは、 年齢 小さい 

 その石段の左側は、水車小屋になっ

ていた。直径三メートルほどの水車が、

せせらぎの水を受けて、ゆっくりとまわ

っていた。 水車も小屋も新しいが、造

りは、昔、 ちいさい 

ころに、いなかで見たものとおなじだった。 笙

子は、いっとき、水車をながめて、石段を下り

た。 遊歩道は、まがりくねっていた。 せせらぎ

にかかった小橋を渡り、また別 年齢 小さい 

しまったという。 「昔は北上や花巻の

ほうから参拝しにくる方も、たくさんあっ

たのですよ」 「ごろごろした石道を、わ

らじとか草履はいてこられた。おらが ちいせえ

ころは、店が出てな。朝から晩までにぎわった」 

夜になると、阿弥陀堂の脇に設けられた舞台の

上で、演芸会がおこなわれ、役者の踊りも披露

された。 年齢 小さい 

、小さい頃にパチンコ屋を大阪市内の

ど真中でやっていて、ここへ田代みどり

の両親が、常連でよくやってきていたの

で、子供も連れてきていたそうです。 

ちっちゃ

い ころから、くっきりエクボだったそうですよ。 年齢 小さい 

か。」 なんだか、このうどん屋の親子

のほうが、あたしよりずうっと、おじいち

ゃんの気もちの近くにいるような気がし

た。 「おじいさんには、この不良むすこ

が、 

ちっちゃ

い 

ころから、ほんとにお世話になっててね。うちの

おじいちゃんは、戦争で足をわるくしてたし、この

子の父親も、はやくになくなったもんでね。わた

しも、たびたびお店 年齢 小さい 

は気がついていたようだ。小学校に入

ると、間もなく飯田はエレクトーンの教

室に通い始める。 「自分で楽器が弾け

れば、自分の音程がわかるわけでしょ。

そういうことを、 

ちっちゃ

い 

ころから覚えさせておきたかったのよ」 母親が

うれしそうに近所の友人に、そのような言葉を語

っている。 エレクトーン教室での練習以外に

も、学校では、部活動で合唱団 年齢 小さい 

自殺は絶対いけないと思うし、幸せが

来ないうちに死んじゃうのは悔しい。信

用できる相談相手ほしいＪ女 私は自

殺しかけたことがあるんですけど、死な

なくてよかったと思う。 

ちっちゃ

い 

ころから親は一生懸命育ててくれた。父は、私

が死んだら働くのやめようと言った。母は、私が

母より先に死んだらお葬式を出さないと言った。

私は「あー死ん 年齢 小さい 

平成七年度の芸能人高額納税者番付

では、松ちゃんが２位、浜ちゃんが、相

棒に二千万円近い差をつけられながら

も４位と大活躍だ。 「俺は何を隠そう、 

ちっちゃ

い 

ころはいじめられっ子だったんや。幼稚園のと

き、プールの時間に自分の水鉄砲取られて、水

をかけられては泣いてるばっかし。先生に泣い

ている理由を聞かれても答えられ 年齢 小さい 

 広いので、とてつもなく たくさんの毛

糸がいります（笑）しかも、かぶりのセー

ターは あまり好きじゃないので、カー

ディガンを希望するので、 とっても手

間ヒマかかちゃうんです。子供が 小さい 

ころ ４枚ほど 編みましたが、近頃は めんどく

さくって・・・・（笑）でも、あれですね、この前 日

経の土曜版に載ってましたが、手編みのセータ

ーが  年齢 小さい 

をもったときに必要な治療や援助を受

けることができなければならない。図７ 

子どもと環境とのやりとり図８ 欲求の

いろいろ３ 子どもの遊び１ 遊びを通し

て育つ子どもたち  小さい 

ころ，あなたはどんな遊びに夢中になっていた

だろうか。 子どもにとって遊びは生活の中心で

あり，学びの場である。学童期からの学習活動

とは異なり，自分で考えて行動 年齢 小さい 

ことだ。あのお子ちゃまのことだ。そうだ

そうだ、あのお子ちゃまはわたしの父親

なのだった、ついうっかりしていた。苦笑

した。 なにしろあの坊主ときたら、智沙

が 小さい 

ころ、〈チィちゃんが生まれてから、ママはパパを

相手にしてくれなくなったんだぞォ〉と不貞腐れ

ては―いじけては、と言ったほうがより正確か―

母の目を盗んで 年齢 小さい 

音をたててさ…」 さあ、おばあちゃんの

おはなしがはじまりました。 小さい子

のいないしずかな午後です。 女の子た

ちは、大きな目になって口をむすびまし

た。 「 小さい 

ころ、あたしは川のほとりのカヤ原で育った。お

まえたちは見たことがないだろうね。むかしはど

んなススキの原っぱにも、鳥かごみたいにまる

いカヤネズミの巣が、五つくらいは、じきに 年齢 小さい 

ものではなく、緑色の管のような石をつ

なぎ合わせたものの真ん中に、穴のあ

いた変わった形の石がついた、見たこと

もないような形の首飾りだった。 さかき

は、 小さい 

ころ、おふろに入るたびに、父さんの胸にかかっ

ている、その首飾りであそんだ。 「これは、マガ

タマっていって、父さんの宝物なんだ。子どもの

ころ、宗平さんからもらっ 年齢 小さい 
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付録 2 収集されたデータ（中国語の一部） 

 
例文（キーを含む） 分類 

首先是四肢比古猿有了很大的进步，指（趾）骨的末节变得扁而宽，拇指骨变得长而粗，能充分和其他四
指对握；趾特别粗壮，和其他四趾已并贴。 

ｐ 

赵永生忙往下一蹲，让过那一 ，双手向上一伸，抓住那人双腿，不料，那腿太粗了，足有饭碗粗细，一

把握上去，只握住了一半，那腿上又长满了黑粗的汗毛，赵永生只感到手里一阵麻酥酥的。 
ｐ 

叶长椭圆形，长５厘米，宽２.５厘米，先端尖，茎部楔形，呈橄榄绿色，边缘中部以上有粗锯齿，表面叶
脉凹下，背面凸起，叶柄粗。 

ｐ 

离碑亭不远，过个门洞有一棵粗有三把、枝繁叶茂的槐树，它就是洪洞大槐树。 p 

我国北方人爱好的韭菜，齐刷刷地长得象初春的麦苗；我国南方人喜欢的苦瓜长得又粗又大。 p 

老船夫满足地吸着那根又长又粗的旱烟管，一面摸一摸下巴的胡须，生活恬淡而又静穆。 p 

到了外国，各式各样的假发就更普遍了，你花一点钱就可以长上你所需要的头发，要粗有粗，要细有细。 p 

办公室的迎门处种着两株矮粗的石楠（Ｐｈｏｔｉｎｌａｓｅｒｒｕｌａｔａ）红得使人耀眼。 p 

祠前四株合抱粗的阔叶梧桐，一字排开，如伞如盖，把古祠装点得分外壮丽。 p 

这是用自己种的烟叶卷成，长约七寸、粗有一寸，有如一支大香蕉。 p 

刚走到岳滩村边，耳边就传来清脆、爽朗的歌声："一望无际麦海洋，茂密整齐穗头长，杆粗节短不倒伏，
片片都比往年强；丰收不忘公社好，丰收不忘共产党！" 

p 

一声，一根小孩胳膊粗的松枝从我们头顶上落下来。 p 

脖子又粗又短。 p 

陈翔机灵地往旁一闪，虽然躲过了利爪的一击，但是恐龙的身子微微一侧，它那又粗又长的尾巴却以令人
难以置信的速度扫了出来，快得使陈翔无法躲闪，这真是可怕的一击！ 

p 

可这时我反而冷静了些，也许是刚才受了一场惊吓，神经变得比较麻木了，我悄悄地从地上找到一根手臂

粗的树干，准备自卫。 
p 

那是一位二十多岁的青年，中等身材，白净面皮，五官端正，目光炯炯有神，脑后垂着一根又黑又粗但有
些蓬乱的辫子。 

p 

带刺的瓜儿足足有碗口粗。 p 

蛛太太在这根天索上来回放丝，使天索成了一根粗缆。 p 

她又用同样的办法在这根粗缆的下方架设了另一根平行的粗缆，接着在两根粗缆之间安上一根根射线，再

在射线上织螺旋线。 
p 

粗的一节里泡着一个孩子，只是小脑袋露在水面上，摸一摸，那葫芦还暖暖的。 p 

于是，洋人们像强盗一样，截取了主干中 粗的一段，沿着滇缅公路，把这截树运过寒冷的海峡，贴上"世
界杜鹃花之王"的标签，陈列在大Ｙ博物馆。 

p 

到了建康，他想趁交割军粮时难得的几天宽余，把推算到三点一四一五九二六和三点一四一五九二七之间

的圆周率再往深里推算一步，那演算用的长长短短、粗粗细细的筹码都随身带着。 
p 

在离他不到１０米的地方，在苍白的尘土上突兀地耸立着，漆黑的，大约有３米５高，一棵树那么粗，上
上下下一样的浑圆，雕刻着无法理解的花纹，在繁星满天的背景下显得神秘莫测。 

p 

终于等到一头年轻的小母象，一枪击中，小母象麻醉倒地，人们用粗粗的尼龙绳捆住野象的双脚，然后围

起紧固木栏。 
p 

一次山民带我进山，沿着溪流攀登到半山腰处，看到一支碗口粗的毛竹梢上，一只毛冠鹿被吊悬在半空中。 p 

钓绳是经受得住上千斤拉力，比大拇指还粗的玻璃纤维绳，在靠近钓钩的地方，包上铜片--这是为了防止鲨

鱼的利齿把它咬断。 
p 

小老鼠看着大象那又粗又长的鼻子，左一甩右一甩的，哪能钻进去呢？ p 

森林里荫翳〔ｙì〕蔽日，树木长得又粗又高。 p 

许多粗的细的管道，从这儿通到那儿。 p 

"你看，这乌贼触须般的粗胡子，上面不是长着许多细绒毛吗？" p 

四川成都７年生葡萄桉一般高２０．７米，胸径２６．３厘米， 高２３米， 粗３０厘米。 p 

据调查，葡萄桕结果枝粗度在５.０─７.５毫米之间，鸡爪桕在５.０-８.５毫米之间结果 好。 p 

一般葡萄桕结果枝粗度在１０毫米以上时，采种时应留桩长度在１８-２２厘米左右，5-１０毫米粗时应留
桩长度１０-１８厘米，５毫米以下的留桩长５厘米左右。 

p 

３．头木林作业根据作业原理，截干时保留２米的高度，在截面附近选育５个力枝，待主干增粗１２厘米

左右，力枝基径 5-６厘米时（一般１０年左右），每年采剥一个力枝，并随即选育一个替换力枝，５年一
个轮剥期，经过三年轮剥期，林龄达２５年时，主干可以增粗２5-３０厘米，伐去主干剥皮药用，再从伐

桩进行萌芽更新。 

p 

病猪表现食欲减退，精神萎顿，消瘦，贫血，被毛粗乱，行动迟钝。 p 
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经过数次发热后，病牛常呈现精神萎顿，倦怠，日渐消瘦，营养不良，骨胳显露，肌肉萎缩，被毛粗乱无

光，皮肤干裂而缺乏弹性，表层不断龟裂，层层脱落，或变成烂疮，毛亦稀疏，四肢不灵活，行走困难，

后期多发生麻痹，不能站立， 终死亡。 

p 

病羔被毛粗乱，焦黄，食欲减退，经常下痢，贫血，日渐消瘦。 p 

背侧根（或感觉根）较粗，上有脊神经节。 p 

尾部中段是尾部 粗的一段，直径０．８微米左右。 p 

在同一品种内，公羊的毛较粗，母羊较细，去势公羊毛的细度较母羊稍粗，且细度的 度也较好。 p 

至性成熟后，羊毛的细度较羔羊时期为粗，并且延续到５岁。 p 

股部的毛一般比腹侧和肩部为粗，腹部的 细。 p 

呈长细带的性腺已增粗，并能辨出雌雄。 p 

卵巢血管（生殖动脉）明显增粗，卵粒互相粘连成团块状。 p 

此外，可并发前列腺炎（前列腺均 肿大，有压痛）、精囊炎、附睾炎（附睾肿大压痛、精索增粗）等。 p 

如手术中未行气管内插管，突然发生危急时可用粗针刺入环甲膜冲入纯氧，并行紧急气管内插管或气管切
开以解救之。 

p 

骨的生长（图１５）包括长长和长粗这两个方面。 p 

儿童时期，骨膜内的成骨细胞能不断地产生新的骨组织，使骨的表面增厚，使骨长粗。 p 

体育锻炼对正在生长发育的青少年来说，可以促使骨长长、长粗，使身体长高。 p 

细的毛细血管，整个管壁由一个上皮细胞围成；较粗的毛细血管，整个管壁则由２-３个上皮细胞围成。 p 

大肠大肠长约１．５米，管腔比小肠粗，末端开口于肛门。 p 

如果成年人生长激素分泌过多，可以引起短骨的生长，造成手掌大，手指粗，鼻高，下颌和舌过大等症状，

这叫肢端肥大症。 
p 

输卵管是一对形状像喇叭的细长管子，细端与子宫体相通，粗端的喇叭口接近卵巢。 p 

水银面上浮有一块绕着粗导线的软木，导线的下端通过水银接到伏打堆的一个极上，导线上端与一根细铜

丝相接，细铜丝的另一端接在伏打堆的另一个极上。 
p 

一个又粗又大的黑影闪进门来，哟，帽顶儿几乎触着上面的门框，幽幽暗影中只见他面门上那一双外鼓的

大眼睛，还有扣在大脑勺上那斜戴的贝雷帽，好象是紫褐色的。 
p 

审问他的人被他噎得脸红脖粗，大骂他是"厕所里的石头--又臭又硬"！ ｐ 

大本博大利，几个来回便腰粗气壮。 ｐ 

他继续放出又粗又浓的尾气。 ｐ 

再说，这些洞洞不过与麦秆差不多粗，银锭怎么通得过呢？ ｐ 

大食堂的设备，较为粗简，然而客座极多，可容无数万细菌，一出后门，直通马桶。 粗い 

梅先生很强调演员的辨别能力，他认为，不怕手艺低，手艺低可以努力提高，就怕眼界不高，没有辨别精、

粗、美、恶能力的演员，艺术无法提高，这种演员就是通常说的"没开窍"的演员。 
粗い 

大剧种有时即使化的粗一点，尚不致骤然失掉自己的特色，例如京剧过去整出地搬昆曲、搬拨子，或者在
京剧里原封不动地采用昆曲、吹腔、四平调……风格上比较接近的牌子唱腔，因为底子厚些，胃口大些，

尚不致失去自己的特色（当然京剧也应注意"化"）。 

粗い 

大食堂的设备，较为粗简，然而客座极多，可容无数万细菌，有后门，直通垃圾桶。 粗い 

尽管如此，语言对形象的雕琢仍然是粗线条的，只能传神而不能具形。 粗い 

其制法是将大白菜根和老皮取掉，整棵放在罐里，倒入粗盐水，以没过菜为宜，压上石块。 粗い 

"考米"系"老米"之误，为我县"粗米饭"的代名词。 粗い 

黄莉娅还穿那身红色布拉吉，破口处缝了几针粗麻，歪歪扭扭，象只啮牙笑的大嘴巴。 粗い 

因为那些运碱的脚夫，大都要在碱包下搁置一个粗碗，用来承接万一溶解下来的碱水，以及在路边岩石上
撞损的碎片，这样，面食店的主人，只消用一碗面，或者两三个隔夜的烧饼，就会立刻有碱用。 

粗い 

华欣毛纺织厂是我市 大的粗纺呢绒厂，全面投产以后，年生产粗纺呢绒二百六十多万米，全年税利将达

到一千五百多万元。 
粗い 

傻、大、粗、笨的被淘汰已经成了事物发展的规律。 粗い 

因时代先后、刊书地域的不同，这些插图之间往往有精粗美恶的差异。 粗い 

"这书只是一个粗砖，我抛出去希望引出文学批评的风气来，使严格公平的批评--" 粗い 

数年来，我见他总是穿着一套灰布军衣和那件粗呢子军衣。 粗い 

现在２０几岁的人都还记得小时候穿的条绒棉猴，蔡国庆觉得那种衣服漂亮死了，可家里买不起，只得穿

着妈妈做的粗针大线、还露棉花的棉袄。 
粗い 

假日里，伙计们都穿起西装皮鞋，逛大街，进戏院，入酒楼，他照样是粗布衫，外表显得平庸，但胸中却
蕴藏着聪明睿智。 

粗い 

本来，价值之过程，乃如我们由铁砂以炼钢，由粗至细，至精，以至铸成美丽的用品。 粗い 
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就在这时，冈村的妻子端出一碟牛肉饼，送到李的面前，小声地说："粗东西，请李阁下尝尝！" 粗い 

人口的由少而多，或由多而少；文化的由简而繁，或由粗而精，或由同趋异，或由异趋同，都可表明人类
社会行为变动的陈迹。 

粗い 

不得哪样来感谢，送块粗麻布，你们快收下，拿去揩油污。" 粗い 

程进章华后，除生产一些粗纺驼绒毛纱出售外，停止了粗纺呢绒的生产，改以进口毛纱织精纺呢绒，开始
有了好转。 

粗い 

在章华厂转变生产方向的同时，上海其他几家粗纺厂却一直陷于不景气中。 粗い 

振兴毛绒纺织厂于１９３１年开工，出产国毛双龙牌四股粗纺绒线和驼绒纱，虽以廉价号召，仍难推销。 粗い 

自建厂房一所，二层事务所三幢，工房十一间，纺织染整各机全备，均购自德、比及日本等国家，有粗纺

锭１，６５０枚。 
粗い 

１９３５年，日商公大四厂改建粗纺厂，与日商上海纺织株式会社第四厂原废棉纺工场，均采用低级羊毛
纺制劣质驼绒纱，廉价倾销，每磅价仅售６角５分，低于章华厂的售价三分之一，这给华商几家纺驼绒纱

的粗纺厂沉重的打击。 

粗い 

这些新厂的创设，使上海的精纺专业无论在设备锭数和生产比重上，都超过了上海民族毛纺织工业中的粗

纺专业。 
粗い 

例如，造纸业实行了"强蒸煮，满运转"之后，缩短了粗浆蒸煮时间，提高了车速，使原来较先进的打浆工
序成为薄弱的一环。 

粗い 

企业为了完成产值指标，往往热衷于生产高、粗、大、厚的品种。 粗い 

目前，粗的、厚的、大规格的钢材大量积压，而小型钢、线材、焊管等却长期短缺，需要大量进口，消耗
大量外汇，不仅从国民经济看是非常不利的，而且也是某些产品成本上升的重要原因。 

粗い 

"我不知道吃过多少次赵师母亲手拉的面，那种看起来很粗，吃起来很韧的面条，到今天我还认为是面食中

很好吃的东西， 
粗い 

在徐辅成家里，她象哑巴似的生活，她洗尽铅华，布衣粗服地熬过了二十年。 粗い 

她上身穿着玫瑰红毛线衣，下面穿着粗蓝布工人裤子，圆头扣带皮鞋，显得麻利和泼辣。 粗い 

婴儿身上穿着和尚领的毛衫，是用花绒布粗针大线草草缝就，可见送来时的急迫。 粗い 

因纸分两种，一种粗纸，一种彩纸，分别摆开了而且因鞭炮大小不同，裁的纸宽度不同，也要分别摆开，
所以她不能坐，总是在木案前来回走动，扭动着纤长柔软的身子。 

粗い 

“我不知道吃过多少次赵师母亲手拉的面，那种看起来很粗，吃起来很韧的面条，到今天我还认为是面食中

很好吃的东西， 
粗い 

年方３５岁，从事服装这一行已有１６年经验的采购员宋伟跃对记者说：改革开放之初，国营商店一时转
不过弯来，他们经营的服装，做工粗、色彩暗、款式旧，再加上官商习气冷冰冰，这"粗、暗、旧、冷"四
个字，就注定他们要被个体户所打败。 

粗い 

贺英又名香姑，她身穿粗布衣，头上挽着粑粑髻，用个簪子别着。 粗い 

穷点的人家没有那些柔软温暖的东西，土炕上粗席子总有一张。 粗い 

真是简陋到可怜的一间屋子：两个床铺一横一竖摆着，便占去了全面积的三分之一，沿窗一张方桌子，两
个粗制的圆凳子。 

粗い 

随后他就细心地，迅速地编织起来──这双粗老的手，似乎分外熟悉于这项工作。 粗い 

一会儿，一位笑盈盈的"莎腰妹"端着一大粗碗山楂茶走上楼来。 粗い 

不必说在这里发现了外貌不扬、树身上含有一种抗癌药物、遐迩闻名的海南粗榧；也不必说那身材颀秀、

皮能产油、宜作香料和药品的"绿色油箱"--油楠。 
粗い 

如若有人前来参观，他们那倾注情感的介绍，会把人们带到一个个历史的年代，让人们也象他们那样爱上

这儿的一草一木，珍惜这儿的一只看来是普普通通的粗磁茶杯，珍惜这儿的一把看来是已经陈旧的粗木坐

椅。 

粗い 

好吃还是家常饭，耐穿还是粗布衣…… 粗い 

为了不被别人小看，早起来，他穿上妻子昨晚在灯下为他缝补好的白褂儿、青粗布裤。 粗い 

"穷人吃油麦面，--哈，小姐你是吃不来的，粗得很。" 粗い 

这便是缘日，晚间只要天气好，就有各色的什么饮食店，粗点心店，旧家具店，玩物店，以及种种家庭用
具店，在那寺院境内及其附近，不知有多少家，接连的排著，开起所谓露店来，其中 有意思的大概要算

是草花店吧。 

粗い 

我还记得，父亲一天到晚不在家里，大概是到"官场"里"应酬"去了，家里没有米下锅；妹仔替我们到附近施

米给穷人的一个大庙里去领"仓米"，要先在庙前人山人海里面拥挤着领到竹签，然后拿着竹签再从挤得水
泄不通的人群中，带着粗布袋挤到里面去领米；母亲在家里横抱着哭泣着的二弟踱来踱去，我在旁坐在一

只小椅上呆呆地望着母亲，当时不知道这就是穷的景象，只诧异着母亲的脸何以那样苍白，她那样静寂无

语地好象有着满腔无处诉的心事。 

粗い 

鲫鱼来得大方，它斯斯文文地动了三四下，拖着食子就跑；黄鳝和鳅鱼顶轻顶慢，差不多看不出，它们要
玩弄老半天才肯咽下；还有"烧火老者"（一种粗皮的小花鱼）顶可厌，学"鯵杆儿"的吃法，但不那样调皮，

一连几下，浮子便永远不会再动了。 

粗い 

这时候，老一辈的胡子白起来，背脊驼下去，身上那粗得象一层麻布般的皮子包着突出的干枯骨头，背上

的茶包也就减少下去，不到一半了，然而走起路来还有点打偏偏，在乱石的悬崖半腰，一步一步的摸着走
去。 

粗い 
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十七岁的杨开慧没有改变以往的习惯，不讲吃，不讲穿，不追求个人享受，仍然穿着粗衣布裙，梳着普通

的蝴蝶头。 
粗い 

他赶紧上去，把朱德同志那双带有粗茧的大手紧紧握住。 粗い 

比如，祠堂里平时的供品是一种叫做"如意饽饽"的粗制的如意型的点心，每半月更换一次。 粗い 

换粗纱够不着，我就用铁盒子垫着脚去换。 粗い 

天板上的粗纱，更加够不着，我不管危险不危险，咬紧牙关，两脚踩在机台的铁架上，放纱拿纱。 粗い 

--尘埃，那种使人难受的程度，更在意料之外了，精纺粗纺间的空间，肉眼也可看到出一般的飞扬着无数的

"棉絮，"扫地的女工经常的将扫帚的一端按在地上像揩地板一样的推着，一个人在一条"巷堂"（两部纺机的

中间）中间反复的走着，细雪一般的棉絮依旧眼睛可以看出般的积在地上！ 

粗い 

四、五十万年以前，我们的祖先和自然斗争的武器，主要是一些粗制的石器和木棍子。 粗い 

他们背着中国造的喷雾器前身系着条粗麻布围裙，穿插在叶子尖得象剑的菠萝棵子里，挨着棵往菠萝心里

注进一种灰药水。 
粗い 

这是一种肚大口小的粗制陶器，特别的地方是坛口下面围着一圈水槽，坛盖扣合在水中，它就象一座密封
的自动化蔬菜加工厂，带着生涩气味的新鲜蔬菜放进坛去，少则几天，多则半月，自然地就会变成咸酸适

度、鲜香兼备，脆嫩爽口的风味食品--泡菜。 

粗い 

在那一段时间里，他吃不下，睡不着，白天看病，晚上翻资料，终于从一个治疗牙痛的验方中得到启发，

制成了宽胸丸，粗制品每丸才九厘钱，效果也好，一般病人服药后三五分钟就能止痛。 
粗い 

树多叶多，每年为畜牧业提供了５０多万斤粗饲料，去年大队累计养猪３７４２头，每人平均合１．２头，

向国家交售肥猪２０１５头。 
粗い 

马克思早就讲过："有的人多用手工作，有的人多用脑工作，有的人做管理者、工程师、工艺师等工作，有

的人做监督者工作，有的人做直接手工劳动者的工作，或者做十分简单的粗工，于是劳动能力越来越多的
职能被列在生产劳动者的概念下。" 

粗い 

“天作帐地当床，粗面馒头南瓜汤，人拉肩扛运设备，开山劈石造工厂。” 粗い 

戒律很严，僧侣们机械地严格遵守戒律进行苦修，尤其是粪扫衣派，反对过享受生活主张苦修，穿着破布
做成的衣服，粗食淡饭，精勤修行。 

粗い 

几年以后，钟表匠阿克莱特制成了水力纺纱机，纺出的纱结实，但是比较粗。 粗い 

后又刻画了中年闰土的形象：“先前紫色的圆脸”已变作灰黄，而加上了很深的皱纹，眼睛周围肿得通红；
头上一顶破毡帽，身上一件极薄的棉衣，浑身瑟索着；那手又粗又笨而且开裂，象是松树皮；呆滞、迟钝、

衰老，麻木，完全象似个木偶了。 

粗い 

随着生产的发展，磨制石器代替了粗石器，特别是冶炼技术的发展与金属工具的出现，使生产力有了进一

步提高，社会产品开始有了剩余。 
粗い 

据此可以看出：士为国君，公卿大夫属下的众臣为其君，妻为夫，妾为君，都可以因身份低贱或体质柔弱
而不食米粥，改食粗饭水饮了。 

粗い 

伪制大路货的粗茶，更有采嫩榆树叶、嫩椿树叶的。 粗い 

这种猪的特征是：两耳大小适中，嘴如筒，双背，大腹，短腿、毛稀、皮薄、体躯肥圆、耐粗食、长膘快、
屠宰率高、肉嫩味美、产仔多，该地劳动人民就把这个新猪种称之为"大伦庄"猪（姚德昌，未发表）。 

粗い 

我们在生产和生活中，接触到的物质很多都是混和物，如石油、粗盐、蓝墨水等等。 粗い 

这样制得的硅是含少量杂质的粗硅。 粗い 

粗硅提纯后，可制得作为半导体材料的高纯硅。 粗い 

１．粗硅提纯时常用下述方法：将粗硅在高温下跟氯气反应生成四氯化硅（□），□经过分馏提纯，再用氢

气还原得到纯硅。 
粗い 

氯化镁是一种无色、苦味、易溶的晶体，极易吸收空气中的水分而潮解，粗制食盐在潮湿的空气中容易吸
湿变潮，就是由于里面含有少量氯化镁杂质的缘故。 

粗い 

物理处理也称粗处理，是用水或其它工具将混杂在样品中的污染物质消除干净。 粗い 

内力作用为大自然提供了地表形 的"粗毛坯"，而要把这些"粗毛坯"雕塑成多姿多彩的地表形 ，则离不开

外力作用。 
粗い 

这种快速处理的粗产品，对于需要快速实时地获得要求稍低的合成孔径雷达图象的用户，是很适用的。 粗い 

如此制得的食盐，称为原盐或粗盐，所含杂质较多，为满足食用及工业部门使用的需要，原盐常需经粉碎、

洗涤、或溶解再结晶的加工过程，制成高质量的洗涤盐或再制盐。 
粗い 

因此，工业较发达的国家，制碱用盐由盐业部门直接供应卤水，以卤水的含盐量折合成盐的数量，或将粗
盐以淡水化为饱和卤水，通过管道输送给碱厂。 

粗い 

此外，早春果树萌发前，结合防治其他害虫，如卷叶虫、食心虫等彻底刮除主干及主枝上的翘皮及粗皮，

并集中烧毁，也可以消灭大量越冬的红蜘蛛。 
粗い 

对树上的枯枝、霉桩、焦梢、病虫枝、纤弱枝等应全部剪除，刮清粗皮，做好填补树洞等工作。 粗い 

盆景制作好后经常的养护是非常重要的一件事，制作好仅是粗制品，以后靠逐年的养护，逐步完善其理想
的姿 ，养护工作有： 

粗い 

预防本病的预防措施极为重要，其具体措施如下：春、夏季放牧期的前一周，应于放牧前先给予一些干草

或粗饲料，或先放牧于牧草贫脊的草地。 
粗い 

可见，用粗饲料喂饲乳牛，能够提供乳牛以合成乳脂及乳糖的原料，但不能提供乳牛合成乳蛋白的原料。 粗い 
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因此，当马消化大量粗饲料时，被吸收的营养物质是大量的挥发性脂肪酸，而不是大量的葡萄糖。 粗い 

织制呢绒类粗梳织品时，需用４～５厘米的短毛。 粗い 

在生产中采用粗制的矿物质即可。 粗い 

４．优缺点桃园猪繁殖力和哺育能力均较强，能耐粗饲，抗病力和抗寄生虫侵袭的能力较强，肉味美。 粗い 

例如，国外品种的饲养类型是精料多，蛋白质含量高，那未，对它们不能喂饲大量青粗饲料，由于引入头
数少，采用原有的饲养类型一般是容易办到的，而后，对其后代从小逐渐加强其适应性的锻炼。 

粗い 

可以在后代慢慢增多日粮中的青粗饲料比例，使之适应我国的饲养类型。 粗い 

在大量利用青粗饲料的情况下一般日喂 3-４次，在以精饲料为主的条件下，应适当减少饲喂次数，在小猪

阶段，日喂次数可适当增多，以后逐渐减少。 
粗い 

二、成鱼池在放养前的准备没有养过鱼的自然池塘，养过一到三年的精养池，或养过多年的粗养池，都要
先进行一次全面的整修和清理，然后才能放养鱼种。 

粗い 

生产队有两个人常年积肥，夏天组织劳力上山打荆棵，还发动社员拾粪，去年全队亩施粗肥由过去五千斤

增到八千多斤，每亩平均施化肥三十四斤。 
粗い 

许多生产队已开始分户准备粗肥，为联产后的小麦增施底肥。 粗い 

至于森林资源综合利用方面更是微乎其微，至今，只有少数社队开展人工培育木耳、香菇、松茯苓，个别

县社建有松香厂或芳香油粗加工厂。 
粗い 

我要长粗长壮。" 意味不明

例如，在弱光下观察所得的细度，常比实际为粗。 意味不明

作为社会的人（接受了高等教育，并受到西方文明熏染的人），倪吾诚自然不能与一个土生土长、性格且

又粗悍的女人相处。 
横柄にふ

るまう 

"我看见她的先生，是一位有了一大把年纪的高个子男人，说话满口天津土腔，粗里粗气，和她在校时候所

交的一些演话剧的男朋友们，一点也不相同，我实在想不通她怎么会嫁了个如此人物。 
横柄にふ

るまう 

在龙华，一提起黄书记，即使是 粗的汉子， 泼的妇人，都会笑笑说："黄书记，得！ 横柄にふ

るまう 

可巧我那弟弟又生得极其强壮，简直有些粗悍，绝不像我这样柔弱无能，被父亲骂作「不能吃苦的东西。 横柄にふ

るまう 

如果你以为山是难看的粗汉，那你就大错了。 横柄にふ

るまう 

哑叭虽是个粗汉，却也粗中有细；他解下了掖在腰上的毛巾——怕毛巾有汗渍，有馊味，他跑到后院提来

一桶清冽冽的泉水；搓，搓净，搓得拧时再不冒泡沫。 
横柄にふ

るまう 

他还没有来得及回头，紧接着又是两声更粗更响的吼叫："喂--喂--" 音声 

坡下，苟田的粗嗓子又喊叫起来：“现在开始革命大批判。 音声 

陈鹤栖的“嘘嗤嘘嗤”声愈显粗急了。 音声 

Ｄ结结巴巴，语无伦次，粗喉咙、大嗓子把这一切都对着话筒吼了出去。 音声 

一个粗嗓门的伪军说。 音声 

不巧，就在他做好了随时冲过去的精神的物质的一切准备的当儿，一个胖得脖梗下面又抻出-圈大下巴颏的

老娘儿们服务员冲他走过来，扯开比男人的噪门还粗的嗓门子冲他喊："哎哎--你是干什么的？ 
音声 

使她的一颗心，粘在那些戏上，粘在飞舞的大头枪上，一句话，粘在了那个可厌的“粗嗓武生”身上！ 音声 

曲世青摸到那人的硬手掌，听到粗嗓子，就知道是周强。 音声 

张贵喜一看是傣族新战士康朗映，粗着嗓门就应道："咋的？ 音声 

隔了一下他说，用粗涩的、兴奋的喉音，在"家伙"两个字那里拉长，并且点 着一个贴切的微笑。 音声 

粗嗄的声音想一下惊倒我，尖细的声音刺进我的神经。 音声 

车箱内大乱了，一车的人都迫急的抢先要逃下车去；于是妇女和小孩的惊怖声和哭声，青年伙子的粗厉的

骂声，老年人无可奈何的叹息，交织成一片复杂的混乱。 
音声 

只要见到她的大宽脸和厚厚的嘴唇，听到那特别粗的嗓门，我就感到心中有一股暖流。 音声 

这里没有枪声和炮响，也没有硝烟弥漫；这里没有军号响亮战马嘶鸣，也没有粗喉咙大嗓子地喊叫。 音声 

音调和你喊的很相象，只是变得粗了一些，浑厚了一些。 音声 

唠的是硫安，有个粗嗓子的说："整整多了一百斤。" 音声 

粗嗓子的说："物有物在，我撒这个谎干嘛？" 音声 

那个粗嗓子的，有三十来岁，长瓜脸，穿一件对襟布衫……对不？ 音声 

嗓音会逐渐变成男性粗音，这时要保护嗓子，不要大声喊叫；乳头或乳晕下的硬块数月后会消失，不必害
怕、惊慌，也不要怕别人说笑（当然别人也不应该以此取笑），阴茎、阴囊的接近成人及阴毛、腋毛、胡

须的出现都是走向成人的表现。 

音声 

中度感染时，咳嗽强烈而粗厉；严重感染时呼吸浅表，迫促并感痛苦。 音声 
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笑的声音有大有小；有远有近；有高有低；有粗有细；有速有慢；有真有假；有聪明的，有笨拙的；有柔

和的，有粗暴的；有爽朗的，有娇嫩的；有现实的，有浪漫的；有冷笑，有热情的笑，如此等等，不一而

足，这是笑的辩证法。 

音声・横

柄にふる

まう 

雅文化的形成大抵经历了由粗而精，由俗入雅的过程，并不止于变文。 大略 

我国工业企业的定额工作，经历了一个从无到有，从粗到细，从低到高，不断整顿充实，不断发展提高的

过程。 
大略 

而且在初定时也不能过急地要求"完整"，一下子就定出一大套的繁琐办法，应由粗到细，由不科学到科学，
由接近合理到完全合理，经过群众的实践去逐步改进。 

大略 

他们感到，过去训练所以出现"次品"，就是因为程序不规范，致使出现粗训、漏训、偏训的现象。 大略 

从宗教的角度，亦即从犹太教的角度来说，今天以色列的犹太人，粗分的话，又可分为严守教规的犹太人

和不守教规的犹太人两类。 
大略 

粗看起来，林学武似乎是在潜逃中因车祸而死的，但仔细检查死者时，发现头部有明显被金属击过的伤痕。 大略 

我这才粗粗寻找了一下，既没有看到字条，也没有见到论文。" 大略 

粗理其纲，人们有三种分类方法： 大略 

这"同时"，粗粗一看，仿佛是偶然的巧合。 大略 

据此，我们认为物质生产部门可以按照社会生产过程相互衔接的程序，划分为三大门类：（一）起始产品

生产门类--可粗分为农业（包括畜牧业、渔业）、林业、能源（包括一次能源煤、燃气、石油和二次能源电，

严格说来后者属于下一个生产门类）、矿产原料采掘等。 

大略 

这粗看起来好像只是为了描写贺氏思子之情，实则主要是为了引出周小乙叙述新科状元薛藻回家祭祖，面
貌与继保一般无二等话，好让老夫妇前去相认，并 后产生继保不认义父母以致张老夫妇自尽的惨剧。 

大略 

大凡美景良辰与赏心乐事的交并（玩月便是一例），简言之心境接触的一种，粗粗分别不外两层：起初陌

生，陌生则惊喜颠倒；继而熟脱，熟脱则从容自然。 
大略 

小虎粗粗地扫了一眼衬衫，歪歪嘴角，又说开俏皮话了："呵，这号普普通通的衬衫也能叫神衣？ 大略 

"是呀，这事粗看起来，简直不可想象。 大略 

据测定，一百斤（市制，下同）水花生鲜草，含粗蛋白质三斤二两二钱，粗脂肪三两。 大略 

他还进一步指出，世界上没有绝对的"空"、"无"，只有"形之粗"与"形之微"的区别。" 大略 

以目而视，得形之粗者也；以智而视，得形之微者也。 大略 

它必然是一个由粗及细，由浅入深的过程，也是个由局部、片面到全面、完整的过程。 大略 

例如从 粗的大类来看，随着经济的发展，需要劳动专门平均具有较高教育水平的服务性行业（包括交通

运输、商业、银行、科研、教育等），其人数在社会工作中所占的比重，近几十年来上升很快；反之，对

劳动者教育水平平均要求较低的农业，其人数比重则下降得很快。 

大略 

利用追加投资效果系数、追加投资回收期和折算费用等指标比较基本建设投资效果，优点是简单易行，缺
点是没有考虑时间因素的影响，计算也比较粗。 

大略 

常见的有：以自动化程度为标志划分的全自动化设备、半自动化设备、机械化设备、半机械化设备等；

以加工精度为标志划分的高精度设备，一般精度设备，粗精度设备等；以加工效率为标志划分的高效设备，
中效设备和低效设备等；以污染程度划分的高噪音设备、中噪音设备、低噪音设备或无污染设备、低污染

设备、严重污染设备等；还有以综合化程度划分的单机单功能设备、单机多功能设备、联动机、生产线或

专用设备、通用设备等等。 

大略 

它的特点是研究分析由粗到细，可以及时决定该项投资建议的研究是否应该继续深入下去，以避免不必要
的损失。 

大略 

例如年度计划改为每季编制一次，每次向前滚动一季，近期的计划指标较细、远期的计划指标较粗。 大略 

有的商品，计划统计部门的分类口径较粗，物价部门研究商品产销情况，还需要依靠业务部门提供具体商
品的产销数字作为补充。 

大略 

食物中难以消化的粗纤维，进入盲肠（大肠的一部分），被盲肠中的微生物发酵分解。 大略 

为使正反两个方面个例相当，对样本由粗分到细分逐步进行，即首先对江西省２０９个样本进行全省范围
的南北两片判别预报，然后在南北两片的基础上再作大暴雨的具体区域预报。 

大略 

【病因】吃食坚韧的富含粗纤维的饲料，特别是山芋藤、豆秸、花生藤、苜蓿干草等，以及长期吃食麸糠、

糟粕、附着大量泥沙的饲草而发生。 
大略 

在家畜饲养实践中，饲料粗纤维对于任何家畜都是不可缺少的，特别是对于草食家畜更不能缺少。 大略 

其主要原因是：第一，粗纤维不易消化，吸水量大，起到填充肠胃道的作用，给家畜以饱的感觉。 大略 

第二，粗纤维对家畜的肠粘膜有一种刺激作用，促进肠胃道的蠕动和粪便的排泄。 大略 

第三，粗纤维性物质对反刍家畜和马属动物，在瘤胃及盲肠中经发酵形成的挥发性脂肪酸，是重要的能量
来源。 

大略 

家畜的胃肠结构要求饲料与日粮有适当的容积；反刍家畜日粮的容积宜大，含粗纤维的比重宜适当提高，

高产及幼龄家畜单位重量日粮容积宜小，亦即纤维性物质的比重不宜过高。 
大略 

在能量饲料中大麦含粗蛋白质比较多。 大略 

大麦含粗脂肪少于２％，不及玉米含量之半因而饲给动物后对屠体品质的影响与玉米相反；对于育肥猪来

说可以获得高质量的硬脂胴体。 
大略 
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它含粗蛋白质２２-３２％，粗纤维含量极低，含油量很高达１０-１７％。 大略 

由于种皮与糊粉层的细胞壁厚实，故粗纤维含量较高（８.5-１２％），因而麸皮的能量价值较低，一般在
牛约为每公斤干物质３．０９兆卡，在猪为２．６７兆卡。 

大略 

麸皮的粗蛋白质含量较高，可达１２．5-１７％，其质量也高于麦粒，含有赖氨酸０．６７％，但含蛋氨

酸很低，只有０．１１％。 
大略 

如果砻去外壳分出糙米部分则其粗纤维含量可以降低到１％而使消化能含量升到４．０３兆卡／公斤，属
于高能量饲料。 

大略 

但含粗蛋白质１３．８％，粗脂肪１４．４％则是其优点。 大略 

但是，这些粗脂肪含不饱和脂肪酸高，所以不易贮藏，容易因氧化而酸败。 大略 

脂肪各类饲草饲料中都含有不同数量的粗脂肪。 大略 

青草的干物质中含有４～６％的粗脂肪，其中真脂肪占１．５～４．０％，其余为类脂肪；干草含粗脂肪

较少，约１～３％；谷类籽实含粗脂肪２～５％；油饼类饲料粗脂肪含量 高。 
大略 

在海带所含的有机物质中，主要有褐藻酸、褐藻淀粉、甘露醇、粗蛋白等。 大略 

值得指出的是科学的形象化思维的结果，一般是线索勾画的形象轮廓和粗泛过程。 大略 

自从去年水灾以后，皖北二十一县因禾谷被水漂没，无以为食，灾民们剥取树皮，磨成粗粉，掺以水藻草

根，当作食物。 
粒 

漠钙土主要分布在新疆、甘肃和内蒙，这类土壤中矿物性养分的含量虽相当丰富，但因有机质含量较低，

和分解作用不太迅速的关系，这些矿物性养分多半为无效状 ；同时，在大部地区，这类土壤的质地比较
粗，黏粒和胶粒的成分很少，吸着肥料的能力差；加以这一带雨水缺少，飓风太多，作物很容易受害，土

壤侵蚀也很严重，所以目前大部分还在荒废着。 

粒 

老人找来一只碗，一把破匙子，打开荷叶包里的一点粗盐，叫我们先吃。 粒 

《太平御览》卷五十引辛氏《三秦记》云：“河西有沙角山，峰萼危峻，逾于石山，其沙粒粗，有如干糇（干

粮）。 
粒 

再仔细看看禾梗和稻叶，都跟一般的粳稻不同，谷粒也短一些、粗一些。 粒 

两个人打闹下一斗黑豆、四十斤麸皮、八十斤粗糠，就是一年三百六十天的口粮。 粒 

这样，桥两边的天然地基只受到每平方厘米约五公斤的压力，没有超出粗砂层地基许可的耐压范围。 粒 

将油熬热炒菜前先放点盐（粗盐较好），盐里的碘化物能解除黄曲霉毒素，过半至一分钟再放佐料和菜。 粒 

（３）撒一些粗盐块到一杯水里，过些时候，盐块看不见了，全杯水都变咸了。 粒 

有时在水中游泳，经常潜藏在水底的粗沙里，只露出身体的头端，从水中摄取食物（图７０）。 粒 

浮选的基本原理是将磨碎的粗矿经选矿剂处理，使矿物粒子的表面呈憎水性（增加 θ值），如图 6-１６所

示，θ增加后小粒子暴露在气相里的部分也随着增加。 
粒 

颗粒较粗的晶形沉淀，例如Ｍｇ□·６□一般能符合这一要求。 粒 

因为颗粒较粗的沉淀过滤时不会塞住滤纸的小孔，过滤容易；又因为粗晶形沉淀的总表面积较小，吸附杂
质的机会较少，沉淀较纯净，洗涤也比较容易。 

粒 

颗粒细小的晶形沉淀，如Ｃａ□、Ｂａ□等，在这方面就不及粗晶形沉淀，因此对这种沉淀，在进行沉淀反

应时必须选择适当的沉淀条件，使得到的沉淀结晶颗粒比较大些。 
粒 

如粗盐的提纯就是把粗盐溶于水，经过过滤，把不溶于水的固体杂质除去。 粒 

１．粗盐的溶解在天平上称取５克粗盐（精确至０．１克）放在桌上备用。 粒 

用药匙取一匙粗盐加入水中，先不搅拌水，观察发生的现象。 粒 

玻璃棒的搅拌对粗盐的溶解起什么作用？ 粒 

接着再加入粗盐，边加边用玻璃捧搅拌，一直加到粗盐不能溶解为止。 粒 

在天平上称量剩余的粗盐。 粒 

计算一下在１０毫升水中约溶解粗盐多少克？ 粒 

把制得的食盐跟原来的粗盐进行比较，然后把食盐倒在教师指定的容器里。 粒 

１．根据实验中得到的数据，估算在１００毫升水中约能溶解粗盐多少克？ 粒 

这样得到的食盐晶体含有较多的杂质，常叫粗盐。 粒 

粗盐经过再结晶，就得到精盐。 粒 

纯净的氯化钠在空气里不潮解，粗盐因含有氯化镁、氯化钙等杂质，易潮解。 粒 

强烈的升降差异运动，使周围山地抬升迅速并受强烈侵蚀，导致盆地内部堆积巨厚的粗粒沉积物；相反，

盆地内部只堆积较薄的细粒沉积物。 
粒 

有汊道河口的前缘，为由较粗的碎屑物质组成的三角洲前缘相沉积。 粒 

东南部地势平坦，地表主要为满布粗砂和砾石的戈壁，小部分为沙漠。 粒 

空隙大的岩石以及卵石、粗沙，透水性能 好；空隙不太大的岩石，透水性能次之；致密的岩石以及粘土，
透水性能 差。 

粒 

有砾石、砂等粗粒物质，有粉砂、粘土等较细物质，还有淤泥、化学沉积等细粒物质。 粒 
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当海水中含有大量较粗的、有颜色的悬浮物时，海水的颜色主要取决于悬浮物的颜色。 粒 

受长江口地质水文条件的影响，悬浮沉积物由口内向口外，由北向南其颗粒由粗变细。 粒 

被改造后的沉积层具有下粗上细河流层序的特点，下部夹泥砾和贝壳等。 粒 

在有多列水下堤的海岸上，沉积物发生有规律的变化：砂堤上粒粗，堤间砂槽内粒细（表 3-５）。 粒 

②礁前带：位于礁体生长带的前沿，面向开阔外海，地形较陡峻，一般十几度至三十度，有的超过三十度，
海水动能大，常为粗粒生物碎屑堆积区，物质来源于礁体生长带，有塌落岩堆，坍方层和滚动孤立礁块等，

大堆块直径自１米左右至几十米。 

粒 

在冲积平原上，常埋藏有颗粒较粗的冲积砂层构造成的，规模不等的古河道带。 粒 

引黄灌溉中，采用合理选择引水口，减少泥沙入渠，利用沉沙池，减少入渠含沙量和加大渠道比降，逐级

下泄输沙的方法，使粗沙淤背，细沙肥田，利用清水灌溉。 
粒 

如粗砂土比细砂土的空气孔隙多而大，所以粗砂土的通气性要比细砂土约大１０００倍。 粒 

洪积物分选性很差，高处含较多砾石和粗砂。 粒 

质地细的肥力高，粗的肥力低，形成的土壤含盐量较高。 粒 

如粗砂土比细砂土的空气孔隙多而大，所以粗砂土的通气性要比细砂土约大１０００倍。 粒 

上面再覆一层棕皮（如无棕皮就不覆），蚌壳和棕皮填好后再填１ｃｍ厚的粗砂，在蚌壳四周也填一点粗

砂，再覆以粗泥。 
粒 

在入冬前上盆，春秋两季均可上盆，上盆时带泥球为好，先将盆土填好，盆下部装粗粒土，然后加培养土。 粒 

用酸性的山泥，选排水性能好的浅花盆，土应分层放置，下面稍粗，上面细土，装好后将植株种下，颠实

压紧，使根与土壤密接。 
粒 

记得有一次，邻舍的一群小孩把我们那棵已经结了许多象粗钮子般大的苹果树折断了几根大枝条，因此掀
起一个晚上的口角，几乎有半年，我们和邻家不通往来。 

粒 

粗胖的周元山只好脱了棉衣使劲钻，双臂都擦出血来，技术员游德华取笑他说："魔鬼专挑胖的开荤哩。" 横柄にふ

るまう 

粗白文"和"细白文"也是在汉印中多见的两种风格，如"琅邪相印章"（图１０）笔画粗而不呆滞，显得浑厚
静穆；"圁水"（图１１）一印恰恰相反，笔画细而不纤弱，笔锋挺劲，锐利逼人，则显得痛快爽朗。" 

幅 

矮教官把粗扁的鼻头耸了耸，皮靴啪的一声互相碰击。 幅 

矮教官翕动着粗鼻子，发着不纯正的口语，大声的叫：'……等到×匪他们杀来了，放火烧掉你们的房子，一

见着女人就奸污，奸污后再用尖 剖腹挖肠子！ 
幅 

龙尾砚石的纹理分罗纹、金星、银星、金晕、银晕、豆斑等数十种，有一种叫"眉子石"的，纹理犹如美人
的眉毛，其色或青或绿，眉纹或长或短，或粗或细，或疏或密，各具姿采，秀美异常。 

幅 

这叔叔额头高高的，眉毛粗粗的，鼻子挺直，牙齿洁白。 幅 

松树皮十分坚硬，而且有粗阔的裂纹；紫芽姜表皮红而肿，但看起来仍然十分细嫩。 幅 

假如碰着这样的乐曲，只好用一条线代表一种乐器，然后用线谱记曲用的音符、〔拍子〕、〔标语记号〕、……
来记录节奏声响的时间变化，再用两根粗线将〔合奏〕的几种不同的器乐曲连起来，便成为一只完整的〔节

奏乐谱〕了。 

幅 

《罗塞尔的维纳斯》，特别强调骨盆的形象，两边的髋骨突出，对女阴三角、脐部等均作了明显的刻划，

胸部虽然扁平，但以粗深的刻线勾划出下垂的大乳房，左手也以浅细的线条表现为轻抚于腹部。 
幅 

同时，线也更能表达感情，凡属表现愉快感情的线条，无论其形状是方、圆、粗、细，其痕迹是燥、湿、

浓、淡，总是一往流利，不作顿挫，转折也不露圭角的；凡属表示不愉快感情的线条，就一往停顿，呈现

一种艰涩状 ，停顿过甚的就显示焦灼和忧郁感、有时纵笔如风趋电疾，如兔起鹘落，纵横挥斫，锋芒毕
露，就构成表示某种激情或热爱，或绝望、气忿的线条。 

幅 

刘万才看看木板，木板上有条火柴棍儿粗的裂缝，看不清宋文彬的脸。 幅 

她的脸是容长脸，南方叫鸭蛋脸，皮肤洁净眉又很黑，如同漆上似的，只是眉线有点粗了，若是男子则十
分英俊。 

幅 

猛地，他那又粗又黑的剑眉"唰"一下子倒挂了起来，那深沉严峻的目光目不转睛地盯着"铁柱丢失统计"那一

栏。" 
幅 

他留着一头短发，前额有一个反卷着的旋儿，正好把那丛又粗又黑的毛刷似的头发抿倒在头皮上，形成一

个旋转式的好看的发型，是天然理发师的杰作。 
幅 

一连三个多月，火爆爆的太阳，天上难找到箩筛大的云块，地上少见铜钱大的一片水星，塘坝干的底朝上，

大路裂开有手指粗的裂口，庄稼叶子枯黄枯黄的，拿手用劲一攥成了碎末，划根火柴就能烧着了。 
幅 

卫毅，脸方，眉粗；身材高大结实，肩膀挺宽，堂堂正正的，不愧是个山东大汉。 幅 

打开，眼镜框子还不坏，挺粗挺黑--王四就是不喜欢细铁丝似的那路镜框，看见戴稀软活软的镜框的人，他

连『车』也不问一声。 
幅 

那副脸孔，又是叫人瞧着不生好感的，一只鹰钩鼻子，两只深陷的眼睛，配上一张上嘴唇短下嘴唇长的嘴
巴，两条粗而浓密的眉毛，著实难看相；虽然他老用着笑脸向人，这种笑脸只是使人越加憎恶罢了。 

幅 

她有一付结实的丰满的身躯，晒过太阳的重色彩的皮肤，她底脸使人感到一种平凡的美好，假如有特征的

话，那该是眼睑上斜斜向额边上耸的黑而且粗的眉毛，青春底力量告诉她还不到三十岁，在广大守旧的乡
村中，姑娘们是早婚的。 

幅 
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他才六岁，长得真是象个布袋虎子，眼大眉粗，虎头虎脑，穿着印了"红小兵"三个字的小背心，腰里扎一

根小皮带，左边挎着小顺儿给他刻的小手枪，右边掖着木头做的小手榴弹，他一面走，一面唱着："我是一

个兵，来自老百姓……" 

幅 

刘之茵慢慢地走到桌前，顺眼看见书上的字里行间，划上了好几道又粗又长的红线，红线下面还有不少圈
圈点点。 

幅 

每条大塍的两头，把地或者刻成瓣长头尖的莲花，或者刻成瓣粗头圆的梅花，每个花瓣的中心是一个水平

坑，间植着苹果和梨树。 
幅 

潭中有很大的鱼，一种有着粗的鳞，红的鳍，绿的眼，金黄的腹和青黑的背，是极活泼的鱼，我们叫做「将

军，」在水中是无敌的，一出水立刻便死了，这颇合于英雄的本色。 
幅 

他是个地道的山里人，黑红脸膛，粗粗眉毛，宽宽额头，有着大山一样的情 。 幅 

他画面上的形象组合，高、低、横、斜、曲、直、细、粗、淡、浓，不是靠造作，而是靠智力与眼力的巧
妙结合。 

幅 

他四十四岁，身躯魁梧，略略有点儿胖；头发梳理得很整齐；两条眉毛又粗又黑，一双灵活生动的眼睛，

闪烁着智慧的光芒，给人以一种严肃、沉着、精力充沛的印象。 
幅 

那白嫩的脸上，眉毛暗红，嘴唇鲜红，从眉心到鼻子尖，有一条红线，男的较粗，女的较细。 幅 

刻出来的线条一端粗一端细，好像楔子，所以这种文字叫做楔形文字。 幅 

公元前３０００多年，两河流域的居民也有了自己的文字，这种文字刻在泥版上，线条一端粗一端细，好

像楔子，因此称为楔形文字。 
幅 

这种长衫多有粗直的条纹。 幅 

如图８－９所示，圆柱的外形部分是看得见的，画粗实线；圆柱的空心部分是看不见的，画虚线。 幅 

在画视图时规定，看得见部分的轮廓线画粗实线，看不见部分的轮廓线画虚线。 幅 

为了正确表达零件的内外形状，使图面清楚易读，绘图中使用的图线，即线型，应符合统一标准：轮廓线

用粗实线，看不见部分的轮廓线用虚线，尺寸线、尺寸界线用细实线，对称轴线用点划线，等等（见本章
附录）。 

幅 

α射线有 强的电离作用（照相作用也 强），但穿透本领很小，所以它在云室（一种探测仪器）中常常留

下既粗又短的径迹。 
幅 

粒子质量比较大，在气体中行进时不易改变方向，它的电离本领大，在每厘米的路程中能使气体分子产生

１００００对离子，所以它的径迹直而粗。 
幅 

图中粗线为海温 大轴线，值得注意的是海温 大轴线并非跟赤道相平行，而是在近赤道两侧各有一条与
赤道相倾斜的海温 大轴线。 

幅 

寿字头"型猪分布于金华、义乌等地，个体较大，生成较快，头短，额有粗深皱纹，背稍宽，四肢较粗壮。

" 
幅・ｐ 

所谓嫩，并不是说落笔纤巧细软好像游丝牵引的意思，所谓老，也并不是说要用秃笔枯笔或用笔粗而出筋

露骨剑拔弩张的意思，恰正相反，往往有的用笔粗硬好像很老其实是嫩的，还有用笔纤细好像很嫩其实是
老的。 

幅・幅 

此疲劳大体与劳动时间之长短成正比例，故工作时间苟超过某种程度，则不仅使能率次第低下，且易招致

工作之粗忽，机械之障碍，原料用品之滥费，乃业务上之灾害等。 
綿密では

ない 

那时，我根本不注意这些，不是负义，而是忽略；不是无情，而是粗心；我觉得忧愁反而使她变得文静娴
雅。 

綿密では

ない 

"可惜男孩心比磨盘粗，你要是个心比头发还细的小阿妹，姐该有多少体己的话儿对你说哟！" 綿密では

ない 

例如李时珍的本草，原刻附有插图，虽然有些粗拙，但我相信是力图忠实于草木金石的实物的。 粗い 

那哭得泪人似的女人却揭了自己丈夫的底："就从他家落实了政策，又和在澳大利亚开饭馆的二大爷和四叔

联系上了以后，气也粗了、脾气也见长，净找碴儿打！ 
息 

只见一对牛脾气果然在那儿争得面红脖子粗的。 ｐ 

褥棉用涤纶絮棉，纤维的纤度较粗，有良好的抗压性。 ｐ 

加工制作时，先用梳理机把超细短纤维梳成彼此交错的纤维网片，然后再在网片上铺上若干条低熔点粗纤

度粘合丝，经热压使其与网片粘连在一起，接着将纤维网片沿每根粗纤度丝的两边等距离地切成条带，

后将条带截成一定长度，便可得到仿羽绒产品。 

ｐ 

如国外一家造船公司，在一艘１９７９年投入使用的破冰船上，开辟一处直升飞机"拉降"系统，它是针对
在波涛汹涌的开阔水面上一艘吃水很浅，又粗又短的破冰船可能左右摇摆达４０度这一情况设计的。 

幅 

当然各局工作之性质不同，效率亦随之而异，通常认为教育局之工作效率为 高，其他雇用多数粗工（ｕ

ｎｓｋｉｌｌｅｄｌａｂｏｕｒ）之局，其效率为 低。 
仕事に堪

能ではな

い 

以普通粗工言，则以请求先后为准。 仕事に堪

能ではな

い 

刘厚总是个黑粗大汉，力气过人，枪法又准，深得项英的赏识。 横柄にふ

るまう 

陈立松被毕图拉说得没理了，气也不那么粗了。 息 

敲得愈响，气儿愈粗，事愈好办。” 息 
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……吕秘书可好，胆子可粗，见识可广……要是没有小元，我要去参加……" 大胆 

可是他分散伙食，而且以洗衣粗工兼任厨工，却是严重的失误。 仕事に堪

能ではな

い 

诸葛菜长得稍微高些，显得有点粗拙，可是充满了青春的娇艳。  

福建省三明市真菌研究所化验得知：鸡纵菌内含有较高的蛋白质、粗纤维、可溶性糖、水解糖、氧化钙、

磷、铁、锰等微量无素和维生素Ｃ等物质，为名贵的出口食用菌。 
不純 

听说，他们的老四是喷气式飞机，他排出的热气 大，热尾巴 粗，准逃不出我的手心！" ｐ 

舞者头戴乌纱幞头，身穿圆领服，下穿细腿裤，正吸起左腿，甩动长袖，翩然起舞。 ｐ 

晚上，学员们利用每人五钱灯油，捻细灯芯，刻苦学习。 ｐ 

在雨天，她们躲在家里，把山里掘来的一种柴根，和水捣成桨，沉淀出略带红色的粉，那是比藕粉还细净
的，或是把从棕榈树上剥下来的棕榈，一丝丝地抽出来，打成粗粗细细的绳线。 

ｐ 

么细的桑秧也种得那么大，可就不同。 ｐ 

当沉重的双足石膏打开之后，她腰上扎起了钢背心，开始坐在床上锻炼她那已经萎缩成直径只有三公分的

两根小细腿，她从拉着绳子练习挪步，拄双拐，拄单拐，直到放弃拐杖走"鸭形"步， 后才逐步发展到能

和正常人一样走路……" 

ｐ 

到了外国，各式各样的假发就更普遍了，你花一点钱就可以长上你所需要的头发，要粗有粗，要细有细。 ｐ 

他到山坡上砍竹，粗大的楠竹，锯一节当琴筒；细硬的金竹，截一段作琴杆。 ｐ 

去年，岳滩村的小麦亩产已经达到五百十三斤，可是他并没有放松，秋后提出一个新问题，他说："小麦分

蘖过多并不是好事，白白消耗一些养分，还造成株杆过密，不透阳光和空气，使麦子长的杆细叶黄，容易

倒伏，必须要控制小麦的无效分蘖，保证小麦的有效分蘖！" 

ｐ 

可不是，小松鼠蹲在一棵很细的草梢上；朝我们直眨巴小眼睛，还"吱吱"叫呢。 ｐ 

如果你丢下２０英镑，他们就会给你买来一把精美的细齿梳子。 ｐ 

瞧那果树长得好奇：树干细如竹竿，果实却个大如斗。 ｐ 

不知为何，那样的细枝却托得起那么大的苹果呀、梨子呀，嘿，还有各种水蜜桃、蟠桃等等。 ｐ 

所以，这些作物长得茎细果大，仍然不会象在地球上那样下垂倒挂下来。 ｐ 

在毛玻璃下面，隐隐约约可以看到一些细栅的管子。 ｐ 

墓地四周没有什么高大的建筑物和树木，除了疏落有致的仙人掌丛和丁香圃外，十九世纪的铁栏和铁链早
己锈蚀殆尽，只剩下一根细得可怜的锈杆子。 

ｐ 

有一次，山鹬摔伤了腿骨，就自己寻了些软泥巴、细草根什么的，把腿伤固定起来，再用细草一圈圈地包

扎好、没过多久，断腿就长好了。" 
ｐ 

在老人的指点下，小任才看清在沙发的两端扶手上，各系着一根只有头发丝几十分之一的钢铁细须。" ｐ 

这细须怎有这么高的强度，吊你一个大胖子再加上沙发都不会断？" ｐ 

玻璃小钢人吓了一跳，他知道自己已经变成"玻璃人"了，哪里吃得住这一 ，慌忙用手护住细脖颈。 ｐ 

细尖的鞋跟，给平坦的毯面留下了许多零乱的小坑。 ｐ 

这个匣子有点奇怪，密封得严严实实，朝上一面有一根一寸多长的细管子，笔直的竖着。 ｐ 

许多粗的细的管道，从这儿通到那儿。 ｐ 

那里面放着一束细洁光亮，色泽鲜明，柔软而富有弹性的丝。 ｐ 

我抽出一根细丝来，两手拉了拉，试了试它的拉力；又用两指捻了捻，看了看它的纤维结构； 后打着打
火机，点着一小股丝头，把它凑在鼻子跟前闻了闻。 

ｐ 

医生把这块"补丁"嵌进头骨的窟窿里，再用极细的钽丝把"补丁"跟头骨缝在一起。 ｐ 

"你看，这乌贼触须般的粗胡子，上面不是长着许多细绒毛吗？" ｐ 

他们仪 万端，有的呈片状，有的象细针…… ｐ 

她用细树枝、小草叶、苔藓和零星羽毛等交织起来，做成了一个圆屋顶的小房子，还在一边开上了一个小

门，看上去又结实又精巧。 
ｐ 

他不但用细树枝在树根旁造起了一座开有两个小门的小屋，而且还衔来青色的苔藓，玲珑纤巧、奇形怪状
的贝壳和色彩艳丽的花朵，在他的小屋的门前，构筑起了一座多么奇丽的小花园…… 

ｐ 

它听见小猫在自己身边连连叫好，说蝙蝠用喉内产生的超声波，通过口或鼻孔发射出去，遇到障碍物，声

波反射回来，又用具有较大耳廓的耳朵接复，根据这种信号，每次都准确地越过零点三六毫米直径的细铁
丝编成的障碍物，夜莺、猫头鹰用叫喊的回声来"看"自己飞行的高度、地形的高低和障碍物的远近。 

ｐ 

１９７４年春天，上海南市区青少年业余体校跳高教练胡鸿飞从中华路四小体育教师那里得到一个消息：

这个学校二年级有个１０岁的孩子身高已长到１．４７米，两腿奇长，脚弓深，脚踝细，弹跳好。 
ｐ 

随着工艺的进步，集成的元器件数目越来越多，连线越来越细和密，电路越来越复杂，从而每个元器件、
单元电路所占的区域越来越微小。 

ｐ 
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但当时的射流装置比较粗糙，精确度不够高，而且使用气体作为工质，工程技术人员在钢块上刻出射流元

件，用盖板盖好，再用细管予以连接，这样做很容易漏气，使得工作变得很不可靠。 
ｐ 

据说，在湍急河道架桥，得先把-根较细的绳带到对岸，细绳过河后，依靠它逐步换成粗绳，再用套筒、绳
圈、溜索，把铁链拉到对岸，这样就可以建造铁索桥了。 

ｐ 

从形体上说，枯草虽细，但说它细得像铜丝那样，还是比较特别的，然而这样比喻是有它的妙处的。 ｐ 

对《故乡》中那位爱占小便宜而又贫嘴的豆腐西施的体 ，鲁迅曾作了一个十分精彩的比喻："像一个画图

仪器里细脚伶仃的圆规"。 
ｐ 

鞋式有绣花统鞋，包边布鞋，毛边布鞋，精编麻凉鞋，细耳草鞋等几种。 ｐ 

结实体质在结构形 上的反映是坚强有力的骨胳，但不粗糙；四肢和头部骨胳发育适度，公羊的角发育良

好，但不粗糙；头与躯干以及其他各部分比例相称；皮肤紧密，厚度中等，皮下组织发育适度，以手摸之

无粗糙的感觉；羊毛为本品种的中等细度，腹毛着生良好。 

ｐ 

皮肤薄而疏松，羊毛细而短，密度不大，腿部和腹部羊毛着生不良。 ｐ 

但由于这种绵羊的羊毛很细，骨细皮薄，因此，曾经在毛用或肉用性能上受到偏爱，选留繁殖，终于形成

偏选种，以至灭绝。 
ｐ 

在乳头层纤维束较细，排列较疏松，走行方向不一，不互相交织。 ｐ 

５．优缺点及选育意见金华猪的优点是产仔多，母性好，仔猪育成率高，性情温顺，早熟易肥，屠宰率高，

皮薄骨细，肉质细嫩，膘不过厚，但板油较多，其品质良好。 
ｐ・滑らか

这种细丝是由细胞质形成的，叫做胞间连丝。 ｐ・名称 

每条大血管都分出许多小血管，小血管又分出更细的分枝，叫做毛细血管。 ｐ・名称 

每条大气管可以分枝成支气管，支气管越分越细， 后形成微气管，微气管分布在各细胞间。 ｐ・名称 

细的毛细血管，整个管壁由一个上皮细胞围成；较粗的毛细血管，整个管壁则由２-３个上皮细胞围成。 ｐ・名称 

浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象，叫做毛细现象。 ｐ・名称 

能够产生毛细现象的管叫做毛细管。 p・名称 

个儿又细又长，全身青斑绿纹，如不细心分辨，真看不清是竹还是蛇！ ｐ・綿密で

ある 

“我们那能和人家比，麻雀要留三日寒雪粮、鰟�鱼也有三寸细肚肠，赚了钱也要细水长流啊！” ｐ・量 

她觉得自己嗓音很细，完全比不上她的同学们。 音声 

小姑娘细声回答。 音声 

陈思宏仍旧细声细语地重复着自已的意见，口气非常坚决。 音声 

果然，第二天清晨，一只小燕子轻轻地飞来，细声细语地说： 音声 

她把手中的一束鲜花送给我，然后细声细语地说："欢迎你，小灵通！" 音声 

就在这时，空中传来细声细语，一只瘦小的鸟儿的发言，平息了这场恶斗："照我看，'动物之 '不能作为评

选'十佳'的标准。 
音声 

忽然听到"嘟--"的一声响，接着好象有人说了句什么话，那声音又尖又细。 音声 

那声音又尖又细，好象蚊子叫。 音声 

一丝发抖的声音，在空气中愈颤愈细，细到没有，周围便都是死一般静。 音声 

在这个区域中，两个人可以互相接触，能体会到对方说话时的轻声细气，嗅到身上的气味。 音声 

嚓──"火链在火石上碰出绿莹莹的火星，火星引着纸媒卷儿，爷爷尖着嘴，弹动了一下舌头，一股又细又

急促的气，把纸媒卷儿上的暗火吹出火苗来，他从容地点着烟锅里的烟丝，长长地抽了一口，眼睛睥睨着
陷阱里的老虎，老虎仰望着我们，那双仍然亮得象一对小灯笼似的琥珀色的眼睛一动也不动的瞪着。 

音声 

好半天，我才平定惊魂，用颤拌的声音细声问道："李娘，您，您在做啥？" 音声 

“快去吧，吐木勒，”他尖声细气地说，“都要当兵啦，都要兵团啦，你还穿这蒙古袍子干什么？” 音声 

这声音又细又尖，象个姑娘似的，一听，就知道是共青团员、大队革委会委员陆文斌。 音声 

陆文斌的年龄和周虎相仿，长得相反，身材很单薄，淡眉细眼，薄嘴唇，一张白净净的消瘦的脸膛，显得

十分精明的样子。 
音声 

从那双被几条细纹围着的眼睛里射出的光，盯在我的脸上，现出一种深沉地思念神情。 音声 

五、六月间将嫩嫩的的菜尖掐下，洗净，放在开水里焯一下，用凉水一湃，捞出攥成团，用 切细，用酱、

蒜末、香油一拌，湛青碧绿，吃起来清香爽口。 
音声 

明珠垂下了眼皮，细声道： 音声 

解年魁深情地望着它，细声道： 音声 

闻长山接着细声道。 音声 

廖吉福为难了，细眼睛挤了又挤，“哎呀，好容易才逃的出来，这又回去让他奶奶再锁？” 音声 

岩坎却细声警告他说：“瞄的不对。” 音声 

一会，娜曼那苍白的、干燥的嘴唇，微微地颤动着，细声地呓语着。 音声 
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那女子的声音很尖很细，我坐在后边一个字也听不清楚，只恍惚听到什"男女平权"的字眼，那女子一会工

夫就坐下了。 
音声 

看上去瘦弱的侯波，慢声细气地说着。 音声 

"记得到，记得到，大娘你放心，我见了就说：会呢，完了；大牛呢，好了；细粉来三斤，冰糖来三斤。" 音声 

我装着没听到，仍旧慢声细气地讲着。 音声 

穿着曲径，听得从树座上有低细的声音送出来，是圆熟清而细，我心里不禁微微悸震。 音声 

说到这里，面色现出恨的神气；忽然听得「请诸君听一听这句话，」他知道学生已上来了，便很细声，又

很急的说："老四，关门关门！" 
音声 

龙跃前看到大家这样，就把脚伸出来给大家挑，脸上没有一点痛苦的表情，有人细声地问： 音声 

这时，大姐才细声向我说：'那边的犁晒田淹了水，不就失去了犁晒的作用么？' 音声 

小蓬尾巴听见一个很细的声音在叫他，他抬起头来四处找，可是什么也没看见。 音声 

小不高兴忽然听到后面有个很细很细的声音，不觉吓了一跳。 音声 

笑的声音有大有小；有远有近；有高有低；有粗有细；有速有慢；有真有假；有聪明的，有笨拙的；有柔

和的，有粗暴的；有爽朗的，有娇嫩的；有现实的，有浪漫的；有冷笑，有热情的笑，如此等等，不一而

足，这是笑的辩证法。 

音声 

（看看没有赵家的人，于是放肆地向申大炫耀）今儿四奶奶给了咱两个大白馍馍，炒了两个鸡子儿，（走
近申大，神秘而且细声地）还是四奶奶亲手给端的！ 

音声 

奶奶低声细气地说："妹妹，你睡吧，睡吧，占鳌和我都在这儿守着你。" 音声 

如书法艺术，不仅有篆书、隶书、正楷、行书、草书等不同艺象，各类中又可分为若干细类，各细类中又

因个人气质与风格的不同而有不同的书法艺象。 
下位 

这一问题，既相互联系，又相互独立的不厌其细地反复诘问，用皴染笔法刻画了这一家人各自的心理和性
格，增添了无限机趣，观众不觉其繁，反而从中得到艺术享受的满足。 

詳しい 

秋收、冬种都经过详尽讨论了，各队都做了妥当的安排；为了实现全大队今年增产一百万斤粮食的计划，

各队也都进一步落实了精打细收的措施，连十来岁的小牧童，也纷纷表示决不让牛吃一口路边的稻杆；选
留"珍珠矮"良种的提议，很快就得到全体干部、社员的拥护。 

詳しい 

至于隋唐以后在大幅的经变画中出现规模宏大的汉地楼台殿阁，则是佛教艺术发展的必然趋势，不必细表。 詳しい 

由于这方面的内容在有关的章节中要谈及，这里不一一细讲。 詳しい 

细一瞧，原来他就是整天挎着篮子在十字街上叫卖花生糖的宋老爹。 詳しい 

接着，酋长拿起槟榔放在嘴里细嚼，把嚼出的槟榔汁喷洒在水稻种子上。 詳しい 

细析绎之，则年来 为农村之害者，为苛捐杂税，内战兵燹，表面建设，忽视灾防与地方不靖诸端。 詳しい 

十时，我同平伯去讲演，至十二时毕，所说的无非是落伍的旧话，不必细表。 詳しい 

昨晚，据说豫剧演《西厢记》，是文戏，细拉慢唱；越调演《收姜维》，文武带打，好热闹。 詳しい 

又把我向她们作了介绍，并且对秀梅说："回去好好准备一下，把你们的经验给老张细法说说。" 詳しい 

婚细自由包括结婚自由和离婚自由两个方面，缺少任何一面都不能实现真正的婚姻自由。 詳しい 

他注重饮食卫生，主张多餐少吃，细嚼、轻咽，饭后行数百步，采用药物和食疗两种方法治病，这在医药

卫生上是很有创见的。 
詳しい 

前清茶具，有所谓"折盅盖碗"者，盖碗为一盖一底，盖小于底，在其中泡茶，量小适于细饮。 詳しい 

它的主题与题材的汲取，不是由于作者的主观与社会的客观起了种化合作用，而是以主观混合一些卑细的

客观的事实，或仅仅由于无法把握的客观，剌激着主观的一种反拨，自然地发抒出来的。 
重要でな

い 

那事件之发生以及我们见觉它的过程正是物质宇宙的整个发展过程之一原素（无论如何细微不足道），而
那事件发生的时间以及我们想象中的时间也正与整个物质宇宙的发展过程中内赋作为其存在形式之一的时

间之某一瞬刻相应。 

重要でな

い 

每顿细米白面，想尝尝煮萝卜秧子的味道！ 製造が精

密である 

三、二年炼出大批的钢铁，造出大批的机器来，到那时，农村到处机器响，电灯亮堂堂，国家富强了，吃
的都是细米白面，鸡、鸭、鱼、肉。 

製造が精

密である 

"倒究是细米白面好吃，如今谁还情愿种那么多的粗粮。" 製造が精

密である 

“馄饨侯”名叫侯庭杰，他取众家做馄饨之精华，把馄饨做得皮薄、馅细、汤鲜、味美。 製造が精

密である 

后来王莽用黄金镶补，但任你巧夺天工，精镂细琢，一块完整的宝壁终究还是留下了缺痕。 製造が綿

密である 

在他看来，过于谨细，反伤刻画。" 綿密であ

る 

中国北部有三种主要的新石器时代的文化，便是：长城以北有细石器文化，长城以南则西部有仰韶文化，
东部有龙山文化。 

製造が綿

密である 

梁先生是中国学者中第一个注意到细石器文化的人。 製造が綿

密である 
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在热河境内所走的路程达一千里以上，调查了五处的细石器文化遗址。 製造が綿

密である 

先生在昂昂溪发掘所得的材料，几乎是几百处细石器文化遗址中唯一的墓葬材料。 製造が綿

密である 

一般的细石器遗址都是地面的遗存，仅出些石器和碎陶片，共存的关系不明确。 製造が綿

密である 

昂昂溪墓葬是伸展葬，随葬品有完整的陶器、碎石髓、磨制石斧、用细石器为刃的骨 和骨制鱼镖等。 製造が綿

密である 

本来，价值之过程，乃如我们由铁砂以炼钢，由粗至细，至精，以至铸成美丽的用品。 製造が綿

密である 

本来，价值之过程，乃如我们由铁砂以炼钢，由粗至细，至精，以至铸成美丽的用品。 製造が綿

密である 

令人惊异的是，在低层次的需要元里，唯有进食，因孔子颁布"食不厌精、脍不厌细"的庄重声明而被举擢

到了至尊地位，性与暴力的能量冲动，转换或移置于进膳--消化运动之中而风息浪止，美丽的封建人伦结构

赖此得以徐徐延续。 

製造が綿

密である 

用慢琢细磨的办法采访，要着力于“磨”。 製造が綿

密である 

北京市油漆厂发动群众揭发问题，检查了资本主义经营思想以后，先后五次赴天津永明油漆厂等单位学习，

结合永明油漆厂的经验对调和漆的沉淀问题进行了系统的分析，找出了原因，经迁厂后，使用新设备（旧

三滚机不平，磨不细），增大调和漆的细度，调整了配方，于１９５４年８月份基本上获得解决。 

製造が綿

密である 

其中的细麻布片，经纺织部门检定：经纱每十厘米为二百八十根，纬纱每十厘米为二百四十根，经纬密度
比现在的细棉布还紧密。 

製造が綿

密である 

但是舞蹈艺术总究不同于写文章或绣花可以慢雕细刻，反应慢必然影响学习效果，因此老师要有足够的耐

心，针对他们认识活动的特点制订一套训练计划，逐步增强他们的反应能力和应变能力，少年儿童的可塑

性大，只要持之以恒，慢智思维型的学生也可以向快智方向转化的。 

製造が綿

密である 

这天晚上，林美玲穿一件西红色大领口涤棉细纺的连衣裙。 製造が綿

密である 

同伴们踩水诸池巡视，每个彩池都象一件精雕细琢的工艺品，无一处偷工减料，令人爱而不舍：池坎弯弯

曲曲，宛若地图上的海岸线，由雪水沉积物堆集而成，光华柔韧，明亮生辉。 
製造が綿

密である 

那里出产的 钢质优良，又因精工细雕的柄而身价倍增，在银、铜、牛角和羊骨的质地上，镶嵌五彩的玉
山石和玻璃，稍看一眼，那"凶器"的坏名声会在你的脑海和感情上完全淡化。 

製造が綿

密である 

隔不多久，厂部叫我帮助细纺车间的一位先进生产者整理她的革新材料和事迹。 製造が綿

密である 

这在小孩们算是一个幸福的机会，他们常集在帐子内唱灯影，或者当成堡垒，做着战争的游戏，但对成人
也有好处，黄家一床细麻布帐子已经洗过十年了，可是每回晾晒时，几位老年人总还要称赞一回中江货色

的结实。 

製造が綿

密である 

此外还有一六二九年初印的定本《圣经》，书扉雕刻繁细，手艺精工之极。 製造が綿

密である 

此刻的亲属，谁能拗得过，只好叫佣人扶出堂屋，半躺在一张细篾的竹椅上，由文熙和女眷们围着李筱楼
说些开心话。 

製造が綿

密である 

明皇赏赐崔隐甫一百疋缣（双丝的细绢）。 製造が綿

密である 

她解开胸前的钮扣，脱下了蓝色灯芯绒外衣，露出了穿在丰满身子上的紧绷绷的细白布背心。 製造が綿

密である 

大 阔斧与细针密缕 製造が綿

密である 

出征，当然首先要有大 阔斧的识略，不畏强敌，气势磅礴；尔后，才能在赛场上发挥细针密缕般的功夫，

保持甚至超越平常的好成绩。 
製造が綿

密である 

不过，奇怪的是，小周和小张并没有把这些小卷心菜倒给小花猪，却象捧细瓷碗似的，小心翼翼、轻手轻

脚地把它们捧进一只只小缸缸里。 
製造が綿

密である 

（顶撞）俺做细木工的。 製造が綿

密である 

其中，北京塑料三厂试制成功的聚氯乙烯透气人造革具有透气性、透湿性，用它做夹克、帽子、手套等，

穿着舒适；光华染织厂试制的色织涤确良印经织物风格新颖，花型活泼，物美价廉；京棉二厂和北京印染
厂试制的涤棉印花细纺，风格高档，色泽鲜艳，轻薄，手感好；清河毛纺厂试制的珠光花呢，加金银丝闪

光，极为畅销。 

製造が綿

密である 

每个蒙古包的主妇在客人进门后不久，便用细瓷碗端来奶茶；然后又摆上蒸炸的面点和奶子酒。 製造が綿

密である 

精米细面的，还这不吃那不尝。 製造が綿

密である 

做半天还不是几个细米子玉麦包包！ 製造が綿

密である 

２．活字本系用淡黄色细绵纸印刷，与多数元刊本所用纸张相同。 製造が綿

密である 

人工中耕除草是以人工手锄为主，这种方法活茬细、效果好，但劳动强度大，效率低。 製造が綿
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密である 

采收时，在大蓄水池应注意风向，在下风头采收，如刮西北或东北风时，要在水池的东南隅和西南隅，用
带柄的小抄网（口径２５厘米，过滤部分长８０厘米，由细白布制成，或者可用孔径为１８０微米的筛绢

作成网）捞取，将堆积岸边或漂浮水边的卤虫卵收集入袋。 

製造が綿

密である 

自古以来，此地民风笃厚，童叟无欺，故名实墟，又因其只有一条细而且直的大街，乡人谑称之直肠街。 狭い 

然而也有一家，遥瞰着那迂细的驿道，隐伏着在那酣鼾的区域里，仍然醒着的道左的树丛里。 狭い 

山径旁，斜坡上，山苍子，野樱桃，山李，你不让他，他不让你，都开着稠密的细花。 小さい 

那四盏红木雕细花镶着玻璃片子系着橙黄坠子的宫灯，从天花板的四角垂下来，与地面大青砖上的万字图

案的地毯，和两边贴壁的八仙椅对衬着，十足的表现这屋子的东方情趣。 
小さい 

所以他们 喜欢市末去买那些莲菜，有伤口的，带细巴的，二角钱便可买得一堆，洗洗，削削，够上老少

吃一天三顿，经济而实惠。 
小さい 

然而命运给我安排下的，并不是一个快爽的决，却是零细的碎割，恣情的揶揄。 小さい 

它跑了，细步地。 小さい 

她又梳起了辫子，前额上留着一点恰到好处的留海，身穿细花的洋布短衫裤，胸脯丰满，杨柳细腰，微笑
的脸颊两边还有两个小小的酒涡。 

小さい・ｐ 

这次展出的北京雕漆虽然不多，但一个剔红细花大花瓶和一个刻着极工细的山水屋宇、松树、人物图案的

剔红捧盒还可以看到宋内府的传统，说明了今天还保存着高超的技术。 
小さい・製

造が綿密

である 

不过，这种人造金刚石，象细砂粒那么小！ 粒 

火焰低下了头，但并没有屈服，原来油槽中满盛着新式战斗机使用的高能悬浮燃料，它含有大量超细的镁
铝微粒，热值比普通油料高许多倍，一经点燃，白炽的烈焰很难扑灭。 

粒 

机仓里的叔叔们就忙着从机仓口撒出一溜粉粒一样的细末。 粒 

一看，他的鳞片又大又圆，小白鲢的鳞片又细又小。 粒 

具有民族风味的节日食品更是家家必做，如"毫咯素"，将糯米舂细或磨细，加上红糖和咯素（一种香花）
拌合，然后用芭蕉叶分包成若干小包入甑蒸熟。" 

粒 

随着燃烧低值煤的要求也改进了磨煤系统的一些设备，提高了煤粉细度，对提高锅炉效率起到很大作用；

经过改进，每台煤粉炉全年可节约煤八十吨，省电五十六万度。 
粒 

原来那粉末不是别的，竟是兰娣在娘家事先张罗好了的玻璃粉，这是将碎玻璃用铁碾碾细，再用罗筛筛净，

它细如面粉，可每一粒粉末都有利口，都赛如一把刃 ，揉进眼睑，眼必瞎无救。 
粒 

不过，等到齐英到这个县那年，这种饼子在食品店的柜台上已经绝迹，饭馆里供应的则是掺了百分之四十
细玉米面的慢头。 

粒 

渐渐地，别的男人也跟着唱起来，接着有个人哭起来，嗷嗷地，象牛吼，梅竹从未听过男人这样哭，只觉

得森人，脊梁上渗出一层细汗。 
粒 

这细吹细打的雪花，使街上的行人、车辆都分外小心，就连值勤的交通警也似乎比平日增加了。 粒 

天色转得更蓝了，是一种靛青的蔚蓝，那分明是无数极细的水蒸气的经过了太阳的折光显出透明的蓝色。 粒 

如果你有幸到深山密林中去访问我们的林业工人，他们一定会把你当做 尊贵的客人盛情款待：他们在山
石上支锅，到疏林中拣干柴，到小河里捞细鳞（一种美味的鱼），到山上套狍子，到路边采山菜，到树上

摘"猴头"（一种珍贵的蘑菇），不-会儿，丰盛的便餐备好了，他们又捧出自己酿造的杜柿（一种甜美的野

果）酒。 

粒 

看看石德应一家包产的四亩在北星河边刚刚犁耙准备播种冬麦的河滩田，泥土耪得又 又细，象过了筛似
的，远远望去，象一幅闪光的黑缎。 

粒 

贵阳市上的细泥那浓度比小贩子卖的糖粥还要浓。 粒 

这种鱼遍身细鳞，淡红的色彩。 粒 

"你见了顺顺就说：会呢，完了；孩子大牛呢，脚膝骨好了；细粉捎三斤，冰糖捎三斤。" 粒 

那墙上的窗子总是紧闭着，但当街道上飞起来的尘土太多时，也就不能完全觉不到，它会由窗缝烟一般地

飘进去，让我的窗台上有了一层细末，甚至落在我的床上。 
粒 

--尘埃，那种使人难受的程度，更在意料之外了，精纺粗纺间的空间，肉眼也可看到出一般的飞扬着无数的

"棉絮，"扫地的女工经常的将扫帚的一端按在地上像揩地板一样的推着，一个人在一条"巷堂"（两部纺机的

中间）中间反复的走着，细雪一般的棉絮依旧眼睛可以看出般的积在地上！ 

粒 

穴的壁上涂有细泥，使坚固而且滑润，便于出入。 粒 

又如新闻纸，是用木材做原料的，所以称为木材纸，制造的方法略有些不同，是先将木材磨成细粉，然后

混和着水，做成纸浆，再加他种原料，增加纸浆的粘性，再流入纸车，做成纸张。 
粒 

从前有一所小学里，教师指导学生，分组自做火柴，药粉须先研细，然后再做成糊状。 粒 

在喷发的时候，岛的大部分被炸掉了， 细的火山灰尘上升到八万公尺--比珠穆朗玛峰还高八倍的高空，周
游了全世界，而且还停留在高空一年多。 

粒 

即使能勉强看见，也不过是一粒极细的黑点罢了。 粒 
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要把它变成大块的透明晶体，首先要将粉末熔化，然后使它结晶，具体办法是：将极细的纯氧化铝粉末和

按一定比例混合的氢气和氧气一起吹到一个特制的炉中，并且把它点燃，在二千摄氏度以上的高温下，粉

末迅速地变成熔块。 

粒 

金鱼经常的食物是鱼虫，有时也可以用羊肝或风干的牛肉细末来代替。 粒 

把粘土、石灰石、石膏搭配磨细后烧，水泥造出了。 粒 

白砂子含有大量的硅，把它跟石灰石、纯碱搭配磨细后在窑里烧，一块块玻璃造出来了。 粒 

在外科上，在纱布和药棉上预先"涂"上一薄层银或洒上极细的胶 银粉，然后再将这些"银纱布"和"银药棉"
敷在伤口上，对于某些皮肤创伤和难治的溃疡，有时会收到意外的效果。 

粒 

金星的大气中还有一层硫酸细滴形成的雾。 粒 

玲玲把一粒黄豆大的明矾研成细末，加上糖，放在小长毛兔的嘴里，又对小胖说："再给它吃些橘子皮，就

可以了。" 
粒 

当他的脚一踩进去，几乎惊叫起来：地板变得象沙漠似的软绵绵，一脚下去就踏出一个深深的凹坑，扬起

一股细尘！ 
粒 

久而久之，大石头裂成了小石块，经过千年百载演化，石块变成了稀稀松松的细粒，接着就变成了土壤。 粒 

白菜、姜、葱同捣细，炒热可敷胃痛。 粒 

据一些古今医药书上介绍，桂圆不仅营养丰富，而且，其核有止血、定痛、理气的功效，能治创伤、疝气

等疾：壳可治心虚、头晕、散邪祛风，研细敷烫伤处，既止疼又无瘢痕；花可治诸种淋病；叶不仅可治感

冒、疟疾、疔肿、痔疮，作茶饮，还可明目；根可治丝虫病及妇女白带。 

粒 

但谷类的维生素和无机盐，多含于谷胚和谷皮中，故谷类食品不应研磨过细过白，其目的即在于保存所含
的维生素和无机盐。 

粒 

其具体方法是：用棉花醮取痘疮浆液塞入接种儿童鼻孔中，或将痘痂研细，用银管吹入儿鼻内；或将患痘

儿的内衣脱下，着于健康儿身上，使之感染。 
粒 

不同的是：洱海地区陶器的制法多拍制、压制和轮制，滇池区的陶器则多系手制，在陶口缘上留有手捏的
痕迹，只有少数的陶器用轮制和模制；以器形言，洱海区多带流器、罐、盆、皿和鼎，滇池区则多细泥红

陶的小碗、小盘和盖形器等。 

粒 

瑶家豆腐用黄豆磨成细粉，拌入冷水中，边放边搅，使之均 ，配调酱油和盐巴，而后捏成一团一团的豆

腐块，放入锅中加"火麻油"，煮熟成饼状。 
粒 

晶粒愈细，晶界的比面积愈大，晶界的作用愈是不可忽略。 粒 

人们研制了超细晶粒金属，它具有十分良好的力学性能。 粒 

此外，在再结晶过程中，新的等轴细晶粒取代旧的形变了的旧晶粒，也会促使超塑性的产生。 粒 

磁场中各点的磁场方向，可以用细铁屑显示出来。 粒 

把磁铁放在玻璃板下，在玻璃板上均 地撒一层细铁屑。 粒 

细铁屑在磁场里被磁化成"小磁针"，轻敲玻璃板时"小磁针"能在磁场作用下转动，当它们停止下来的时候，

每个"小磁针"的北极所指的方向就显示了它所在的那一点的磁场方向。 
粒 

从图中可以看出，无数的细铁屑排列成了许多条滑顺的曲线。 粒 

细铁屑可以形象地显示各点的磁场方向，但是并不方便。 粒 

为了形象而又方便，我们可以仿照细铁屑的规则排列，在磁场中画一些有方向的曲线，任何一点的曲线方

向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致。 
粒 

超声波可以用来制造各种乳胶，颗粒极细，而且均 。 粒 

为了避免这种情况，锅炉中的水在加热前要加进一些溶有空气的新水或放进一些附有空气的细玻璃管碎片
或无釉的陶瓷块等。 

粒 

在实验上常用铁屑在磁场中被磁化的性质，显示磁力线的形状，在磁场中放一块玻璃板，在玻璃板上均

地撒一层细铁屑，细铁屑在磁场里被磁化成"小磁针"，轻敲玻璃板使铁屑能在磁场作用下转动，铁屑静止

时就有规则地排列起来，显示出磁力线的形状。 

粒 

炭黑炭黑是一种非常细的黑色粉末。 粒 

使用小火箭、高射炮等工具把磨成很细粉末的碘化银发射到几千米的高空，使空气里的水蒸气凝聚成雨。 粒 

〔实验 3-２〕把约５克研细的硫粉和约５克铁粉（ 好用还原铁粉）混和均 ，装在试管里。 粒 

例如，把硅研细后加热，它就燃烧生成二氧化硅，同时放出大量的热。 粒 

生产时，把石灰石、粘土及其它辅助原料按一定比率混和，磨细成生料。 粒 

再加入适量的石膏（调节水泥硬化速度），磨成细粉，这就是制得的水泥。 粒 

〔实验 4-１〕取一药匙研细的无水醋酸钠和三药匙研细的碱石灰，在纸上充分混和，迅速装进试管，装置
如图 5-３，Ⅰ所示。 

粒 

并向锅内慢慢加入食盐细粒，高级脂肪酸钠从混和液中析出。 粒 

（２）取２．５克研细了的无水醋酸钠和１．５克研细了的碱石灰，在纸上用玻璃棒混和均 。 粒 

坡麓堆积了粗大的，来自高原边缘的碎屑物，它与高原抬升前原有的细粒碎屑物明显不同，反映了高原抬

升过程中外力作用强度增大。 
粒 



270 
 

强烈的升降差异运动，使周围山地抬升迅速并受强烈侵蚀，导致盆地内部堆积巨厚的粗粒沉积物；相反，

盆地内部只堆积较薄的细粒沉积物。 
粒 

在上述两带的冲刷动力中，除坡面径流作用之外，雨滴的冲击作用也不能忽视，特别是裸露疏松的地表，
雨滴降落以每秒数米的速度向地面冲击，将地表细颗粒泥沙向四周激溅，其中向下坡激溅泥沙的数量和距

离比向上坡的大，因此，造成地表物质逐渐向下坡方向运移。 

粒 

三角洲平原相包括河流、湖泊、沼泽和泻湖等多种沉积类型，组成物质颗粒较细，沉积物中可见少量海陆

过渡相生物属、种。 
粒 

由此向海是前三角洲细泥沉积。 粒 

黄土由较细的粉沙颗粒组成，便于耕作。 粒 

有砾石、砂等粗粒物质，有粉砂、粘土等较细物质，还有淤泥、化学沉积等细粒物质。 粒 

受长江口地质水文条件的影响，悬浮沉积物由口内向口外，由北向南其颗粒由粗变细。 粒 

大部分火山喷发的火山灰只上升到６千米以下的空间，传播不致太远；但有时却可达１０千米甚至１５千

米以上的高空，火山灰可传播到远离喷发中心３０００，以至６０００千米处，而极细物质（０.３～１微
米）的传播简直具有全球性。 

粒 

七十年代起，开始对海底不成层的分散火山灰沉积进行研究（如Ｋｅｎｎｅｔｔ和Ｗａｔｋｉｎｓ，１９

７０）；为了研究６２微米的较细粒级火山物质，还设计出一套将细到１１微米的火山玻璃从深海沉积中

分离、计数和分析的技术，并发现这类细粒火山物质在南大洋可供３０００千米范围内的对比之用。 

粒 

砂砾质海岸潮间浅滩的组成物质主要是砂、砾石，并且颗粒由岸向海逐渐变细。 粒 

因此，沉积物自低潮线向岸逐渐变细，潮间浅滩上部沉积物主要是淤泥和粉砂质淤泥，表层为黄灰色，以

下为灰黑色，由于经常暴露在空气中，出现龟裂现象。 
粒 

被改造后的沉积层具有下粗上细河流层序的特点，下部夹泥砾和贝壳等。 粒 

由陆向海，随着水深的增加，水动力作用减弱，沉积物逐渐变细，分选变差，生物含量增高，沉积构造逐
渐由交错层理变为小型交错层理，波状层理、水平层理等。 

粒 

在有多列水下堤的海岸上，沉积物发生有规律的变化：砂堤上粒粗，堤间砂槽内粒细（表 3-５）。 粒 

砂堤带向海，沉积物仍逐渐变细。 粒 

现代沉积物的性质与它所处的水动力环境是统一的，从滨岸向外，随着水深加大，沉积物分带性明显，逐
渐变细，如墨西哥湾中，从滨岸向外，现代沉积物分带是石英和贝壳砂砾、贝壳砂、藻屑砂、鲕状砂，

外为有孔虫砂。 

粒 

一般海湾区，现代沉积物颗粒细，海草丰富，河流带来养分多，生物数量多，但种类有限。 粒 

二、礁体的胶结作用珊瑚死亡后，有机质很快分解掉，骨骼中存在大量的原生孔隙，在这些原生孔隙及各

个骨骼间隙或生物碎屑间充填着细碎屑灰泥和孔隙水。 
粒 

冲积平原中的古湖相或海相沉积层，一般以细粒沉积为主，常见淤泥质亚粘土、亚砂土、淤泥、粉砂等，
富水性很差，水质不好。 

粒 

如粗砂土比细砂土的空气孔隙多而大，所以粗砂土的通气性要比细砂土约大１０００倍。 粒 

当它经过充分风化之后，却能成为细质土壤，其中富含钙、镁、磷及其他植物营养元素，钾的含量虽较低，
但这并不妨碍土壤具有较高的肥力水平，仅有少数例外。 

粒 

残积母质是由于地表冲刷、多具粗骨性，颗粒具棱角，表层与原有岩石差别较大，下层逐步接近原有岩石

的特性，上层质地较细，下层粗糙。 
粒 

山坡上部的堆积物较薄，下部较厚，质地较细。 粒 

下部和洪积扇边缘，质地较细。 粒 

质地细的肥力高，粗的肥力低，形成的土壤含盐量较高。 粒 

黄土层厚，色淡黄或暗黄，质地细而均 ，疏松多孔，通透性好，具直立性状。 粒 

质地细，土壤中含有的营养物质较多，胶体性质强，交换性离子也多。 粒 

６．洗液的配制：取１００毫升工业用硫酸，放在烧杯内加热，然后慢慢加入已研细的重铬酸钾５克，边

加边搅，待全部溶解、冷后贮于带磨口塞的瓶中备用。 
粒 

然后把已经分好的兰花根植入盆内，将根埋好，分布均 ，再用细泥填入盆的四周至近盆口约２-３ｃｍ，

同时将植株稍向上提，以舒展其根。 
粒 

（２）盆栽用土：种植兰花所用的土，应是利于排水的疏松、均 而细的肥沃酸性土。 粒 

用酸性的山泥，选排水性能好的浅花盆，土应分层放置，下面稍粗，上面细土，装好后将植株种下，颠实

压紧，使根与土壤密接。 
粒 

贝壳粉来源广，成本低，但因贝壳外由几丁质包裹，难于消化，故使用时须粉碎成细粉。 粒 

粉末越细，条痕色越准确）。 粒 

石墨石墨是一种深灰色的、有金属光泽而不透明的细鳞片状固体，密度是２．２５克／厘米□。 粒 

其中细鳞斜颌鲴和圆吻鲴在生长强度上较为优越。 粒 

白砂子含有大量的硅，把它跟石灰石、纯碱搭配磨细后在窑里烧，一块块玻璃造出来了。 粒 
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不过，马儿吃草的动作跟在陆上有点两样:它先用嘴巴一口一口地把草扯下，在嘴里用牙齿嚼细，再用舌头

把草搅成一团，再仰起脖子，咽下这成团的水草或海藻。 
粒 

好酒细肉，尽管端上，怕不与你酒钱恁地？" 滑らかで

ある 

"秦冠"皮薄光润，色青如翡翠，肉细多汁，甜脆可口，胜过含糖高的"金帅"和"元帅"。 滑らかで

ある 

走进去，更是金碧辉煌，或墙或顶，无一处不是细石砌成的宗教图画。 滑らかで

ある 

实践证明，经过细石磨砺，宝剑才会锋利。 滑らかで

ある 

果肉黄色，果心小，果肉细，甜而多汁，富有芳香气，品质上。 滑らかで

ある 

泥痕一旦消失，她的额更见平展，细沉，润泽……啊，润泽！ 肌が滑ら

かである 

要不是他自己毛遂自荐，一连给军区文工团写了三封挂号信，如今，他的脸蛋还能这样嫩细光滑吗？ 肌が滑ら

かである 

瑶瑶的苍白的小脸非常地美，小鸟蛋壳或细磁一般的脸蛋轮廓和细巧的五官异常地精细秀气，表情那么生

动、敏感、痛苦和娇贵，那是纯粹人类而又异于人类的无法形容的完美。 
肌が滑ら

かである・

上等 

白皮细肉，似乎能掐出水来；眉毛细细的，弯弯的，象精心描过；眼睛不大，却极明亮、灵活，顾盼有神。 肌が滑ら

かである・

幅 

在我的印象中，匈牙利女人身裁虽有时微嫌凝重，皮肤略欠细润，但那副漆黑而深邈流动，像野猫似的眼

睛，和那因此而富于表情的颦笑，却有摄人的力量。 
肌が滑ら

かである 

看她细皮白肉，多水灵！ 肌が滑ら

かである 

她那鹅蛋形的脸，又细又白，头发自然地弯曲着，披在肩上。 肌が滑ら

かである 

记得还在孩提，我第一次登上郁孤台，就被这阳光下潺动着碧波细浪的江水吸引住了。 幅 

龙尾砚石的纹理分罗纹、金星、银星、金晕、银晕、豆斑等数十种，有一种叫"眉子石"的，纹理犹如美人

的眉毛，其色或青或绿，眉纹或长或短，或粗或细，或疏或密，各具姿采，秀美异常。 
幅 

令人惊心动魄的一刻终于过去了，大海逐渐恢复了平静，一排排浑圆的涌浪代替了往日的尖碎细浪，慢慢

地向着岸边涌来，显得无精打采。 
幅 

他细眯起眼睛，混浊的嗓音中蕴含着不无深情的感慨。 幅 

金明用锐利的目光，迅速地打量了一下这个人：一个鬓发灰白的汉族妇女，高个子，有点驼背，人精瘦，

眼睛细而长，薄嘴唇。 
幅 

她知道，这不是一种对她和哥哥亲呢动作的嫉妒，而是一种莫名其妙的直觉，她正准备坐起来的时候，天
空中出现了一条极细的白线…… 

幅 

这是一艘巨型飞船，又细又长，速度也比较缓慢。 幅 

这个请舞的青年，个子不高，壮壮实实的，皮肤黝黑，头发倔强地向上竖着，给人以悍犷的感觉，一双眼
睛细眯着，使人看不透深藏的目光。 

幅 

这个青年，仍然是细眯着眼睛，轻轻地带着白梅旋转，他象陶醉在节奏鲜明的舞曲中一样，好久没有说话。 幅 

郝林站在那儿看她离去的身影，嘴角浮起不为人们察觉的一丝淡淡的微笑，锐利的目光仍然藏在细眯着的

眼睛里，不测深浅。 
幅 

它能伸出又细又长的舌头来舔蚂蚁吃吗？" 幅 

只见穿山甲个个伸出了又细又长的舌头，张开了附在身上的好多好多块鳞片儿，全身松驰，趴伏在塘泥上，

睡得好香的。 
幅 

《长明灯》里的郭老娃是一个衰老的地主，脸相自然十分干瘪，布满了纵横交错、深而细的纹路。 幅 

冷面机是特制的，其机蕊底部凿了许多细眼，将揉 的面装进机蕊内，置于烧得滚开的锅上，边压边煮。 幅 

蚕种于浴种后八日出蛾，以切细之桑叶散布其上，然后以鹅毛或手轻轻扫下，移于蚕钵。 幅 

《罗塞尔的维纳斯》，特别强调骨盆的形象，两边的髋骨突出，对女阴三角、脐部等均作了明显的刻划，

胸部虽然扁平，但以粗深的刻线勾划出下垂的大乳房，左手也以浅细的线条表现为轻抚于腹部。 
幅 

同时，线也更能表达感情，凡属表现愉快感情的线条，无论其形状是方、圆、粗、细，其痕迹是燥、湿、

浓、淡，总是一往流利，不作顿挫，转折也不露圭角的；凡属表示不愉快感情的线条，就一往停顿，呈现

一种艰涩状 ，停顿过甚的就显示焦灼和忧郁感、有时纵笔如风趋电疾，如兔起鹘落，纵横挥斫，锋芒毕
露，就构成表示某种激情或热爱，或绝望、气忿的线条。 

幅 

颧骨如岩石一般突起，胡碴象干枯的松针，原来就细而浅的双眼，深陷进去，眼睑下两团乌云。 幅 

他的目光象潭水般深沉，闪出一种坚强的自信，慢慢地扫过每个与会者的脸，当他看到车篷宽细眯着眼，
右手的手指不停地轻敲着茶杯盖时，便毫不掩饰地笑了。 

幅 

她那张白皙稚嫩的鸭蛋脸上，有两个浅浅的酒涡，一张薄薄的小嘴老是微笑着，显得机灵、天真、活泼，

特别是那双水汪汪的大眼睛，一笑起来，挤得又细又长，多逗人爱啊！ 
幅 
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她的眉眼间没有一丝细纹，看年纪不会超过二十岁，指导员妻子竟然这般年轻标致，我心中暗暗惊讶。 幅 

我偷觑了总拿一眼，他正细眯着两眼抽烟，缄口不语，好象这些议论跟他没有什么关系。 幅 

的身躯在滕椅里颤着，两只细眼眯成了一条小缝儿，头点得象小雀叨米。 幅 

爱因斯坦眯细着眼睛，津津有味地讲下去。 幅 

他眯细眼晴，把大把牡蛎的空壳扔进海里。" 幅 

杨贞贞镜片后面的眼睛眯细了。 幅 

她无声地叹口气，细眉微微蹙了起来。 幅 

忽然，她想起了什么，伸手拉开抽屉，取出一本影集，她轻轻地翻开，一张四寸照片出现在她的眼前：两
个幸福的年轻人，肩膀紧靠在一起，那小伙子两道略显上挑的浓眉下，闪着一双深邃明亮的大眼，嘴唇微

微张开，露出了发至内心的笑容；姑娘长得细眉俊眼，那略带羞涩的神 ，使她更加妩媚动人。 

幅 

这是一张白净如玉的脸，两道又细又弯的眉毛象用丹青勾画的一般。 幅 

那人没言语，忽见这人是老麦又不是老麦，人变年轻，脸鼓皮细眼亮没胡子。 幅 

两眼紧盯着那隐隐约约，曲曲弯弯的细墨线条，小心翼翼地，一针一线沿墨线儿往前挪。 幅 

突然，环环细眉一扬，说："好了，好了，我想了个挑女婿的好办法。" 幅 

楠木，是一种贵重的建筑材料，它花纹细，没有斑节，坚固耐用。 幅 

陈柱束好他的细皮带在腰上，准备着吃饭了--饭的香味和菜的香味，更是酒香，使他有点迷惘。 幅 

荷花说着就大声的笑起来，她那出众地白净然而扁得作怪的脸上看去就好像只有一张大嘴和眯紧了好像两

条线一般的细眼睛。 
幅 

这三间正屋的建筑，虽则不能说是怎样低，况且外面还有一个不十分小的院子，但或许是那些细格窗棂的
长窗终日不开的缘故，或许是终日缭绕着香烟的缘故，也甚至或许根本因为它是一个佛庵的缘故，总使人

觉得那里非常之幽暗。 

幅 

他穿的很齐整，细蓝条的衫裤，白色的洋袜，黑布的鞋子，什么也不缺，外加一头理得清楚的头发，这一

切使他成为普通镇上人的样子，而全不类于一个种田的乡下人。 
幅 

大师傅决心做一顿好面条；张大嫂把土豆丝切得挺细；刘大嫂把她那个陪嫁的铜脸盆也拿了出来，每个忙

着的人各有各的想法和期待，但大家都有一个共同的目的："他们赶紧把机器修好就好啦。" 
幅 

父亲的嘴唇颤栗，眼睛变细，里面藏着病 的狂喜。" 幅 

后来便正面朝我看了，那半开着露出一排细白牙的小口，显然是在引导我先开口，或者找机会她先来搭话。 幅 

当她和同伴赶到下游站时，河面上就连波纹也很细很细了。 幅 

只是她一笑时，眼角处的细纹才让人想到起皱的白月季，那是一分钟前还在盛开着的月季。 幅 

泰山娘娘，老奶奶，碧霞元君，你瞧她秀眉细眼的，骚劲儿满身都是。 幅 

父亲来到我的面前，眯着蓝色的细眼慢慢地把我从头看到脚，堆着丛褐色胡子的嘴唇喃喃动着，颚下寸把

长的须尖上挂着汗珠：我……我们已经望了你三天了……你信上不是说七月半前回来的吗？ 
幅 

而尤其使我神往的是她那一对大而灵活的眼睛，如画的细眉，和尖尖的鼻子下的两片薄薄的红唇。 幅 

风从峡谷吹来，身子一荡一荡啊像个钟锤，在厚密的绿叶底下，有时吐出两条火红的蛇的细舌头，或蹿出

一个灰褐色的蜴蜥。 
幅 

温柔的河流，也用它纹静的细波，轻轻淹平过我的创伤。 幅 

这回总算撬开了他的口，就连外边指桑骂槐的女人也住了口，把细眼睁得圆溜溜望着丈夫。 幅 

他画面上的形象组合，高、低、横、斜、曲、直、细、粗、淡、浓，不是靠造作，而是靠智力与眼力的巧

妙结合。 
幅 

一是花筒，不使火药的力把筒壳破坏，叫多量的热气，带了烧红的铁粉，从一个细孔中冲出。 幅 

早晨是椭圆形，往后越缩越细，到了正午太阳当顶的时候，就成为一条细线；过了正午，又渐渐放大，晚

上，就完全放圆了。 
幅 

那白嫩的脸上，眉毛暗红，嘴唇鲜红，从眉心到鼻子尖，有一条红线，男的较粗，女的较细。 幅 

长发披肩，末稍压着波浪，瓜子脸，细眉毛大眼睛，翘鼻子元宝嘴，抹着唇膏，打着眼影。 幅 

对牙齿不好或消化功能较弱者，可将蔬菜煮软或切细，以降低对肠粘膜的刺激。 幅 

西夏彩塑形象上多为修眉细眼，鼻梁与额齐平。 幅 

该佛像高６０厘米，一身两个佛头，鼻直目细，左右分别微向下侧倾视，佛身四臂，其中两臂合十，一臂

下垂稍向外侧曲伸，另一臂残缺，全身敷彩。 
幅 

β射线和 α射线相比，其电离本领较小但穿透本领较大，因而它在云室中的径迹细而长。 幅 

粒子质量很小，跟气体分子的电子碰撞时容易改变方向，而且电离本领小，在每厘米的路程中只能产生几

百对离子，所以它的径迹比较细而且有时发生弯曲。 
幅 

图中粗长横线为电子 ，细短横线为振动能级。 幅 

叶是互生的单叶，叶片椭圆形或卵形，边缘有很细的锯齿。 幅 

在强光下瞳孔缩成一道细缝；在暗处瞳孔放得又大又圆，能够收集大量的光线。 幅 
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液体药品通常盛在细口瓶里。 幅 

（１）取一个试管和一个盛有水的细口瓶，按图３所示练习倾倒液体。 幅 

Ⅲ．黄土沟谷调查黄土纹沟、细沟、切沟等是水土保持调查中的重要内容。 幅 

所谓细，指的是□～□米的尺度范围，而微是指小于□米的尺度范围。 幅 

（三）青梅ＭｙｒｉｃａａｄｅｎｏｐｈｏｒａＨａｎｃｅ．别名细叶杨梅，产广东海南岛。 幅 

品种不同，磷肥用量也不同，细瓣菊花及绿色品种不喜重肥，因此，应掌握轻施薄施的原则。 幅 

所用花卉种类要求叶细而致密，分枝性强，且耐修剪的观叶植物，如红绿草等；或取用花茎同等高度、植

株矮小、花期长、花朵小而密，且花期一致的观花植物。 
幅 

不同品种对肥料要求各有不同，大型菊需肥较多，细瓣种菊花需肥较少。 幅 

呈长细带的性腺已增粗，并能辨出雌雄。 幅 

赤术叶细无丫，根小、苦而多羔。" 幅 

细颚龙、始祖鸟、鸭嘴兽、文昌鱼等生物就是典型的过渡类型。 幅 

大多用于凿印，笔画较细， 痕可见。 幅 

西汉初期的私印，亦袭秦风，多为凿印，主要特点是细白文，四周有白文边栏，中间加一直格，将印文分

为左右两部，右边是姓，左边是名。 
幅 

粗白文"和"细白文"也是在汉印中多见的两种风格，如"琅邪相印章"（图１０）笔画粗而不呆滞，显得浑厚
静穆；"圁水"（图１１）一印恰恰相反，笔画细而不纤弱，笔锋挺劲，锐利逼人，则显得痛快爽朗。" 

幅 

我拿起那小方盒一看，咦，那盒上好象有许许多多针尖般小的细孔。 幅 

"不会的，"爷爷摸着胡须哈哈笑道，"说它是针还夸大了，因为它打出的孔比那针尖儿还细呢！" 幅 

一个穿细格衬衫的年轻人远远地喊，"撤消不等于改变，与其新瓶装旧酒，不如旧瓶装新酒。" 幅 

（１）调配按分离种类的需要选用合适的无机肥配方配成培养液，加１％琼胶（又称冻粉），琼胶剪成细

片，加入培养液中浸泡１２小时。 
幅 

但是，在写意的创作体系以内，中国传统的工笔画却尽了 大的努力来纤毫毕露地描绘对象：画树木则刷

脉镂叶，画人物则须发如丝，画山水则密莽细浪，画屋宇则栉比鳞次……这又是不重藏而重露，不重虚而

重实，不采涂染泼墨而用勾勒精描，不厌细腻而求形似。 

幅・詳しい

把手掌放在一个细筛底下，从细筛中均 地筛下细沙。 幅・粒 

我国工业企业的定额工作，经历了一个从无到有，从粗到细，从低到高，不断整顿充实，不断发展提高的

过程。 
綿密であ

る 

这台小车床稳在铣床旁边，林师傅天天在这个车床上镟细活儿。 綿密であ

る 

至于名人的情唱绯闻，婚恋轶事，更是某些报刊百登不辍的永恒题材，且不厌其细，不厌其详，绘声绘色，

使人如历其境，如闻其声。 
綿密であ

る 

休谟（ＤａｖｉｄＨｕｍｅ）细察他自己的意识的结果，却不能求得灵魂的证据。 綿密であ

る 

斯大林在这些论文和通信里只作了原则性的指示，至于新语言学究竟应该怎样，这门学问究竟怎样建立起
来成为一个完整的体系，他却没有，而且在短短的几篇文章里也不可能，评细讨论。 

綿密であ

る 

故此现在所收录的十二万余词条可说是经过精挑细选的。 綿密であ

る 

这种生产单位的存在，在手工劳动的情况下，可以使社会有一个稳定的，比过去更细的分工，从而促进劳
动技艺的提高，推动生产力的发展。 

綿密であ

る 

细一看，原来是金老师！ 綿密であ

る 

这固然是"独尊儒术、罢黜百家"的结果，也与分工越发严细有关，所谓"术业有专攻"，于是"隔行如隔山"。 綿密であ

る 

但历史又转了个圈子，虽然分工更加细了，科学却迫切地提出综合与整体化的要求，并向我们因袭多年的

成见发问：果真隔行如隔山么？ 
綿密であ

る 

如若再作些细想，至少能列出三种"舒服"症状来。 綿密であ

る 

细想，"投"者，非投人之"好"，是投权之"好"。" 綿密であ

る 

高家父子心里想，这些干部真行，村里的事一桩桩、一件件问得那么细，那么认真，大概要查什么事吧，

要不怎么连家里有几辆自行车，几块手表，用多少电，都问呢？ 
綿密であ

る 

梁先生对于这发掘报告，除了自己撰述几章之外，还对全部原稿都细加审阅和修改过，他又另撰《龙山文
化》一文，是迄今为止的介绍龙山文化的 精辟的一篇论文（见著作目录第八种）。 

綿密であ

る 

可这时候的工作不比过去了，工作越做越细。 綿密であ

る 

他不用贴着舱壁细听，也能从它轻巧灵妙地启动，以及那转弯时特有的、令人心驰神往的倾斜中，明确无
误的知道是谁在驾驶着它。 

綿密であ

る 
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但她无暇细思，时间紧急。 綿密であ

る 

它来不及细想，立刻顺着风儿的推动，向城里飘去。 綿密であ

る 

但我也顾不得细想，继续寻找我的归途。 綿密であ

る 

我一愣，但是来不及细想下去，便追问："那么，鱼呢？" 綿密であ

る 

我蹲下来细瞧，唷，原来是许多漂亮的珊瑚！ 綿密であ

る 

初看《痛苦的“我爱你”》，似乎凌红同志的遭遇颇值得同情，然而掩卷细思，同情之心却渐渐转到她的那
个当工人的男朋友身上。 

綿密であ

る 

对曲阜的领导来说，这位实业家的 度真是大出意料，然而，细想一下，又在情理之中。 綿密であ

る 

细阅来信，得知你正被"和别人接触无话可说"苦恼着，并由此担忧将来在事业上不能发展。 綿密であ

る 

细想起来这的确是新鲜事。 綿密であ

る 

我想起现在买书苦状：两手撑柜，上身前俯，伸长脖子，双目细视……即便作出如此这般类似武术体操的

姿势，象我辈戴老花眼镜的，眼前还是白茫茫一片。 
綿密であ

る 

问题越问越细，海老原招架为难。 綿密であ

る 

如果我们要写具体的历史，在中国须把近六十年来的过去一一描写，在日本就须细写明治维新，更要把生

产力与生产关系的配合开发出来，这才能够探寻出由此所表现的，人类行动的原理，--所以我们首先就要抓

着历史经过的事实。 

綿密であ

る 

但康德之所论，亦不免过于抽象分析，而流于技巧，同是判断，必分为综合判断与分析判断，同是形式，
又必分为直观形式与思维形式；而此二形式中，又更细别种种之形式，岂非过于技巧乎？ 

綿密であ

る 

但是如果我们细加分析，这个现象真是没有因果的么？ 綿密であ

る 

但是，若要细别，法治与法制也有所不同。 綿密であ

る 

此外，经济建设中的很多问题，对于我们都是陌生的；现在的工作既要高速度前进，又要越做越细。 綿密であ

る 

按照这套体现训练规律的程序，师团机关和分队的训练都一丝不苟实行"分步细训，过关升级"的训练。 綿密であ

る 

抓好经常性、基础性工作，不是一日之功，不可能一劳永逸，只有肯下细功夫、慢功夫、长功夫，持之以
恒，才能抓出成效来。 

綿密であ

る 

在概观所得的初步印象基础上，再进一步有系统地细阅照片。 綿密であ

る 

凡取鱼见鱼瘦，宜细检视之，有，则以松毛遍池中浮之则除"。 綿密であ

る 

财务管理中出现这种混乱现象，是不是因为公社、大队对财务工作抓得不紧、不细？ 綿密であ

る 

原核算单位的会计，要结好帐目，造出帐户余欠表，债权债务名细表，逐户核对清楚，认真清点现金和实

物，将现金交专职会计管理。 
綿密であ

る 

大家都来细盘算 綿密であ

る 

让我们大家都来细盘算，使有限的资金在"四化"建设中充分发挥作用。 綿密であ

る 

调查员须有满腔热忱，心要细而 度和蔼，使被调查者感到温暖而不觉烦扰，因而乐于将事实经过和盘托

出。 
綿密であ

る 

这几个证候的发热，常易和内伤发热混淆，要细加鉴别。 綿密であ

る 

活者，细察底里，隐隐犹见红活，此不过血气之有阻滞，非脏气之败坏也。 綿密であ

る 

初筛不必太细，太细则进度慢，花费大，近似于正规药理试验，失去筛选的意义。 綿密であ

る 

这些地区都应像京郊灾区一样，振奋精神，精打细收，力争抗灾夺丰收。 綿密であ

る 

尤其是诸如组织建设、思想建设、行政管理、作风养成等一些经常性基础性工作，落实起来更不是一日之
功，需要持之以恒地下细功夫、长功夫、慢功夫。 

綿密であ

る 

她有些后悔出来得太匆忙了，她没有加细地整理她底云发，她能想像出女伴们是怎样装饰得恰如天使，她

这样在她们之前出现──蛰居了六月后第一次出现，是会减低她底美丽的评价的。 
綿密であ

る 

及其长也，细书为工，累牍为富。 綿密であ

る 
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因此，在现代竞争型市场中，参与市场竞争的企业不是社会分工细分化的单细胞企业，也不是至高无上的

行政组织，而是具有多功能的巨型企业--企业集团或公司。 
綿密であ

る・名称 

他细高的个子，戴一副白边眼镜，居然从帆布旅行袋里摸出一块扁扁的小石头，让她猜上面的图案。 痩せる 

我倒特地走趟南方泉买半只洋白鱼过七月半……还杀了只鸡……你不回来，都给两条细牛吃掉了。 痩せる 

经上海皮革研究所测定，山羊皮革的抗张强度、崩裂力、延伸力、外观粒面平整细洁等化学和物理指标，

都达到和部分超过国外同类产品。 
滑らかで

ある 

桂：昨夜细风兼雨，极清凉。 弱い 

〔主证〕午后或夜间潮热，或手足心发热，或骨蒸颧红，心烦盗汗，失眠梦多，口干咽燥，大便干结，尿

少色黄，舌质红而干，或有裂纹，无苔或少苔，脉象细数。 
弱い 

此外，尚有阳虚发热之证，症见发热而形寒怯冷，四肢不温或下肢发冷，面色淡，头晕嗜卧，腰膝酸痛，

舌质胖润或有齿痕，苔白润，脉沉细而弱，或浮大无力，治宜温补肾阳用金匮肾气丸加减。 
弱い 

〔主证〕下午或夜晚发热，口干咽燥而不多饮，肢体常有固定痛处或肿块，甚则肌肤甲错，面色黯黑或萎
黄，唇舌青紫或出现紫斑，脉象细涩。 

弱い 

〔主证〕邪退而正气日渐恢复，身热渐退，咳嗽减轻，脓痰日少，诸症逐渐好转，神疲纳呆，舌质红，脉

细数无力， 
弱い 

舌质红，脉细数无力，为阴虚气弱之征。 弱い 

〔主证〕梦中遗精，夜寐不安，头目昏晕，心悸，精神不振，体倦无力，或兼小便短黄而有热感，舌质红，

脉细数。 
弱い 

舌质红，脉细数，均为心营被耗，阴血不足之象。 弱い 

〔主证〕遗精频作，甚至滑精，头昏目眩，耳鸣腰酸，面白少华，畏寒肢冷，舌质淡，脉沉细，或舌质红，

脉细数。 
弱い 

偏阳虚者，多见舌质淡，脉沉细；偏阴虚者，多见舌质红，脉细数。 弱い 

瘀血的病症虽然繁多，但临床表现有其共同特点，如刺痛、紫绀、肿块、出血以及肌肤甲错、脉细涩等。 弱い 

瘀阻既久，新血不生，肌肤经脉失于濡养，可见肌肤甲错，面色黧黑，毛发不荣，脉搏细涩或结代等症。 弱い 

如大吐、大汗、大泻之后，或温病导致津液耗损，常出现心悸、脉细等血虚的症状；大量失血后，常出现
口燥渴、尿少、便秘、口干无津等津液不足的症状，这些都说明津液和血有密切关系。 

弱い 

若妊娠脉沉细而涩或两尺弱甚，多为肝肾亏损，冲任不足，易致流产。 弱い 

６．气虚形寒乏力，或有自汗、脉细。 弱い 

７．血虚面色萎黄或苍白，形瘦衰弱，皮肤焦枯，心慌气短，舌质淡白、脉细或细数。 弱い 

我每天摸到你在膨胀，我摸不到你，你从此被我 [厚]  [厚] 掩护围拥，我摸到每天变化的我自己。 9

日本军阀是野兽的集团，是屠杀中国青年的刽子手，八年来所制造的大惨案，可以写一本很 [厚] 的血书。 ｐ 

头骨的特征是额部向后倾，不象现代人隆起；头骨的 宽处在左右耳孔稍上处，向上变小形成馒首状；眼
眶上缘有两个互相连接的粗大眉骨，象房檐一样遮盖两眼；脑壳很 [厚] ，比现代人 [厚] 近一位；脑量较

小，平均脑量约等于现代人平均数的８０％；现代人的齿槽前缘和前额几乎位于同一垂直线上，而中国猿

人的齿槽前缘则向前突出，远超过个垂直线之外；头骨的后部有发达的枕骨圆枕，不仅横贯整个枕骨，并
且延向外前达到乳突部；牙齿无论是齿冠或齿根都比现代人硕大，前臼齿和臼齿的嚼面并具有复杂纹理；

下牙床缺乏“下颏”和“下领前内曲”。 

ｐ 

锁骨和现代人相比没有特殊的区别；腕骨中的月骨也具有现代人的特点；上臂骨除了骨干壁较现代人为 
[厚] 、髓腔较小外，无论是大小和形状都具有现代人的形式（如果仅以桡神经沟的发育现象观察，它似现
代人的程度比尼安德特人还要明显）。 

ｐ 

小腿骨的前缘虽不如现代人为锐，骨壁较 [厚] 、髓腔较小，但与类人猿相比则又有显著不同；它的前缘虽

钝，但远比类人猿的明显，它的骨干中部的横切面为圆钝的三角形，而类人猿则约为圆形。 
ｐ 

但不管它是什么仪式，也不管它披着多 [厚] 的原始宗教的外衣，其实际的意义，乃是一种对于劳动的演习、
锻炼，这不光锻炼了猎人们的熟练程度，而且也培养了年青的猎人，《尚书·舜典》中有命夔"典乐教胄子"
的记载。 

ｐ 

──记日本电视剧《阿信》女主角小林绫子个头不高，胖乎乎的；圆圆的脸，大大的眼睛，眼皮双得很深；

两片微 [厚] 的嘴唇紧闭着，笑起来那么腼腆，真让人一见就打心里喜爱。 
ｐ 

霎时，玻璃窗罩上了一层 [厚] 霜。 ｐ 

他们一律戴着颜色像枯叶一样的 [厚] 头巾。 ｐ 

高高冰崖上的积雪正大块大块地坍落着，涌向一条冰谷，在那里越堆越 [厚] ，形成一个巨大的银团跌落下

来。 
ｐ 

所有这一切都被裹在海带、黑角菜所形成的 [厚] 被子里。 ｐ 

那个人黑皮肤、 [厚] 嘴唇、一头卷曲的短发，穿一件红白相间的条纹翻领短袖汗衫，白色短裤。 ｐ 

乌龟笑得前仰后合，"我的甲背这么 [厚] ，还能出汗？ ｐ 

小伟急忙剪开封口，里面是一张用 [厚] 纸包着的东西和一封信。 ｐ 

打开 [厚] 纸包一看是一张哥哥的大彩色照片。 ｐ 
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于是他把这张大照片用 [厚] 纸盖起来，一会儿，再揭开 [厚] 纸，果然象放电影似地重演了一遍。 ｐ 

工人们分别把它们滚到地坪四周，拆去密封包皮，于是，用合成材料制成的、 [厚]  [厚] 的成卷的"地毯"
便呈现在人们眼前。" 

ｐ 

谁知，穿山甲大婶的皮肤又 [厚] 又硬，黑猫警长手上的针头戳弯了，药水还是留在针筒里。 ｐ 

一艘短而宽的万吨破冰船，破开 [厚] 冰徐徐驶入了芬兰湾。 ｐ 

用特 [厚] （５厘米 [厚] ）的钢板作船头外壳，里面用密集的型钢构件支撑。 ｐ 

破 [厚] 冰的破冰船，多在船尾两侧对称地装两只螺旋桨，使船可以冲到冰层上面，用船身的重量把冰层压

碎。 
ｐ 

挣脱设施所谓挣脱设施，就是在破冰中，用来防止偌大的船体不被 [厚] 大冰层夹住或冻住的装置。 ｐ 

如果冰层太 [厚] ，破冰船也只好望冰兴叹一筹莫展了。 ｐ 

如果冰层较 [厚] 又很坚硬，则往往采用"冲撞式"破冰法。 ｐ 

“不入虎穴，焉得虎子”，从战略上考虑，要想尽快改变我国科技落后的现状，我们科技队伍，在确定总的

任务和较长期的奋斗目标时，都应该有这种乐于钻 [厚] 板，敢啃硬骨头的精神，应该瞄准世界科学前沿，
勇于承担国家重点攻关任务。 

ｐ 

这些题目看来似“薄板”，但意义不见得小；难度不见得不大，这又象是“ [厚] 板”，但主要是解决这些问题

的主客观条件已具备或经过努力可以具备，所以就“瓜熟蒂落”，获得巨大成功。 
ｐ 

雨量多的热带地方，为了要雨水快些掉下去，所以植物的叶面都是滑的；到寒冷的地方，要保持适当的温
度，动物的皮毛都很 [厚] 。 

ｐ 

虽然放映员每次下去放电影时都穿得很 [厚] ，但仍然冻得浑身发冷。 ｐ 

《理水》中的禹爷，终年光着脚在外面跋山涉水，脚跟上的老茧 [厚] 而且硬，用"栗子"作比喻，无论就脚
茧的形象、坚硬的程度或就它棕黄的颜色而言，也没有再比它更恰当的了。 

ｐ 

目前，粗的、 [厚] 的、大规格的钢材大量积压，而小型钢、线材、焊管等却长期短缺，需要大量进口，消

耗大量外汇，不仅从国民经济看是非常不利的，而且也是某些产品成本上升的重要原因。 
ｐ 

企业为了完成产值指标，往往热衷于生产高、粗、大、 [厚] 的品种。 ｐ 

可以说，他的十几本 [厚]  [厚] 的美学论著，就是他回答自己提出的这一命题的答卷。 ｐ 

房墙用直径一寸左右粗细的柳木杆编成平行四边形的网眼块状，每块高四、五尺，长六、七尺，几块连接

围成圆形，然后在周围和包顶覆以 [厚] 毡，用毛绳从四面缚起来，包顶中央有称"韬恩"的圆形天窗，可通
烟通气，吸收阳光。 

ｐ 

宋代的剔红工艺已经达到很高的成就："宋人雕红漆器，宫中所用者多以金银为胎，妙在 法圆熟，藏锋不

露，用朱极鲜，漆极坚 [厚] 而无敲裂。" 
ｐ 

身上盖的，身下铺的，又 [厚] 又暄。 ｐ 

这家本市 大的鞋店有镶着水晶似的 [厚] 玻璃的弹簧大门，螺旋状的楼梯，花簇般的吊灯，陈列各式鞋子

的橱柜象倒立的大酒杯。 
ｐ 

高山草原土主要分布在青海、西康和西藏，含有腐植质很多，矿物质的成分较少，土壤表面常有很 [厚] 的
尚未分解的有机物。 

ｐ 

化工科技战线针对我国胶磷矿采选技术中的难题，开发出倾斜、缓倾斜中 [厚] 矿体露天和地下采矿新方法，
使生产能力提高一倍以上；研制出的新型浮选机、高效浮选药剂和先进的选矿工艺，使胶磷矿生产技术达

到当代先进水平，为改变我国化肥氮、磷、钾比例失调做出了贡献。 

ｐ 

水在冰河下边流，所谓冻实了，也只是相对地冻 [厚] 冰层而已。 ｐ 

姜学礼老婆又给我盖上又重又 [厚] 的棉被。 ｐ 

宗宗抹着油乎乎的 [厚] 嘴片，结巴着说些总是让大家乏味的话题。 ｐ 

冼文弓这样想着，随手要过张久光的 [厚] 本。 ｐ 

藏在 [厚] 积尘土的街道深处，工人们麇集在白天还需要点着电灯的狭小阴暗的土坯房里。 ｐ 

而和陈抱帖在一起，却如同捧着一大 [厚] 本精装的马克思著作。 ｐ 

还有被头，污垢比剃头佬的刮 布还 [厚] ！" ｐ 

那是一九七三午我刚复员来到工厂，刚进车间，迎面碰上个大背头，戴个啤酒瓶子底 [厚] 的眼镜，贴着墙

跟走路，他挺敏感，见个穿军装的小伙子盯着自己的头，忙收住脚，虾米般弯下腰去：“没办法，自然背。 
ｐ 

那老人怕杨玉桐坐在那尘土很 [厚] 的炕沿上有些屈尊，连忙从被子堆上扯过一条破夹被，折成几折，垫在
那里。 

ｐ 

我好不容易挤进人丛，挨近一个分类的柜子，我那托长抽屉的手起了一阵痉挛，面前不过是一 [厚] 叠不会

说话的书目卡片，我这是怎么啦？ 
ｐ 

这是一封很 [厚] 的信，信封已经弄脏了，还擦破了角。 ｐ 

本报记者在长治市采访中发现：长运公司领导的办公桌上，堆放着半尺 [厚] 的有关"原保丑事件"的文件，

其中包括对原保丑本人"错误问题"的材料；而在原保丑手中，也同样有一大批上告材料，包括对长运公司

领导"错误问题"的材料。 

ｐ 

她猫着腰下了大堤，预备钻进一块较 [厚] 的苇子里歇歇脚，等天黑了再走。 ｐ 

并没有吓人的 [厚] 雪，他听着锐利的风啸想。 ｐ 
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一些城市，高楼耸云的十字路口，清明节竟积了几寸 [厚] 的纸灰。 ｐ 

卸车一般得用吊车，实在不行，也得在专门的铺着很 [厚] 的沙坑里卸。 ｐ 

他看的是高尔基的《俄罗斯漫游记》，书很 [厚] ，他看得很慢，边看边思索着书中的描写……忽然，前下

方的野草丛中响起一阵窸窸窣窣的动声，他抬眼望去，两个躺在草丛中的人影映入他的眼帘，白衬衣黑裤
子和花裙子象麻花一般拧在一起……玉德的身上忽地象着了火，血一下涌到脸上，他慌忙站起来，急急向

相反的方向走去。 

ｐ 

哦，原来是 [厚] 雪覆埋下的一幢木克楞矮房─-瞎眼猎人石大叔的山间猎屋！ ｐ 

胖娘们儿 [厚] 眼皮子从头到脚在地他身上翻了一遍，还想说几句什么却忍住了没说，悻悻地转身走了。 ｐ 

这哀愁却像夏雨前的浓云一般，越堆越 [厚] ，竟遮住了所有心头的光明。 ｐ 

有的绕着山岭，则又似跋涉在北方平原的旅客，项缠一条毛线围巾，那么长，那么 [厚] ，围得那么严紧，

北方春季的风沙，该是多么厉害呢。 
ｐ 

看守所也有一幅画，砖砌的一重重大拱门，石板铺的地，看守室的 [厚] 木板门严严锁着，只留下一个小方
窗，还用十字形的铁条界着；真是铜墙铁壁，插翅也飞不出去。 

ｐ 

他从架上扳下一本书来，版式纸张和《毁灭》一模一样，只是 [厚] 一点点，封面上印着两个八分体的字：

铁流。 
ｐ 

每到天黑，当西风呼呼吹着草屋的时候，草屋里一架纸灯笼，灯笼下便是柿子筐，筐的四周缚着十几架面

面相向的去柿皮的绞车，我们每夜总是把左手的无名指包得 [厚]  [厚] 的就坐下了。 
ｐ 

幕开之后，就见两旁竖着不断的围屏，地上铺着一条广漠的 [厚] 毯。 ｐ 

那时候我并没有害怕，只觉得那个人是奇怪的，或者他身上有极 [厚] 的衣服，否则就是喝醉了酒，忘记了
寒冷与夜深。 

ｐ 

每期都是四五百页的一 [厚] 本，也是以后的出版界中不曾有过的事。 ｐ 

[厚] 得木老老的两块弹簧垫，有的装着雪白的或淡黄的布套；有的装着紫酱色的皮，皮面上划着斜方形的
格子，好象头等火车中的坐位。 

ｐ 

这是一只特大的手，巴掌上有很 [厚] 的硬茧。 ｐ 

很 [厚] 的洋纸，印得很清楚，相当 [厚] 的一大本书。 ｐ 

脚下， [厚] 雪埋怨起来。 ｐ 

从胖少爷的 [厚] 嘴唇里挤出两个可怕的字："死了！" ｐ 

今夕，……想到这里：不觉得便将很 [厚] 的一册洋装书，掉在床上，却原来有一种细微凄凉的声音，来冲
破了这个寂寞之夜。 

ｐ 

好在那时是严寒的时候，戴的帽是 [厚] 的，穿的衣服也是很 [厚] 的；不然，这一下的毒打，恐怕有性命

之忧呀！ 
ｐ 

时而清浅如镜，时而 [厚] 腻如油，时而潜流如泪，时而飞溅如瀑！ ｐ 

大江上面，雾更浓了，黑夜垂下了它底 [厚] 而重的幕幔，压了下来，几乎使人晕眩。 ｐ－明るさ

这是又一种形式的严重封闭：真实信息无法输出，其它的有效交流当然也谈不上，而假信息却成了人们之
间的一层 [厚]  [厚] 的隔阂。 

p－心理

的 

不过，从那以后，我常常思考鲁迅先生的一度的悲哀：隔着"我"和闰土的是那层可悲的 [厚] 障壁。 p－心理

的 

他的脸皮又 [厚] ，骂他也不怕，整天跟在我后面，讨厌死了。 ｐ－ずうず

うしい 

犯罪少女的羞耻心极低，俗语说，“脸皮”特 [厚] 。 ｐ－ずうず

うしい 

“你脸皮真 [厚] ！” ｐ－ずうず

うしい 

这一来， [厚] 脸的詹爱娟，居然一扭头，露出了一丝惭愧之色，但是难得她真会给自已解嘲：“这果是一

首千家诗，我故意念来试试你的才学（右手一指指韩），不想你（换左手一指指韩），连千家诗都晓得（右
指向外指出），啊呀，真正是个才子！” 

ｐ－ずうず

うしい 

还要有一套处世哲学：脸 [厚] 心黑手狠，对上拍马逢迎，对下尽其压榨之能事，这些伎俩我都不会。” ｐ－ずうず

うしい 

“另外，我分析，若执行它，今年有些地不能适时播种，有些地还可能撂荒，到秋后，还得我这个支部书记 
[厚] 着脸皮，到公社、到县里，给咱屯这一千张嘴要返销粮吃。” 

ｐ－ずうず

うしい 

她脸皮 [厚] 嗓子好，票房里上过台，装神弄鬼三分像，加入宣传队也就挂头牌；《兄妹开荒》扮哥哥，《夫
妻识字》演媳妇儿。 

ｐ－ずうず

うしい 

唱丑的嬉皮笑脸，金宝库的脸皮 [厚] 得能磨剃 子，竟然忍受不了造反小将的百般凌辱；临死唱了一出《碰

碑》，头撞南墙而亡。 
ｐ－ずうず

うしい 

他也常常在小姐面前讨好，有时也 [厚] 着脸皮说些逊脸呱咭的粗话，小姐居然也不在乎。 ｐ－ずうず

うしい 

奖卷是象一角钱那么大的 [厚] 纸板，上面画了一棵摇钱树，树上结满了硬币。 ｐ－ずうず

うしい 

陈玉脸皮 [厚] 得象熊掌，双手拉扯着眼睛和嘴巴学了个鬼样儿。 ｐ－ずうず

うしい 

我只装没事，对付这号官就得脸皮 [厚] 一点。 ｐ－ずうず

うしい 
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这发言的是一位小女工，她的年龄一定比我小，可是，黑丽，你看呀，你自己不太面皮 [厚] 吗？ ｐ－ずうず

うしい 

你当面耻笑他们，他们面皮 [厚] ，一些不难过，便是你当面打他们，杀他们，他们也至死不悟，还以为自

己是对的。 
ｐ－ずうず

うしい 

他如果 [厚] 着脸皮回来，卫兵也不准他进屋。" ｐ－ずうず

うしい 

抢不上的则 [厚] 着脸皮往前插，美其名曰：抢时间！ ｐ－ずうず

うしい 

那营长和他的属员们 后也上了车来，他对我倒也没有干涉，我自己也就 [厚] 起铁脸皮在车底的铁皮上坐

下了。 
ｐ－ずうず

うしい 

这种水稻个儿粗壮，抗病害，抗倒伏，不但好吃，营养价值还特高，一亩试验田打了一千零十五斤金灿灿
的稻种，轰动了县里省里，许多领导干部坐着小汽车来参观，这位要几百斤"试种"，那位要二百斤"品尝"，
连大队长、支部书记还 [厚] 着脸皮要两口袋。 

ｐ－ずうず

うしい 

你在长沙念了几天书，不晓得天多高、地多 [厚] 了！ p－物事

が難しい 

筑路英雄们学习'红军不怕远征难，万水千山只等闲'的革命精神，'山高我敢攀，地 [厚] 我敢钻，河宽我敢
跨'，凿穿了几百座大山，开出了四百二十七条隧道，飞架了六百五十三座桥梁。 

p－物事

が難しい 

如《明医杂著·梦遗滑精》篇说：“梦遗滑精，……饮酒 [厚] 味，痰火湿热之人多有之。” 味が濃い

总之，遗精多由劳神过度，房室不节，醇酒 [厚] 味，湿热下注所致。 味が濃い

三、湿热内蕴醇酒 [厚] 味，损伤脾胃，酒食酿成湿热，流注于下，扰动精室，亦可发生精液自遗。 味が濃い

卫生员肖禾根想起家乡江西「磨盘瓜」，这种瓜个大，肉 [厚] ，味甜，当年江西人民用它支援红军，毛主

席、朱总司令还经常吃它呢。 
果実の肉

質が豊富

である 

辣椒的种类很多，大凡形大、肉 [厚] 、富于水分的如大家熟知的柿子椒，辣椒素的含量比例少，辣味不浓。 果実の肉

質が豊富

である 

很多的老前辈是懂得这个道理的，蔡月秋老师的跷功虽然根底很 [厚] ，但是在身段的矫健、利落上，他自
己也觉得要略逊谭芸仙老师一筹。 

基礎 

这个剧团底子很 [厚] ，能演一百多个戏，但是所有的剧目都是未经整理的，其中当然有不同程度的不好的

东西。 
基礎 

大剧种有时即使化的粗一点，尚不致骤然失掉自己的特色，例如京剧过去整出地搬昆曲、搬拨子，或者在

京剧里原封不动地采用昆曲、吹腔、四平调……风格上比较接近的牌子唱腔，因为底子 [厚] 些，胃口大些，
尚不致失去自己的特色（当然京剧也应注意"化"）。 

基礎 

中医赵老先生说，你家宅子脉气 [厚] 。 基礎 

他原来的语文根柢比较 [厚] ，只靠教师在课堂上教的几篇古文感到不满足，在课外读了很多书。 基礎 

宽肩 [厚] 背、多以方块的形体塑造。 筋肉が発

達してい

る 

马背宽而 [厚] ，肉绵绵的，虽然没能上去一试，屁股已觉出软；而驴背窄而瘦，脊骨坚坚，虽然也没能上

去一试，屁股已觉出硬。 
筋肉が発

達してい

る 

一个大高个，光头，一身白纺绸带暗条裤褂，褂子放在裤子外头，光滑平整宽绰凉快，摺折都赛 裁一般
齐，胸 [厚] 肩方，手宽脚大，阔脸直鼻，双眼赛灯。 

筋肉が発

達してい

る 

此外还有一个土匪；但那模样却是老实的庄稼人，全没有土匪的派头--矮矮的个子，宽大的腮骨，方 [厚] 的
肩膀，大鼓似的臀部，短短的分开着的腿。 

筋肉が発

達してい

る 

也正因为空气稀薄，为了吸进足够的氧气，所以他的肺很大，你不见他们的胸膛又宽又 [厚] 吗？ 筋肉が発

達してい

る 

可是真为难，它的皮肤和肌肉太 [厚] 了，我用听诊器，怎么也没听到心跳和呼吸的声音。 筋肉が発

達してい

る 

身子象一座小土堆似的，又宽又 [厚] 。 筋肉が発

達してい

る 

鲁迅早就说过："历史上都写着中国的灵魂，指示着将来的命运，只因为涂饰太 [厚] ，废话太多，所以很

不容易察出底细来。 
濃さ 

从她的装束上看来，似乎已是久居城里，都市的气味沾了满身，一样是花布衣服，可现在就变成了短削的

旗袍，肩上斜披着一条红围巾，发辫自然剪去而分作 时髦的鸭屁股之类，便是脸上的脂粉呢，也不如从
前那么 [厚] 了。 

濃さ 

他幻想着他会把那只染过凤仙花指甲的手握住，慢慢地把这个戒指替她戴上，那张 [厚] 粉的脸含笑着投到

他的 里来。 
濃さ 

他与雕刻家多纳太罗、建筑家布鲁涅列斯奇交往甚 [厚] ，彼此艺术志向相投，时常在一起讨论新艺术。 親しい 
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这亲戚是我老爷在世时待之甚 [厚] 的一个结拜兄弟，妈妈让我们管他叫二老爷。 親しい 

不过我是不赞成此说的，因为诗人是伉俪情笃，时时刻刻要想到老婆，所以如此解释，别的人的夫妻之间，
大概未必会如此笃 [厚] ，所以他的解释是传扬不开去的。 

親しい 

两口子虽然说不上日进斗金，却也吃花不愁，小家底儿是一年 [厚] 似一年。 数量 

赵忠祥就懂得电视，根据自己的相貌特点，"宁拙勿巧，宁涩勿滑，宁丑勿媚"，追求真朴、 [厚] 博。 性格が温

和である 

人物的形象虽则古拙，但自具一种朴 [厚] 的作风。 性格が温

和である 

文书科主任看见原信，向东家大恭维这位未过门姑爷文理书法都好，并且对死者情词深挚，想见天性极 
[厚] ，定是个远到之器。 

性格が温

和である 

虽然是否能造成另一种更好的文化还不可知，然而至少要把那些文化的没用的渣滓去掉，也并不难，--我知
道这边的人民诚实，朴 [厚] ，做起事来又认真，虽然不十分灵活，可是凡到本处来的人却很能了解。 

性格が温

和である 

他认为道德的主要内容是从前顾炎武提倡过的"知耻"、"重 [厚] "、"耿介"三项，再加上"必信"一项，总共四

项。" 
性格が温

和である 

重 [厚] "是说一个人应当庄重 [厚] 道，做事情不要轻率从事，对待人不要尖酸刻薄。" 性格が温

和である 

朝廷是宽仁 [厚] 大的，将来的功名富贵不会少你的。 性格が温

和である 

源头不通而希望流水长远，根本不固而希望树木茂盛，德义不 [厚] 而希望国家安定，我虽愚笨，也知道是

不可能的，更何况明智的人呢？ 
世間から

の高い評

価 

这约规定英美日三国主力舰的比率为五·五·三，日本虽在一九二二年认为满意和安全，但现在觉得见逊于英

美为耻，且以为英美两国的海军军力太 [厚] ，她自己的军力太薄，于她的安全，发生问题，所以她必须向

英美争得海军平等。 

力 

她患着气喘症，每天晚上都要靠婢女玉梅替她捶背及大腿，有时夜深人静，玉梅的瞌睡来了，她的手不住
的上下捶着，而她的全身，她的浓眉，她的薄薄的嘴唇，她的黑 [厚] 的头发，都安静得像睡着一般。 

密度・濃

度 

风从峡谷吹来，身子一荡一荡啊像个钟锤，在 [厚] 密的绿叶底下，有时吐出两条火红的蛇的细舌头，或蹿

出一个灰褐色的蜴蜥。 
密度・濃

度 

湖沼是有的，那是如妇人在哓妆时被懒欠呵昙了的镜，或如净下一脸脂粉的盆中的水，暗朦而 [厚] 腻的；
河流也见得很多，都是黄，或者发黑，边上浮着朱门里倾倒出来的鱼片肉片，菜片，如同酒徒呕出来的唾

沫。 

密度・濃

度 

再说，它们身上也没有涂着这样 [厚] 的名贵香粉。 密度・濃

度 

李翠翠把肩上扛着的小篓子，放在了地上，低下面颊回答说：“碰到草 [厚] 的地方打草籽，碰到水塘捞鱼
虾。” 

密度・濃

度 

为了保苗、全苗，各地已普遍注意精细整地、防旱保墒、适时播种，提高播种技术和移苗、补苗等工作，

尽量克服或减少缺苗断垅与禾苗稀 [厚] 不 的现象。 
密度・濃

度 

林密草 [厚] ，固然给我们带来了一定的困难，但是没人剥削我们了，我们的日子不是一年年好起来了吗？

" 
密度・濃

度 

这火防的可倒好，几年没出火，林子长得那么密，草长得那么 [厚] ，简直连野兽的影子你也别想看到。" 密度・濃

度 

像松树之类的树常常有稠 [厚] 如蜜的树脂流出来，滴在地上，如果树脂在路上遇到一只小虫子的话，便把

它裹在里面。 
密度・濃

度 

他高昂起头，让风儿尽情地梳洗他那又 [厚] 又密的头发，发出一阵轻轻的沙沙声。 密度・濃

度 

草帘又 [厚] 又密，把阳光全都遮掉了。 密度・濃

度 

春季是猎取鹿胎的季节，被称为"鹿胎期"；初夏是猎取鹿茸的季节，被称为"鹿茸期"；秋季是鹿的交配时期，

被称为"鹿围期"；冬季各种细毛兽绒毛 [厚] 软，是猎取水獭、猞猁、灰鼠等的大好季节，被称为"打皮子

期"。 

密度・濃

度 

它的毛很 [厚] 密，不怕寒冷而怕炎热。 密度・濃

度 

牦牛更是青藏高原的特有动物，毛 [厚] 而长，可以卧雪御寒；体矮身健，善于爬山负重，被称为"高原之

舟"。 
密度・濃

度 

煤焦油在分馏后剩下的稠 [厚] 的黑色物质是沥青。 密度・濃

度 

跑出来参加革命的那天晚上，婶子特地借了点地瓜面，给他做了一顿 [厚]  [厚] 的榆钱儿"糊糊"。 密度・濃

度 

到了汉代，《毛诗序》则提出"经夫妇，成孝敬， [厚] 人伦，美教化，移风俗"和"赋、比、兴"，"上以风化

下，下以风刺上，主文而谲谏"，这可以说是对孔子的批评标准的补充和具体化。 
優待する 

结果，中国的食疗传统却在欧美一些国家受到特殊的 [厚] 遇，已逐渐成为这些国家食品工业中的新星，代
表着食品工业未来发展的方向。 

優待する 

她又想到：自从女婿施树仁遇难以后，多亏徐明远多方照料静华，这春满园的工作也是他介绍的，且女儿

到此以后，生活也极安定，马院长对她似乎也很器重，不但畀以教导主任的重要职务，且在人情的往来上

也特别殷 [厚] ，时时以贵重的物品相赠，譬如她自己手上戴的一对玉镯子，就是马瑞康送的寿礼，--饮水

優待する 
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思源，这一切都是因徐明远的关系而来。 

后来虽有不少美籍的教师在这方面给我许多益处，但是这两位教师却给我以初学英文的很大的训练和诀窍，
是我永远所不能忘的 [厚] 惠。 

優待する 

我不对你说明，并不是对她 [厚] ，对你薄反而是为你。 優待する 

然其沐浴礼化，进退不越，政事堕于上，而民德 [厚] 于下，固不以玄言废也。" 優待する 

秦惠王即位后，车裂商鞅，自是之后，旧贵族势力又抬头，如“孝文王初立，褒 [厚] 亲戚”，“庄襄王立，

施德， [厚] 骨肉”，这都标志着新兴地主势力在政治上的失势，和嬴姓氏族贵族势力的再起。 
優待する 

于所 [厚] 者薄，无所不薄也。 優待する 

就是孟子所谓应 [厚] 者而反薄了。 優待する 

例如以农民战争在讲授中所占比例之多少，所引史料原文中是否含有污蔑劳动人民的用语，以及是否" [厚] 
古簿今"，是否重视学习苏联等等来衡量教师的立场观点。 

優待する 

陈伯达在这次运动中尤其极尽推波助澜之能事，他提倡的" [厚] 今薄古"已经造成了极大的混乱，犹以为未
足，又指摘一些大学的中外关系史专业的命名丧失立场，要求改为帝国主义侵华史，后来又改为中国人民

反帝斗争史。 

優待する 

在" [厚] 今薄古"口号的鼓励下，这次运动要求一切历史科学，无论古、今、中、外，都必须配合当前阶级

斗争，为现实政治服务。 
優待する 

如果说，五十年代前期，我国历史学的主要问题在教条主义的影响．那么自从一九五八年陈伯达提出" [厚] 
今薄古"，并且通过"拔白旗"运动加以普遍贯彻之后，历史学就开始滋长实用主义倾向。 

優待する 

中学历史，完全讲近百年史，当然谈不上象现在的" [厚] 古薄今"。 優待する 

以"史"的课程而论，过去宣扬"英雄创造历史"的唯心史观，现在努力阐述劳动人民在历史上的作用；过去尊

儒反法，现在努力正确评价法家，深入批判儒家；过去 [厚] 古薄今，现在贯彻古为今用的方针，总结历史

经验，为现实斗争服务。 

優待する 

儒家为了维护和复辟腐朽的奴隶制度，还极力鼓吹"天命论"、"有神论"，宣扬"死生有命，富贵在天"，坚持 
[厚] 古薄今、"法先王"的反动的唯心史观；法家则从朴素的唯物论出发，提倡无神论，主张"人定胜天"，
并且坚持 [厚] 今薄古、"法后王"的革新进步的历史观。 

優待する 

这不是 [厚] 古薄今，因为直到现在，多数人大致还是这样看。 優待する 

拿文学来说，１７世纪古典主义的文学就远远胜过了古希腊罗马文学，因此，必须反对 [厚] 古薄今的观点。 優待する 

于是 [厚] 殓之风日盛。 優待する 

她自从在路上遇见介民和菊溪的情状之后，悲愤在她心里攻击了几天，每日看见介民，总使她妒恨的火焰

在心头勃起，恨不能问他为什么 [厚] 于彼而薄于此，常常给她一个冷板难看的面孔？ 
優待する 

苏东坡被朝廷流放到惠州只住了三年，可是惠州人民独 [厚] 于他。 優待する 

正因为如此，在"古今关系"上，曾较多地强调" [厚] 今薄古"。 優待する 

不过，对于科学技术史来说，所谓" [厚] 今薄古"只是就下述三个意义而言的：首先，是指"古为今用"，即

学习与研究历史，是为了理解和指导现实。 
優待する 

[厚] 今薄古"，不过是按照历史的本来面貌认识历史而已。 優待する 

所以，提倡" [厚] 今薄古"，在任何情况下都不应变成"重今轻古"。 優待する 

在洞房中，听到新娘针线巧，嫁奁 [厚] 的赞语。 量 

（２）根颈部位定期培以 [厚] 土。 量 

四川柑桔产区群众，在清明节前后期间钩杀幼虫以后，于树的根颈部位培以 [厚] 土，在夏至节前后看虫时

扒去泥土，在清除卵粒和初孵幼虫以后，仍培土覆盖，至秋分节前后钩杀幼虫时才除去培土，借以提高星
天牛的产卵部位，便于消除虫卵，保护树体。 

量 

相形之下，李渊可谓 [厚] 赏矣。 量 

是人云亦云的俗套子还是评论家 [厚] 积薄发、潜心研究的真知灼见。 量 

王继恩镇压了王小波、李顺起义军之后，朝中大臣都主张对他予以 [厚] 赏。 量 

他拉拢了驸马都尉柴令武、房遗爱等２０余人， [厚] 加赠遗，引为朋党。 量 

于是封蓝道行为纯一真人， [厚] 赐遣返。 量 

归纳起来，一是 [厚] 赏赐，免钱粮。 量 

《民国新闻》创刊于１９１２年７月２５日，出版预告有“非有精确之新闻，无以造正大之舆论；非有正大

之舆论，无以扶初步之共和；本社有怵于斯， [厚] 集资金，创立兹报”等语，以“保护共和政体”为主要宗

旨，发起人为吕志伊等人，实际担任该报总编辑的是刚从日本回国的邵元冲。 

量 

必须 [厚] 赂太监及其他与皇帝接近的人，"朝里无人莫做官"之语，其来有自矣。 量 

他是一个宽腮广颡的，北方气质很 [厚] 的人。 量 

用笔宜于劲、老、活、松、圆、 [厚] 、毛润和巧拙，分别说明如下。 量 

他于１９４５年参观过吴作人在渝举办的个人画展，十分推崇画家的人格和画风，认为吴作人天赋禀 [厚] ，
功力雄浑，集东西方艺术之长于己一身。 

量 
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兼收并蓄，取精用宏， [厚] 积薄发，由博返约，持之以恒，精进不懈，古人讲的这些积小成大，终能自成

一家的道理，是深有启发意义的。 
量 

泰伊教授也觉得无保密的必要，这些毕生积累， [厚] 积薄发的功底带到九泉之下也真有点可惜。 量 

尤其是有些世袭佃农，自己不耕，将田顶与别人，而从中获利，若是人多田少的农村，他更时常利用竞争，

要求补价，或赎回另顶，获利甚 [厚] ，致俗有「二东君」之称。 
量 

其实是因为当时英国的农业者经营完全自由，租税的负担又轻，以致大规模经营很盛，技术冠于邻邦，生

产丰富，农业者的利益颇 [厚] ；而法国的农民受土地所有权及人格的自由所拘束，租税的负担又重，以致
经济力薄弱，生活困苦，小规模经营的方法幼稚，生产甚少，并非大小经营本身的结果。 

量 

盖美英等国海外投资之基本条件为投资对象国政治经济之安定，及利润之高 [厚] ，而其根本基础为其国际

经济政策及对外投资政策，故决不致因我实行计划贸易而即拒投款项也。 
量 

温州鞋款式好，卖得快，利又 [厚] ，卖温州鞋的人都暗自叫好。 量 

努尔哈赤所部收购北货时，"不与全价"，转手入清河、抚顺、辽阳各市"货卖，又得了 [厚] 价"，于是各条

水陆城站，自北南来货物，尽为努尔哈赤垄断。 
量 

凡是一个人"营求富 [厚] "，不过是"鲜衣骏马、甲胄华丽美观，瞻以另人欣羡耳"，何以他求？ 量 

由此可见，满族骑射习俗，虽然仍为人们所"欣羡"，成为"营求富 [厚] "的目标，但已经出现不佳的势头。 量 

掸族的男子喜欢穿宽大的 [薄] 裙，女子则喜欢穿大袖的短外衣。 P

只只猪身上难看的癞皮，已开始凝结上一层 [薄]  [薄] 的红色嫩肉。" P 

看到我递过去的 [薄]  [薄] 的小册子，他让人将他自己那本几乎常年放在案头的、封面早已磨损的３０年

代版《曼殊全集》递过来，将两个版本看了又看，泪水潸然而下。 
P 

陶器方面有一种制造精巧的黑亮坚 [薄] 的黑陶；此外也有深灰色及褐色的陶器，器形有圈足的皿、豆，平

底的杯、罐、盂、盆，三足的鼎、鬲甗、鬶等。 
P 

因而，在那张 [薄]  [薄] 的纸片上签上自己的芳名，仅有高雅的气质和楚楚动人的容貌是远远不够的，还
要有挑战者的勇气。 

P 

圆球被一圈窄窄的淡蓝色的光晕包围，这就是地球周围 [薄]  [薄] 的大气层。 P 

[薄]  [薄] 的圆盘上，闪动着寒冷的金属光泽。 P 

大家走近去看，只见她一头乌发，梳着高髻，插戴着金步摇和镶着石榴石的簪子，垂着嵌了珍珠的金钿；

浓浓的眉毛，长长的睫毛，高高的鼻子，小小的嘴巴，脸形姣好，就是皮色白得象汉白玉；穿着 有羽毛
的上衣，襦衫上绣的花纹已褪了色，衣料 [薄] 如蝉翼；系着淡彩色的裙子，胸前腰间带着珠翠饰品，环佩

缨络，脚上穿着如意履；体 丰腴，她的神 好象是舞得太累了的演员，来不及卸装就躺下来休息。 

P 

天气很冷，铺在路上的雪虽是 [薄]  [薄] 一层，但一整天也不见溶化，脚板踏上去，咯吱咯吱的响，一走

一滑，很不得劲。 
P 

陈宏奎望着安小海还带几分稚气的脸，有点上翘的鼻子，爱说俏皮话的 [薄] 嘴唇，又喜爱又不安。 P 

大有看看妻的黄瘦的脸，与平 [薄] 的胸间一起一伏不很均 的气息，他又走出，在院子中立定。 P 

姜万杰走到掩蔽部，掀开防雨布帘子，钻进去，掩蔽部里一点暖气都没有，里面也蒙了一层 [薄] 雪。 P 

席棚子里是土炕，上面铺层 [薄] 草。 P 

马保儿抢着说："金牙更好办，我给咱们把子弹壳捣上些 [薄] 铜片片，按牙大小剪的包上就行。" P 

周宏道穿了件花格子洋 [薄] 绸衬衫，挥着巴掌大的东洋折扇，说道：“那吗，也算是孔夫子的中庸之道了。” P 

然而假使也能够博得活泼天真不知世上有愁苦的十五六岁少女们的喜欢，那是因为在这脸上还有很会说俏
皮话的两片 [薄] 嘴唇，常常是似笑非笑地嘻开着。 

P 

大概棉袍是太 [薄] 了，因为要温暖他的身体，那青年便走得很快。 P 

旗袍从她胸前敞开着，白色 [薄] 绸的背褡裹住她的丰满的胸脯，凸起处隐隐可以看出两点淡红的圆晕。 P 

其中有一个，制造了世界上  [薄]  [薄] 的表，以五千美元的高价待沽。 P 

在动脉壁之横切面，可见斑块之内膜层增厚，而绉纹部之中层则变为极 [薄] ，或竟完全为灰白色之疤痕组

织所代替。 
P 

为了减少涡流损失，电机和变压器通常用涂有绝缘漆的 [薄] 硅钢片叠压制成的铁心，如图 4-２１所示。 P 

孢子球形，含有叶绿素，无裂缝或有时具裂隙，外壁较 [薄] ，周壁具颗粒状纹饰或有时具褶皱，周壁外围

绕有４条弹丝。 
P 

由于它很 [薄] ，通常又紧贴细胞壁，因此，在光学显微镜下较难识别。 P 

细胞壁细胞的外层是一层透明的 [薄] 壁，叫做细胞壁。 P 

细胞膜细胞壁的内侧紧贴着一层极 [薄] 的膜，叫做细胞膜。 P 

每个细胞都是近似球形的，细胞壁很 [薄] ，细胞里贮藏着养料。 P 

把叶片横切成 [薄] 片，制成切片，放在显微镜下观察，就可以看到叶片的三个组成部分：表皮、叶肉和叶

脉（彩图一，图Ⅰ－３５）。 
P 

叶肉细胞的细胞壁 [薄] ，细胞里有大量的叶绿体。 P 

而阴地植物的叶（阴生叶）生活在荫蔽的条件下，叶片一般大而 [薄] ，栅栏组织不明显，叶绿体比较大，

叶绿素比较多；这些结构特点有利于阳光的吸收和利用，因而能够适应荫蔽的生活环境。 
P 

保卫细胞的内外壁的厚度不同：靠近气孔一侧的壁厚；背着气孔一侧的壁 [薄] 。 P 

当保卫细胞吸水膨胀时，较 [薄] 的外壁易于伸长，细胞向外弯曲，于是气孔张开（图Ⅰ－４７）。 P 
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皮层皮层是由很多层 [薄] 壁细胞构成的。 P 

髓和髓射线髓和髓射线都是由 [薄] 壁细胞构成的。 P 

春季，气候转暖，养料充足，形成层细胞的分裂和生长都快，所产生的木质部，细胞较大，壁 [薄] ，导管

多而大，木纤维少。 
P 

若用很 [薄] 的氧化层（约□）将超导体（Ｓ）与正常金属（Ｎ）隔开，就在Ｓ与Ｎ之间形成了势垒。 P 

每个细胞都有同样的结构（图Ⅱ－４）：外面由细胞壁包着，里面的细胞质分成两部分，一部分在细胞中

央，其中包含着细胞核，另一部分紧贴着细胞壁，成一 [薄] 层。 
P 

在细胞质 [薄] 层里，含有螺旋形排列的带状叶绿体。 P 

紫菜的植物体是 [薄] 而柔软的叶状体，边缘有很多皱褶，基部固着在浅海的礁石上。 P 

硅铝层在大洋地壳中很 [薄] ，甚至缺失，硅镁层则是普遍存在的。 P 

这时，冈村插话说："你们两位都是我的好朋友，年轻有为，前程远大，今天你们看我的 [薄] 面，不仅前
嫌尽弃，并且做了好朋友，我真高兴。 

P 

我替母亲不平，也替母亲婉惜……说起来，我真是够叫她羡慕的，但这羡慕却叫人伤心……我的脑子乱了，

我觉得过去的一切认识都需要重新思考一番了，什么是幸福，什么是不幸，什么是一个人生活中 宝贵的

东西，这些问题都需要重新想一想了……我望着我的母亲，我完完全全地理解了她了，在我的眼里，她再
不是一个平平庸庸的家庭妇女，而是一个和我一样热爱生活、愿意为生活献出自己的一份 [薄] 力的女性

了……母亲走了。 

量 

他是建筑工程师，他家又是某国著名财团的大股东，他希望通过实地考察，为家乡建设"略尽棉 [薄] 之力"，
并鼓励港澳、国外中、青年一辈华侨实业家、企业家为建设特区、振兴中华作些贡献。 

量 

不论是金皇后还是白马牙（玉茭）；不论是鱼鳞白还是蚰子麦（麦子）；不论是披头柳还是独根立（高梁）；
不论是凤凰窝还是一窝猴（花生）；不论是全苗黄还是水里红（谷子）；不论是二Ｂ棉还是四Ｂ棉，都可

以给它这样一个结论：比那些力 [薄] 劲小的单干户都是高一尺深一色啊！ 

弱い 

果肉 [薄] （不够２毫米厚度）。 肉質が少

ない

虽衣单食 [薄] ，艰难奋战，历尽人间之辛苦，然不为法律所承认，不为后方所援助，则精神痛苦，无以复
加，故有请中央允予扩充编制之举。 

量 

这约规定英美日三国主力舰的比率为五·五·三，日本虽在一九二二年认为满意和安全，但现在觉得见逊于英

美为耻，且以为英美两国的海军军力太厚，她自己的军力太 [薄] ，于她的安全，发生问题，所以她必须向

英美争得海军平等。 

弱い 

同时，他们认为，广东中路的要口，"虎门为 ，次即澳门"，而在澳葡萄牙人"兵单力 [薄] "，因此需要发
兵对澳门水陆加倍严防，并以此举"寓钤制防维"葡萄牙人之意。 

弱い 

施琅在给康熙的奏疏中写道："臣奉旨征讨，亲历其地，备见野沃土膏，物产利 [薄] ，耕桑并耦，鱼盐滋

生，满山皆属茂树，遍处俱植修竹。 
量 

然而农业所必要的劳动，生长于都市的，在其体力上或知识技术上，都不适当，加之工作辛苦不洁，而报

酬又 [薄] ，尤为都市的人所厌忌。 
量 

敝摊货少利 [薄] ，从没经营过这种高贵之品。” 量 

瘦 [薄] 而色淡者，多是气血两虚；瘦 [薄] 而色红绛且干，多是阴虚火旺、津液耗伤所致。 P 

但是，生物的绝大部分集中在地面以上１００米到水面以下２００米这一 [薄] 层里，因为这一 [薄] 层可

以获得充足的太阳光能，有适于生命活动的温度条件，有生物可以利用的大量液 水、氧气、二氧化碳以

及氮、磷、钾等营养元素。 

P 

花粉管通过花柱而达子房的生长途径，可分为两种不同的情况；一些植物的花柱中间成空心的花柱道，花
粉管在生长时沿着花柱道表面下伸，到达子房；另一种情况是花柱并无花柱道，而为特殊的引导组织（ｔ

ｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇｔｉｓｓｕｅ）或一般 [薄] 壁细胞所充塞，花粉管生长时需经过酶的作用，将引

导组织或 [薄] 壁组织细胞的中层果胶质溶解，花粉管经由细胞之间通过。 

P 

机械组织往里充满着 [薄] 壁细胞，靠外面的 [薄] 壁细胞里常含有叶绿体，所以茎呈现绿色。 P 

岩性影响显著的一类土壤是原始土或幼年土，例如硅质 [薄] 层土、 [薄] 层石灰岩性粗骨土、石质土、 [薄] 
层紫色土和第三系红砂岩崩解而成的 [薄] 层强酸性土壤等。 

P 

②瘦 [薄] 舌：舌体瘦小而 [薄] ，称为瘦 [薄] 舌，是阴血亏虚，舌体不充之象。 P 

当时围绕着东交民巷已经有一些大洋行、大公司，二伯父的商店尽管是从巴黎直接来的香水，可是本钱少、

底子 [薄] ，既进不了真正上等的香水，又缺乏货物的来源，开始时由于正对长安街，地势还算有利，加上
他店铺门面刷成一片蔚蓝色，上面写白色英文字，的确也曾吸引一些外国客人进来，但多半是转转身看看

货物，摇摇头就走了，后来简直就没有客人进来了，一个本小利 [薄] 的商人想和那些大公司竞争，前途只

有一个，就是以卵击石，破个粉碎。 

基礎が弱

い、量が

少ない 

播种一般进行盆播，用黑山泥装盆后播种，播后 [薄] 覆土，然后用细喷头或浸水法浇水，使盆土浸透水分，
全面湿润，然后用玻璃盖好即可。 

ｐ 

随着磁力起动机转速的加快，江面上渐渐蒙上了一层 [薄]  [薄] 的白雾，象一抹缥缈的轻纱，把两岸的树

木遮掩起来。 
ｐ 

黄昏时候，天空弥漫着一重 [薄]  [薄] 的雾烟，两旁夹着椰林的沥青油马路，朦朦胧胧已瞧不清楚了。 ｐ 

太阳在 [薄]  [薄] 晨雾的后面，越发显得红艳。 ｐ 

夕阳西下，关内外升起一层 [薄]  [薄] 的夜雾。 ｐ 

由于内分泌和代谢功能的改变，老年人骨中钙质大量异化造成骨萎缩和骨质疏松，使骨密质变 [薄] 。 ｐ 

低雾的高度在２-１００米之间，有时，低雾厚度不到２米， [薄]  [薄] 地蒙蔽在地面上，这种雾称为浅雾。 ｐ 
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一具 [薄] 材，四名鼓手，死的第二天便搭去埋了。" ｐ 

２． [薄] 镜面。 p 

如果采用 [薄] 主镜，由于它的重量大大减轻，那么就可以相应地减轻支承主镜的镜框、镜筒和装架的重量，

并减轻望远镜轴承的负荷，从而可简化机械设施和大大减少经费，但采用 [薄] 主镜必须妥善解决镜面背后
的支承均 问题。 

p 

要加工和支承这样的 [薄] 镜面来达到光学高精度需要研究出一整套新的技术，特别是镜面背后的支承系统

需要能在温度和重力方向的变化下，十分妥善地托住镜面各单元的重量，不使镜面发生微小的形变。 
p 

由图可以看出，与前面看法不同，六角片状晶转变为圆锥形霰是这样的：当片状晶下降时，雪片迎风方先

有 [薄] 凇附物出现，不久就因流体动力不稳定，凇附物转而集中到片状晶的下风方，形成一个枕头状霰。 
p 

发现当过冷却程度小于０．９℃时，把冰晶的ｃ轴垂直地接触过冷却水滴表面，可发展出近乎园盘形的 [薄] 
晶。 

p 

如果它是由非过冷却雨滴降到冷却得很厉害的地面或地物上而形成的时候，一般这种雨淞很 [薄] 而且存在

的时间不长。 
p 

房子中间摆一张蒙着油垢的八仙桌，（它令人厌恶的在 [薄] 暗中发光。 明るさ 

天昏暗的像 [薄] 暮一样。 明るさ 

末了，那小屋的几个圆窗在 [薄] 暗中突然露出明亮的灯光，空中落下的冷风吹在面皮上似乎有很重的湿气；
我便缓缓向那小屋走去。 

明るさ 

假使半夜之后，在 [薄] 暗中，远处隐约着一位这样的粉面朱唇，就是现在的我，也许会跑过去看看的，但

自然，却未必就被诱惑得上吊。 
明るさ 

那 [薄] 亮的明光从远处的高白杨树上洒下来，一切都清寂得很。 明るさ 

外面的大风仍然刮着，映在玻璃窗上的一层 [薄]  [薄] 的惨白阳光已经消逝了它 后的残影，各人都板着

严肃的面孔，，空气是沉静极了。 
明るさ 

一小时以后，天色渐渐转白了，岸上的景物开始露出明显的轮廓来，船舱里映进了一点亮光，稍稍推开篷，

可以望见天边的黑云慢慢地变成了灰白色，浮在 [薄] 亮的空中。 
明るさ 

对岸的青山，格外的妖媚，披了弱而无力的阳光，脆 [薄] 的，使你的心起着微微的凄动。 明るさ 

小船上掌梢水手正点了个小油灯， [薄]  [薄] 灯光照着那水手的快乐脸孔。 明るさ 

阳光一般地是变得淡而 [薄] 了，并且带着哀调；潮音也拖着一种若在夏天非深夜不能听到的寂寞的余韵；

空气变得异常清澄；对岸富士山的秀姿，时常打一清早起便远远地在彼方的云端露出来。 
明るさ 

哪怕穿一件小学时代的红花衬衫，都显出稚气的、娇娇的艳丽和朴素；有时穿一身黑衣，丝毫不显出妖冶，

仍是动人的娇艳温柔；有时穿一套很多鼓鼓大口袋的现代短衫裤，仍是雅气可爱，毫不显得现代派的新潮
浮 [薄] 和怪异生硬。 

浅はか 

我没有到过樱花的国度，然新近也曾看过从那像移植过来的南京明陵附近的樱花，如云如雪，颇使人起缥

缈之感，然有色无香，终嫌味 [薄] 。 
味が浅い

反之形小、肉 [薄] 、水分含量少的如羊角椒，辣椒素相对的比例就大，辣味也强。 果実が豊

富でない 

为甜樱桃的野生种，核大肉 [薄] ，为国外所使用的主要砧木。 果実が豊

富でない 

球苞扁椭圆形，刺簇稀，球肉 [薄] ，出籽率高达６０％。 果実が豊

富でない 

而恼羞成怒的王魁，也同时抄出了焦桂英的老底子：“你本烟花弱质，我不念当初 [薄]  [薄] 的恩情，今晚

冒闯相府，早送你到枉死城中去了！” 
感情 

从公务人员待遇的低微，他谈论到世 的炎凉和人情的硗 [薄] 。 感情 

近世人道日 [薄] ，房屋的防御日坚，那些棚愈加遮掩得密，那些笼愈加拦阻得紧，住在里面，真像钻进洞

里一般。 
感情 

可是到头来，好处没落到一点，却白白地赚到一个"滚"字……伴君如伴虎，人情 [薄] 如纱，我温七九子今
天才算懂了！ 

感情 

否则亲道愈 [薄] 愈 [薄] ，直至视父母亦同秦越。 感情 

善读书，"书越读越 [薄] "，越好掌握，也就是这个道理。 簡素に 

可见，魏晋南北朝的 [薄] 葬风气受到前代 [薄] 葬思想和行为的影响是非常明显的，它是前代 [薄] 葬源

流涌起的一个浪峰。 
簡素に 

第五，魏晋南北朝 [薄] 葬风气的盛行与一些封建统治者的倡导和模范行为是分不开的。 簡素に 

作为魏晋南北朝时期 [薄] 葬风气的倡导者--曹操，是当时地主阶级中 为杰出的政治家之一，他历来提倡

节俭治国。 
簡素に 

这些人生而节俭，死则 [薄] 葬，对当时的社会风气不能不产生重要的影响。 簡素に 

佛教主张 [薄] 葬。 簡素に 

佛教的这种把现世的祸福归结于前世所作的业，而现世所作的业要待死后由神明裁判的生死轮回观念，随

着这一时期佛教的世俗化、中国化，也逐渐深入民心，使这些佛家弟子对死后的丧事处理趋于淡化，从而

主张 [薄] 葬，重视现世的"功德"积累。 

簡素に 

由于佛家主张 [薄] 葬，其"荼毗火葬法"的葬仪也比土葬省钱省时，简便易行，因此在宋元时期大行其道，
深受民众的欢迎。 

簡素に 

第三，魏晋南北朝 [薄] 葬风气的盛行，与当时社会的经济状况有着密切的联系。 簡素に 

第四，春秋战国以来的 [薄] 葬思想也对魏晋南北朝的丧葬风气产生了一定的影响。 簡素に 
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魏晋南北朝时代的 [薄] 葬不可能不受到前代 [薄] 葬思想和行为的影响，这从当时人的许多终制遗言中可

以看出。 
簡素に 

西汉杨王孙的"反真"思想就对这一时期的 [薄] 葬者有很大的影响，如曹魏的议郎沐并就直接效法杨王孙实

行俭葬，其终制说："奚以棺椁为牢，衣裳为缠？ 
簡素に 

他认为中国传统的学问，与西洋国家的学问，有一个根本不同点：西洋的学问，"先物理而后文词，重达用
而 [薄] 藻饰，且其教子弟也，尤必使自竭其耳目，自致其心思，贵自得而贱因人，喜善疑而慎信古"。 

簡単に 

我国人口多，底子 [薄] ，资源有限，生产力发展水平还较低，进行大规模的社会主义建设急需大量的资金

和物资，提倡"高消费"是脱离中国国情的败家子作风，决不是文明行为。 
基礎 

我们家底子还太 [薄] ，什么都欠缺呀！ 基礎 

当年的小海字，产量不高，家底很 [薄] ，困难重重。 基礎 

从我国的自然国情来看，我国人口多，底子 [薄] ，生产力不发达。 基礎 

我国人口众多，家底又 [薄] ，发展电视、广播、函授等各种非正规数育，甚至加上有辅导的自学等非正规
数育，这些都是颇有必要的。 

基礎 

我国的基本国情是人口多，底子 [薄] ，有十亿人口，劳动力资源丰富，资金却很匮乏，工业发展在各地区

之间又很不平衡。 
基礎 

我国是社会主义国家，人口多，底子 [薄] ，幅员广大，资源丰富。 基礎 

（二）根据我国人口多，底子 [薄] 、技术基础差、资金积累有限的特点，在工业现代化建设中，要实行发

展劳动密集型工业和发展资金密集型工业相结合，而以发展劳动密集型工业为主，广开就业的新门路，充

分利用我国丰富的人力资源。 

基礎 

这种大环境包括历史遗留下来的东西（比方说在我们中国就有人口多底子 [薄] 经济文化总的说来不发达、
各地区又很不平衡、小农经济和小农思想还有相当大的势力，具有中国特有的文化传统等）和当前形成的

新的东西（比如我国是一个正在进行现代化建设的社会主义国家。 

基礎 

由于我国经济文化底子 [薄] ，尽管中央决定"在今后一定时期内，中央和地方政府的教育拨款的增长要高

于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长"，调动各方面的积极性，通过各
种渠道集资办学；但是，与世界发达国家相比，我们教育投资的水平仍然是很低的。 

基礎 

人们经常说，人口多、底子 [薄] 、水平低是我国的基本特点。 基礎 

我们的国家底子 [薄] ，人口多，在生产和建设中必须精打细算、十分注意节约；必须发扬艰苦奋斗、不怕
困难，为祖国为人民事业的献身精神，绝不能大手大脚，更不能任意挥霍国家的资财。 

基礎 

他说，中国人口多，底子 [薄] ，我们要在相当长的时期内提倡勤俭节约，艰苦奋斗，这是建设有中国特色

的社会主义的组成部分。 
基礎 

（赶快改口）我是说还是慢着点稳当，现时咱们农业社底子 [薄] ，不如等到秋后再说。 基礎 

我是看着农业社底子 [薄] ，怕农业社栽跟斗才提出来秋后再扩。 基礎 

但是近年来，人们对出口加工区在技术转移上的作用，认识有些变化，比较一致地认为：（１）大多数发
展中国家或地区失业问题严重、缺乏资、工业技术底子 [薄] 、教育事业落后，工业发展的方向，基本上是

先发展劳动密集工业，然后过渡到技术密集和资本密集工业。 

基礎 

对于发展中国家来说，由于基础弱，低子 [薄] ，资金积累的速度不容易或不宜太快，因而通过外延扩大再

生产实现经济增长的方式，常常受到很大限制，因而不得不努力寻求节约资金，同时见效快的经济发展途
径，这就是内涵扩大再生产的方式。 

基礎 

但由于我国人口多，劳动力资源丰富，底子 [薄] ，建设资金困难，因而需要同时较多地（相对经济发达的

国家来说）发展技术密集型产业，特别是劳动密集型的产业。 
基礎 

大家知道，我们的国家大，底子 [薄] ，生产水平不高，可能用于经济建设的资金是有限度的，虽然发展农

业十分重要，农业投资要逐步增加，但在以重工业建设为投资重点的方针下，还无力过多地增加农业投资。 
基礎 

可是小些的剧种底子 [薄] ，胃口小，在吸受时更要慎重地选择和溶化。 基礎 

因为青年学生的生活知识不丰富，见闻不广，特别是缺少表演经验，功夫差，底子 [薄] ，没有“创造”的基

础；如果这时候随他们任意“创造”，那便是舍本逐末，放任自流，不能成器。 
基礎 

我的文化底子太 [薄] ，我小的时候只念过三个月的书，读的免费班。 基礎 

尽管他"根底脆 [薄] "，八股文字"不能成篇"，可是，这不要紧，他有的是钱，通的是权谋诈术，他就靠了

馈赠酒肉银两，满口甜言蜜语，居然成了文社的"盟主"，小小的赚得一点声名。 
基礎 

你该帮着你哥哥点，他文化浅，底子 [薄] ，你跟他可不一样啊！ 基礎 

经济底子 [薄] 、建设资金少是我国现代化建设的一大难题。 基礎 

本市集体企业由于底子 [薄] ，技术力量弱，资金有限，迫切需要一些投资少，见效快，技术先进的新产品。 基礎 

瓦鳖 [薄] 瘦，砖鳖肥重，谢大痴逮到的多是砖鳖。 筋肉が少

ない 

（二）饲喂方法自由采食与限量饲喂，两种方法经多次对比说明，前者日增重高，胴体背膘较厚，后者饲

料利用率较高，胴体的背膘较 [薄] 。 
筋肉が少

ない 

这，自然是树性的生长迟缓，可是土地的瘠 [薄] 也是一个大大的原因。 土地がや

せている 

他的家乡佟岭子一带是山区，土地很少又很 [薄] ，解放前人民过的是"糠菜半年粮"的苦日子。 土地がや

せている 

土地愈种愈 [薄] ，人愈来愈穷，愈是穷愈干不动活，愈是干不动活愈穷…… 土地がや

せている 
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例如他说关中丰镐一带民有"先王之风，好稼穑，殖五谷，地重，重为"；中山一带地 [薄] 人众，"丈夫相

聚游戏，悲歌慷慨"，"女子则鼓鸣瑟，跕屣，游眉富贵"；又说邯漳之地人多"微重矜节"；燕赵之区民多"雕
捍少虑"；齐俗"宽缓阔达"，"足智，好议论"；邹鲁俗"好儒，备于礼"，"地少人众，俭啬，畏罪远邪"；其它
象西楚之民的剽轻易怒，南楚之民的好辞、巧说、少信等，也都有生动的描述。 

土地がや

せている 

这个县地处黑龙港流域，土地瘠 [薄] ，农业生产发展缓慢。 土地がや

せている 

长秧不结果是土质 [薄] ，老班长带领我们硬是用肩膀头挑，垫了一米厚的土；长果青头是山高气候寒，果

子熟不透，老班长带领我们打铺草编帘子，他说这叫给秧苗盖被子。 
土地がや

せている 

不管落脚在瘠 [薄] 的山沟，或是巉岩的缝隙，都能扎下须根，繁衍着绿色子孙。 土地がや

せている 

凤春说："地 [薄] 队穷！" 土地がや

せている 

他用各种方法获取财物，扩充他的 [薄] 瘠的砂地，但一次持续的可怕的饥谨，终于把他们从自己的土地驱

逐了出来。 
土地がや

せている 

他记起了荣强和他握别时说的话：“咱们罗庄地 [薄] 人穷，要富就得先抓好工企业。 土地がや

せている 

但自从毛主席向全国农村发出"农业学大寨"的号召以后，沙石峪人和大寨一比，立刻找到许多差距，农田

基本建设上的差距显得尤其突出：沙石峪那瘠 [薄] 的土地和大寨的稳产高产海绵田实在不能相比啊！ 
土地がや

せている 

他们在迁徙来的时候，不是因为原地野兽太多，种不得收；就是由于 耕火种，土地瘠 [薄] ，无法继续生

产；不是因为家庭贫穷，只能上门卖断；就是由于火烧房屋，天灾人祸、逼得他迁。 
土地がや

せている 

照此速度发展，十几年后，这个以粮、菜为主的农业县的全部耕地，将全部变成瘠 [薄] 的低产田。 土地がや

せている 

灌溉面积增加，盐碱地、涝洼地、瘠 [薄] 的红壤得到不同程度的治理和改良，抗御自然灾害的能力有所提

高。 
土地がや

せている 

如株形高大，生长期长，土地瘦 [薄] 的栽植要稀点；反之，要密些。 土地がや

せている 

３．深翻改土与增施肥料深翻改土与增施肥料，是熟化培肥新修农田，改良坡地土壤瘠 [薄] 、板结等不良
性状的根本措施。 

土地がや

せている 

山地及土壤瘠 [薄] 条件下，可适当密植（５×４，５×３米）。 土地がや

せている 

杏树虽耐瘠 [薄] 的土壤，但肥料的反应也很敏感。 土地がや

せている 

２．自然开心形此种树形无中心干，主枝数较少，树冠较小，适用于树冠开张、土壤瘠 [薄] 或管理条件差
的核桃树。 

土地がや

せている 

粘土、盐碱土，瘠 [薄] 、通气差，低湿地和漏水、漏肥地均不宜选做育苗地。 土地がや

せている 

有些桉树、如窿缘桉、柠檬桉、圆锥花桉、雷林１号桉等，能生长在瘠 [薄] 的沙壤上，大叶桉、野桉、柳

桉、兰桉等，适生于深厚的粘土、壤土或冲积土，大叶桉、赤桉、葡萄桉、窿缘桉等则较耐盐碱。 
土地がや

せている 

（一）采种目前我国栽培桉树的主要省（区），已选育出一批在生产上有推广价值的杂种，如广东雷州林
业局选育的雷林１号桉、唐选杂交桉、草律桉、小果窿缘桉等，具有生长迅速，树干通直，耐干旱瘠 [薄] ，
抗风力强等优良性状，年平均材积生长量比窿缘桉大２５—１００％。 

土地がや

せている 

常绿杜鹃喜生长在云雾弥漫的高山上，喜酸性、疏松的土壤，也耐瘠 [薄] ，浅根性。 土地がや

せている 

以烂薯 [薄] 粥来延长她的母亲和妹妹的喘息。 密度・濃

度 

临死时，他咬破中指，在一块石壁上写道："金环鬼门关，上落十万难，家有 [薄] 粥吃，永不上此山。" 密度・濃

度 

十几只碗，一把竹筷，胡乱地放在桌上，轮值烧稀饭的就将一洋铅桶桨糊一般的 [薄] 粥放在板桌的中央。 密度・濃

度 

在每次发梢前１-２周施重肥，即嫁接前或剪砧前后施重肥一次，促春梢生长健壮；５月中又施重肥促夏梢
壮健；７月中下旬再施重肥猛攻秋梢，在每次梢生长中又适当施 [薄] 肥壮梢；但８月中旬后应停止施肥，

以免促发枝梢，入冬后受霜冻，１１月再施一次保暖肥以利越冬。 

密度・濃

度 

到剪顶前施一次重肥，猛攻秋梢，发秋梢后酌施１-２次 [薄] 肥壮梢。 密度・濃

度 

３．施肥杜鹃喜肥，用腐熟的饼肥上清液，或骨粉水、人粪尿、厩肥水等，为了保持盆土的肥沃，多半采
取 [薄] 肥多施的办法。 

密度・濃

度 

阳光倾泻在外祖父身上，越来越浓，外祖父的容颜却越来越 [薄] ，我看不清他了。 よく見えな

い 

我不是怕我这带异乡尘土的成人的足会踏碎了那脆 [薄] 的梦，我不相信那璀璨庄严的奇境会因时间之流的

磨洗而变成了一片荒凉。 
弱い 

我说过，我是依着自己的幻想而生活的，而你是依一种信仰而生活的；依幻想而生活的，容易破灭，因为
幻想的根据太过脆 [薄] ；依信仰的生活，易冒危险，因为信仰一种主义，即参加实际的斗争工作。 

弱い 

杨玲真是美人 [薄] 命，她嫁给尤国利，可谓一朵好花插在牛粪上，不料尤仔又在石塘嘴带了一个妓女，俨

然夫妇，把杨玲更抛在脑后了。 
弱い 

那黑黑的眼里，从深处又渗出了一层 [薄]  [薄] 的泪水，因为四周都是长长的睫毛，泪水汪在眼里，亮亮

的……少伟突然间撑起身来，一下抱住了杏仙的颈子，抱得紧紧的咿咿呜呜地哭了。 
量 

范芳有一些 [薄] 怒了。 量 
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黑三又是"王八太君" 得意的人，要是他嫌礼" [薄] "给"退"回来就糟糕了。 量 

这总算是份保障，但舆论界感觉太 [薄] 。 量 

这中农家里的子弟，自然希望他能承继祖上的 [薄] 产，专靠农牧过生活。 量 

对平坝地区的人民亦轻徭 [薄] 赋，土地税不超过百分之十，人口税每丁（男了）年征白银一钱，并有“盛
世滋生人丁永不起科”，以及禁止流官、土司额外苛扰等明令。 

量 

我看还是我们有些人志气太 [薄] ，有些人欠缺的还是自力更生的革命精神。 量 

未效，但当省已之未至，曰，此吾之诚浅也，德 [薄] 也。 量 

也有少数地方还可见到一些沉积物极 [薄] 或缺失的平原，称之为剥蚀平原。 量 

偶可遗留轻度色素沉着；Ⅱ度：浅Ⅱ度达真皮层，皮肤淡红或苍白，有 [薄] 水泡，疼痛剧烈，无继发感染，

二周左右可痊愈，不留瘢痕；深Ⅱ度累及皮肤基底层大部，神经末梢被烧坏，因而局部感觉迟钝，水泡壁
厚，皮肤苍白发灰色，常需３～４周才能痊愈，留有疤痕，有时需要植皮；Ⅲ度：皮肤及深部组织均遭破

坏，皮肤呈腊白色或炭化状，硬无弹性，无痛觉，表面干燥无渗液。 

量 

王太太在那天的客人中算 年轻，活泼，衣服也 漂亮，一身淡黄色的单绸长襟衣服，轻松而飘展着，直

拖在地上，在那 [薄] 寒乍暖的时令里，有些太单 [薄] 了，却是很美。 
量・ｐ 

我不对你说明，并不是对她厚，对你 [薄] 反而是为你。 冷遇する 

于所厚者 [薄] ，无所不 [薄] 也。 冷遇する 

就是孟子所谓应厚者而反 [薄] 了。 冷遇する 

廉于取名，而锐于求志； [薄] 于缴福，而厚于得民；菲于奉身，而燕及茕嫠；陋于希世而尚友千古"。 冷遇する 

陈伯达在这次运动中尤其极尽推波助澜之能事，他提倡的"厚今 [薄] 古"已经造成了极大的混乱，犹以为未

足，又指摘一些大学的中外关系史专业的命名丧失立场，要求改为帝国主义侵华史，后来又改为中国人民
反帝斗争史。 

冷遇する 

在"厚今 [薄] 古"口号的鼓励下，这次运动要求一切历史科学，无论古、今、中、外，都必须配合当前阶级

斗争，为现实政治服务。 
冷遇する 

如果说，五十年代前期，我国历史学的主要问题在教条主义的影响．那么自从一九五八年陈伯达提出"厚今 
[薄] 古"，并且通过"拔白旗"运动加以普遍贯彻之后，历史学就开始滋长实用主义倾向。 

冷遇する 

以"史"的课程而论，过去宣扬"英雄创造历史"的唯心史观，现在努力阐述劳动人民在历史上的作用；过去尊
儒反法，现在努力正确评价法家，深入批判儒家；过去厚古 [薄] 今，现在贯彻古为今用的方针，总结历史

经验，为现实斗争服务。 

冷遇する 

中学历史，完全讲近百年史，当然谈不上象现在的"厚古 [薄] 今"。 冷遇する 

儒家为了维护和复辟腐朽的奴隶制度，还极力鼓吹"天命论"、"有神论"，宣扬"死生有命，富贵在天"，坚持

厚古 [薄] 今、"法先王"的反动的唯心史观；法家则从朴素的唯物论出发，提倡无神论，主张"人定胜天"，
并且坚持厚今 [薄] 古、"法后王"的革新进步的历史观。 

冷遇する 

她自从在路上遇见介民和菊溪的情状之后，悲愤在她心里攻击了几天，每日看见介民，总使她妒恨的火焰
在心头勃起，恨不能问他为什么厚于彼而 [薄] 于此，常常给她一个冷板难看的面孔？ 

冷遇する 

这不是厚古 [薄] 今，因为直到现在，多数人大致还是这样看。 冷遇する 

拿文学来说，１７世纪古典主义的文学就远远胜过了古希腊罗马文学，因此，必须反对厚古 [薄] 今的观点。 冷遇する 

正因为如此，在"古今关系"上，曾较多地强调"厚今 [薄] 古"。 冷遇する 

不过，对于科学技术史来说，所谓"厚今 [薄] 古"只是就下述三个意义而言的：首先，是指"古为今用"，即

学习与研究历史，是为了理解和指导现实。 
冷遇する 

厚今 [薄] 古"，不过是按照历史的本来面貌认识历史而已。 冷遇する 

所以，提倡"厚今 [薄] 古"，在任何情况下都不应变成"重今轻古"。 冷遇する 

不过话又说回来了，你们知识分子脸皮儿 [薄] 、架子大，见了谁都不爱搭理。  

215 大槐树下实际上成了移民们的集散地。 ｐ 

216 山西洪洞大槐树"、"问我老家在哪里？ ｐ 

345 他说："那个战士不好吃大馍呀，一天能学几十、几百字，谁还一天愿学那三五个字。" ｐ 

346 李宜玮说："她砸煤砸得块儿一般大，她还帮军属纳鞋底和挑水。" ｐ 

266 有一次，明月歌舞班参加联华电影厂给总经理罗明佑祝寿，聂耳就表演了这个节目，罗明佑会后送了一

只大花篮，上写着送“聂耳博士”。 
ｐ 

82 在另一舞蹈《悲悼》中，舞者身披很大斗篷，被人拉过来拉过去，舞蹈从人的动势中，表现出人的痛苦

挣扎，伸出两手向上天求救。 
ｐ 

162 中国猿人的额部虽然向后倾斜，但类人猿则倾斜更甚；中国猿人的脑量虽然小于现代人，但类人猿的脑
量则只约等于中国猿人的４０％；中国猿人齿槽前缘虽然远超过前额垂直线之外，但类人猿则又超过中国

猿人甚远；中国猿人的牙齿虽然比现代人为大而又具有复杂纹理，但大类人猿的牙齿则更大、纹理更复杂；

中国猿人的下牙床虽然缺乏“下颏”和“下颌前内曲”，但没有猿类所具有的“舌状窝”而却发育着人类所独有的
“颏三角”；中国猿人的齿槽弓，虽然比现代人的较长较窄，但与类人猿相比则又短而宽得多。 

ｐ 

163 大腿骨在大小、形状、比例和肌肉附着点上都与现代人的相似；但也还具有一些原始性质，如骨干弯曲

的部分在下部、骨干前后方向扁平则是接近于猿的。 
ｐ 

164 中国猿人的肢骨，由上述的性质可以表明：下肢似现代人的程度比头部为大，而上肢似人的程度又比下

肢为大。 
ｐ 



287 
 

202 漫话洪洞大槐树 ｐ 

203 山西洪洞县有一处古迹，它不是古刹，不是名园，而是离县城不远的"古大槐树处"。 ｐ 

204 这个"古大槐树处"位于同蒲铁路西测一个浓荫盖地、槐柳相间的树丛里。 ｐ 

205 过木牌坊不远，有一座碑亭，里面有"古大槐树处"石碑一幢。 ｐ 

206 离碑亭不远，过个门洞有一棵粗有三把、枝繁叶茂的槐树，它就是洪洞大槐树。 ｐ 

207 不过，这已是古槐的"孙子"了──第一代古大槐树枯死后，人们补植了一株小槐；小槐长成大树后，不

知何年也干枯了，如今树干尚在，算是"儿子"辈；现在的这棵树挺立在碑亭东面的土台上，也因多年风雨
侵蚀，有几处已经断裂，现在洪洞县政府已用铁箍和水泥基座把它护托加固。 

ｐ 

208 如今，围绕着古大槐树处，建起了一座优美的公园。 ｐ 

209 为什么当地政府如此重视保护这几棵大槐树呢？ ｐ 

212 那么，九次移民究竟与洪洞大槐树有什么关系？ ｐ 

213 那时，洪洞县城北五里的贾村，有一古刹名叫广济寺，寺旁有一棵大槐树。 ｐ 

214 他们"以大槐树处为荟萃之所"，不管是从泽、潞、沁来的，还是从辽、汾、蒲来的，都集中到这里登记
造册，"发给凭照、川资"，尔后再由此处编队遣送各地。 

ｐ 

244 掸族的男子喜欢穿宽大的薄裙，女子则喜欢穿大袖的短外衣。 ｐ 

400 在烈日的映照下，他穿着汗衫，汗水在阳光下晶晶亮，他挥着大剪子"咔察、咔嚓！" ｐ 

228 岂料弥衡非但无请罪之意，却坐在曹营门外，手持三尺大杖，以杖捶地大骂。 ｐ・激しい 

115 醒转来以后，茶与手巾当然不可省，嘴内无味，于是你的朋友会拿钱叫伙计去买"几串冰糖葫芦"来的，

或者顺便买些花生，柿子，萝葡，于是笑笑说说，天已大黑；再打电话给你们别的朋友，到东来顺涮一次
羊肉，今夜梅兰芳的《洛神》是雅人们不得不去的雅集！ 

明るさの

程度 

274 大约在唐高宗至唐玄宗年间在中东有一个"白衣大食"国，即阿拉伯的伍麦叶王朝，那也是一个音乐获得

很大发展，对世界文化作出贡献的朝代。 
著しい 

333 这就是说：对于基本的功课，要'系统化'；对于专门的功课，要'精攻'，要'深入'；但这都还是就师范大

学与普通大学一致之点而言，还有大不一致之点，却要请大家注意的，就是：（一）'系统化'了，还要加上
一个'常识化'，因为师大学生的任务，是不可不及早认识所学的材科之教育价值的。 

著しい 

334 我是师大的一份子，离开她二十多年，再回头来，觉得她虽然经过许多折磨，并无多大改变，只是更老

了些。 
著しい 

335 但是有关于改造师大这个小环境的若干大的事实及其未来的发展，却有在这里切实探究之必要，因为这

一切正是逼使师大走上改造之路的背景。 
著しい 

337 由此可见，今后我国高等与中等教育，既必须服务于新的政治，便不能不首先以青年和成年工农干部为
对象了，并且其制度和方式也不能不随着大起改变了。 

著しい 

5 射击项目存在一定的偶然性，奥运赛场参赛选手，竞争激烈，心理状 对运动员成绩影响极大。 影響 

36 这些思想对后来思想界发生了很大的积极的影响。 影響 

92 这对于中国的国内外影响之大是无可估量的。" 影響 

109 由此一斑，不难察觉道教对中国民众影响之大了。 影響 

111 实际上，宗教改革在西方的影响更大。 影響 

129 一位大学讲师在分析青少年犯罪成因时说，除了家庭及朋友的影响外，传播媒介亦有极大的影响。 影響 

152 在康熙、雍正和乾隆初年，封建经济有了发展和繁荣，在这个基础上建成了疆域辽阔、民族众多、强盛

统一的封建国家，对此后我国历史的发展有着极大的影响。 
影響 

200 一是郑氏在台湾的多年经营，对施琅影响很大。 影響 

219６０多年间，他撰写的国际评论对美国和许多国家的政治产生了相当大的影响。 影響 

291 社会的发展给了文字的发展很大的影响，但是汉字却不是上层建筑，并不跟着基础的改换而立即变化。 影響 

303 确实，章太炎在政治思想、哲学及其他学术方面，对鲁迅有过很大影响，即在古文字学上也是这样。 影響 

351 身体衰弱的人，学习和工作也将受到很大的影响。 影響 

382 调查还发现，家庭是否温暖，对孩子的学习有着很大的影响。 影響 

419 诚如国联技术合作代表拉西曼《报告书》中云："赋税征收制度不良，使人民受额外的需索，富豪者设

法逃税，致政府税收大受影响（反而言之，失去减低税率的机会）。 
影響 

420 盖征收制度的优劣，影响于税收者甚大；征收制度优良，能使人民的赋税涓滴归公，否则人民的赋税一
半要流入书吏之手，人民既不胜其剥削，国家财政亦发生困难了。 

影響 

467 除白银运动之外， 近又有使美金元稳定计划大受影响的事件，就是三月底国会驳还罗斯福总统对于恢

复已减政府职员的薪金和退伍军人年金一案的否决通知。 
影響 

6 近代美术史家谟推尔（生于一八六０年，欧战前数年逝世）在其名著《十九世纪法国绘画史》中这样说着：

“日本美术对于欧洲美术有深大的影响，是无可疑议的事。 
影響 
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19 非洲文化已有数千年的历史，但是由于非洲原始的雕刻品多采用木料、植物纤维和泥土等为原料，在热

带气候下极易损坏，另外由于殖民主义的入侵，东西方宗教的传入等（特别是伊斯兰教的影响很大），加

之过去历史又未曾留下完整的文字资料，因而有关非洲传统雕刻的历史并不十分清楚。 

影響 

31 张守义设计的封面，已经获得了十多次奖，在全国有了很大影响，形成了独特的风格和艺术魅力。 影響 

54 一听说祖慧想用芭蕾形式排《祝福》，许多好心肠的人都曾面露难色，大都表示 疑或好意劝阻，因为

他们难以想象芭蕾的祥林嫂形象将会是个什么样子，电影和越剧在观众中已产生了很大的影响，芭蕾把她
搬上舞台能否站得住？ 

影響 

79 六七个世纪以来，它曾产生过很大的影响，人们对它曾有过不同的评价。 影響 

180 然而一个人的一举一动，甚至于一刹那的思索，对于这个人类文明所寄托的整个社会，都有很大的影响。 影響 

58 哥哥对他影响很大，他看了很多书，文学、哲学、政治经济学，都曾使他如醉如痴。 影響 

159 另外，在６０年代后期，因"文化大革命"而肆意泛滥的"左"倾错误，其影响之大，使从事外交工作的人

们也都惟恐"左"得不够，犯"右倾"之嫌。 
影響 

430 不料今年夏收前新来一位粮仓管理员，人称'阿康伯'，甚为厉害，他一上任，就对我们的进出道路严加

察访，然后用水泥石子将洞门一一封堵，害得我们行动大受影响，无法从仓库取粮，故此粮食日趋紧张。 
影響 

69 即使不成功，对身体也不会有很大影响的。" 影響 

120 大量的来电来信，是祝贺超级思维机器人诞生的，认为它将对社会进步，产生很大的影响。 影響 

206 几家久负盛名的丝绸厂又不注意提高质量，改进花色品种，中国丝绸在国际市场上的声誉受到了很大的

影响。 
影響 

152 但是，当我们克服旅途的不便，克服开支方面和日程安排的麻烦而设法亲自到场时，我们常常会惊奇地
发现，我们的到场会产生多大的影响。 

影響 

169 从国外引进设备和技术，必须充分考虑国内标准化要求，应先经国务院有关部门或省、市、自治区的标

准化管理机构进行标准化审查；对国内影响较大的，由国家标准总局召集有关部门进行标准化审查。 
影響 

226 温度及湿度对磁带的影响也很大，其存放温度应在５～３５℃之间，相对湿度以３０～６０％之间为宜。 影響 

233 至于高压焊中，因水深增加，压力也升高，故对焊接的影响也就越来越大。 影響 

238 美国学者魏丹莱、麦克哥赫认为被记忆材料的性质对遗忘进程有很大影响。 影響 

11 霜天自幼生长在台湾农村，一直热爱自然的乡野景色和秀丽的田园风光，这对她创作的影响很大。 影響 

44 在这里，我们专门讨论文化传统中属于观念形 那部分，因为它对科学技术发展的联系 为紧密，影响

也 大。 
影響 

69 英国的波普尔（Ｋ．Ｐｏｐｐｅｒ，１９０２—）则对归纳法进行了系统的批判和彻底的否定，对西方
科学哲学影响较大。 

影響 

29１８世纪的德国大数学家、哲学家莱布尼兹称"-１"的平方根为神秘的"两栖怪物"。 多く知ら

れている 

30 脱离了社会实践，再大的天才也没法提出正确的思想。 多く知ら

れている 

253 但她这样做也有自已的考虑，因为她与他们是旧时相识，如今虽没得到实质的好处，却得以跻身于一个
受美国人钦羡的娱乐圈，一般人可望不可及的大明星都对她感激涕零，大大满足了她的虚荣心。 

多く知ら

れている・

量 

183 北大的老同学老向来谈，一同吃晚饭，同往平民教育促进会与文艺部诸君茶话，又大说其落伍话，散会

回寓已经很不早了。 
大げさ 

219４月１７日，康有为探知《马关条约》的一部分内容，大为震惊，立即叫梁启超去发动和联合广东、湖
南两省举人联名上书，请求清政府拒绝批准。 

感覚 

220 举人们的爱国热情，使康有为受到极大鼓舞。 感覚 

429 吴敬梓后来在他的《儒林外史》中所以能把当时人的真面目穷形尽相地描绘出来，恐怕和他的穷困潦倒
是大有关系的；特别是以他这样一个出身于"世代书香"的官僚地主家庭的子孙，竟能深恶痛绝地对自己原

来的阶级做"反戈一击"，其企图冲决网罗的精神与毅力，就更为伟大，也就更值得人民尊敬。 

関係 

194 看到一位旅客在火车上捧读《儒林外史》，又问清读书人是工人时，戴德熙大为惊讶："啊！ 感情 

245１９８２年，党的十二次全国代表大会，提出了我国社会主义现代化建设的宏伟目标，极大地鼓舞了全

国人民建设社会主义的积极性。 
感情 

246《桥》是新中国成立后拍制的第一部影片，它将工人以主人翁的姿 搬上银幕，给工人阶级和劳动人民

极大鼓舞。 
感情 

62 毛主席的亲切教导，深刻地指明了加快内地建设的极端重要性和紧迫性，表达了一定要搞好内地建设的
坚强决心，极大地鼓午和激励了四川人民。 

感情 

246 农村妇女积极参加了文化学习，特别是有了本民族文字后，大家兴趣更大，学习更加积极了。 感情 

1 即使结束后，ＢＢＣ等外国大的广播电视公司和通讯社还在追着中国申办团采访。 規模 

66 独占的来源是这样：资本主义愈发展，则生产规模愈大，运转资金愈感困难，因此产业资本家向银行借

钱时，就必然的被银行胁制而受银行支配。 
規模 

12５月３日，通什市对全市各大宾馆、小饭店等突击清查，共查出穿山甲、眼镜蛇、海南豹猫等１７只（条）；
５月６日，保亭放生５５只（条）珍稀野生动物…… 

規模 

217 直到清代，北京较大旅店的门面上常常还写有"孟尝君子店，千里客来投"等字样，借用的就是这段故事。 規模 

167 秦末陈涉吴广起义，是中国历史上第一次大起义，我们考察中国历史上的农民战争，应该首先考察这次
起义的特点，以及这次起义的历史意义。 

規模 
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168 因为这次起义是以“瓮牖绳枢之子，氓隶之人，迁徙之徒”的陈涉吴广为首的被剥削被奴役的人民的大起

义，其目的是企图推翻嬴秦的种族统治。 
規模 

169 加上秦朝“以千八百国之民自养”，结果造成“力罢不能胜其役，财尽不能胜其求”和“男子力耕不足粮饷，

女子纺绩不足衣服”的严重社会危机，终于爆发了秦末大起义。 
規模 

194 尽管也有人提出朱元璋领导的是封建统一战争，"朱元璋实际上充当了农民战争的'遗嘱执行人'的角色"，
结论为："他对农民的起义斗争并没有作出什么象样的贡献，"但是，仍然把朱元璋与元末农民大起义紧密

地联系在一起，对于朱元璋是不是农民起义的领袖并没有给予明确的论断。 

規模 

223 经过隋末农民大起义，传国玺又落入唐高祖李渊的手里。 規模 

402 军校毕业时，摆在他面前有两条路：或者去大城市，或者去边疆。 規模 

338 所以又重新计划，加以补充，扩大，在今年四月三十日清华校庆日举行了一次规模稍大些的社会发展史

的展览，包括了"从猿到人"和石器时代的物质文化。 
規模 

442 马克思说："在转变过程中横夺独占一切利益的大资本家数，不断减少，同时，穷乏，压迫，隶属，颓
堕，榨取等等之量，则益益增大。 

規模 

8 今年大选，民主党借美国经济不景气之"东风"，大造夺回总统宝座声势，因此，大会显得格外的隆重热闹。 規模・激し

い 

135 京津沪等大城市洗衣机、电冰箱的普及率正在大幅度提高，农村实行联产承包责任制后，农民富裕了，

电冰箱、电饭锅、洗衣机等家用电器设备也大批拥进了他们的家庭。 
規模・幅 

186 把加工省一些远离原料产地的加工业转移到接近原料产地的省份，并集中在少数大企业生产，这将大幅

度降低生产成本和运输成本，成倍地提高经济效率，而加工省将被迫忍痛割爱（国家应适当给以补偿），

并利用技术、人才优势，转向技术密集型产业。 

規模・幅 

4 这项比赛世界上许多国家的选手水平都很高，因此排名顺序偶然性很大。 傾向 

474 黄金的价格虽然也有高涨的可能性，然而不像白银那样大。 傾向 

281 我认为上飞机的可能性小，而要越过国境的可能性大。 傾向 

68 他认为，要用归纳法决定一个假说为真是困难的，但用归纳法得出某种假设为真的可能性是肯定的，它
由过去发生重复事件的概率决定，只要事件重复次数愈多，概率愈高，那么，归纳法就可以通过概率方法

得出那个所谓普遍知识为真的可能性愈大，从而，可以判断哪一种理论更好。 

傾向 

125 大家知道，社会生产力愈高、愈发展，生产的物质财富就愈多，社会历史前进的可能性亦就愈大。 傾向 

500 如果能够真正得到有关单位的支持或协助，通过调解决争议的可能性是比较大的，但不能委托或由当事

人的上级主管部门等单位主持调解。 
傾向 

467 人的思想觉悟越高，运用观念性控制的可能性就越大。 傾向 

67 听觉器官的先天特性所给予的可能性愈大，它们在音乐活动的进程中愈得到积极的实现和发展，那末，

这种需要也就愈大。 
傾向 

253 但是和文艺文言语比，政论文所具有的个人言语风格的可能性，就没有文艺文言语所具有的个人言语风

格的可能性大。 
傾向 

423 因此，在我国国民经济发展过程中，流动资金的总额，将随着生产和流通的扩大而适当的增加，但是它
在国民收入的积累基金中所占的比重，将随着经济管理工作的改善，而日益减少，这就给我们进一步扩大

基本建设的投资，增加生产性的固定资产，提供了很大的可能性。 

傾向 

432（２）慢性肝炎病人：也具有传染性，复发次数越多，传染性越大，家庭续发率也越高，因此也是重要

传染源。 
傾向 

6 中国选手在各个项目上的实力要好于上届，尤其在男子手枪慢射、气手枪、女子运动手枪和双向飞碟、移
动靶上具有一定的冲击能力，中国选手整体水平虽整齐，但缺少单项的尖子选手，夺取金牌具有很大的困

难。 

困難 

132 过去有些婚姻登记机关，把登记的时间限定在"五一"、"十一"、"元旦"、"春节"等节日，给当事人带来

很大的困难和不便。 
困難 

156 此外因他在印度工作的关系，旅行这些地方没有什么大的困难，考察的机会是很多的。 困難 

84 林岚在回答她父亲"你会碰到许多困难"这个问题时，斩钉截铁地说："我想，现在困难再大，总比不上你

们当初搞革命的时候吧！ 
困難 

360 去年的强烈地震，还毁坏了７２万亩农田、２００座中小型水库和５４５４条沟渠，给农业生产造成极
大困难。 

困難 

449 我们这一茬贫雇农中，连个识字人也没有，上级来的文件，还得找外村党支部给念，困难实在是大呀！ 困難 

207 各省的复电很快就到了，都说要增加个百分之几或百分之十几，还有争取的可能；要成倍地增加，原料
的困难太大。 

困難 

248 这个困难就太大了。 困難 

317 这些姑娘识字不多，给学习和掌握农业科技知识带来很大困难。 困難 

325 这方面也并不是完全不可能的，当然，这方面困难很大，但大有前途。 困難 

408 我家里住房是很小的，这给我自学带来了很大的困难。 困難 

233 战争给苏联带来了巨大的损失，苏联战后的经济恢复和发展面临着很大的困难，而美英等国则企图利用
苏联战后的困难，在经济上对其实行封锁和遏制，在军事上对其进行威胁。 

困難 
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281 毛泽东得出的结论是："红军、游击队和红色区域的建立和发展，是半殖民地中国在无产阶级领导之下

的农民斗争的 高形式，和半殖民地农民斗争的必然结果"，有了革命根据地的存在和发展，"才能树立全

国革命群众的信仰"，"才能给反动统治阶级以甚大的困难，动摇其基础而促进其内部的分解"，"才能真正地
创造红军，成为将来大革命的工具"，"才能促进革命的高潮"。 

困難 

359 但是这种说法在理论上却有很大的困难。 困難 

400 这就给翻译带来很大的困难。 困難 

498 经济纠纷案件的许多事实想要弄清楚，往往存在很大的困难。 困難 

136 假使我们假定身体内每一细胞都有多么复杂、多么固定、多么特殊的组织，其困难也就很大了。 困難 

138 假使受精卵细胞所分裂而成的各个女细胞彼此相同，这种机械论还没有什么很大的困难。 困難 

151 同时，从士兵中直接提干，数量难以控制，质量没有保证，结果是提得多、转得多，大出大进，这对干

部的培养提高不利，对军队建设不利，同时给地方政府安置转业干部工作也带来很大的困难。 
困難 

287 由于人类行为千变万化，极其复杂，给动机研究造成了极大的困难。 困難 

449 这项工作困难大，与八个协作单位来往需要四处奔波且不说， 困难的是先得研制出一种高能燃料。 困難 

195 同时，引进中重硬件，轻软件；引进的同类设备又来自世界各地不同的厂家，型号复杂，规格标准不一，

为引进技术的消化吸收造成了很大困难。 
困難 

354 在顺利的情况下要依靠群众，在遇到大的困难的时候更要依靠群众。 困難 

355 当时，有的人认为，困难那么大，不好克服，产生了要求上级减任务的思想。 困難 

356 这件事使我们深深体会到，只要相信群众，依靠群众，把困难交给群众，就会有办法，有力量，再大的
困难也能战胜。 

困難 

367 一九七二年底，正当全矿即将完成全年增产计划的时候，开滦煤矿有两个矿由于遭受自然灾害的袭击，

给完成全年国家计划带来了很大困难，我矿广大职工为了保全局，主动提出再增产两万吨。 
困難 

341 由于客观条件的限制，要在短期内使西部尤其是边远地区迅速改变教育和科学技术落后的面貌有较大困
难，但必须采取积极的 度，既不能急于求成，也不能消极等待，应积极创造条件，争取到本世纪末以前

有比较显著的变化。 

困難 

432 如果不实现农业合作化，就会如毛泽东同志所指出的那样："我们就不能解决年年增长的商品粮食和工

业原料的需要同现时主要农作物一般产量很低之间的矛盾，我们的社会主义工业化事业就会遇到绝大的困
难，我们就不可能完成社会主义工业化。" 

困難 

146 当然我们目前做到这一点，困难是很大的。 困難 

356 如果离开了它们，这部音乐舞蹈史诗的创作将会碰到极大的困难，怎样也不会收到今天这样强烈和广泛
的效果。 

困難 

92 他还联系土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期、抗美援朝时期生活艰苦和六十年代初期国民经

济遇到很大困难的情况，指出："为什么过去很困难的局面我们都能度过？ 
困難 

123 不，为了保证潮汐表的准确性，就是再大的困难也要克服它，坚持工作。 困難 

125 真的丁是丁卯是卯，各种关系就处理不好，会给工作带来很大困难。 困難 

389 如果我们不能有效地控制人口增长，就会影响社会主义现代化建设的进程，影响人民物质文化生活水平

的提高，还会在自然资源、生 环境等方面造成更大的困难。 
困難 

452 夏克明如何不想对前妻说得清清楚楚，但要用痴人的口气来表达自己心里那些想法，他感到困难太大，
故一时愣住了。 

困難 

131 不能马上返航所带来的困难可就大了，简直难以想象！ 困難 

219 只要符合实战要求，困难再大也要干。 困難 

229 这是第三次动工了，又是无产阶级文化大革命以后新建立的大队党支部和革委会领导的呀，无论如何不

能叫它再套老疤，照原来的脚印走，困难再大，想尽一切办法也要克服。 
困難 

262“今天能坚持，明天发生更大的困难也能坚持？” 困難 

469 这下子，许多麻烦事情都来了，老头得抱着她喂饭，得劳劳碌碌地照料她的一切，"青春泉"竟给这户人
家带来天大的困难…… 

困難 

211 引黄以后，还会造成大面积的泥沙淤积和次生盐碱，困难是相当大的。 困難 

389 山越高越有奔头，困难越大越有闯头，井越深才越有打头！ 困難 

27 一家一户过日子，本来难场就很多，强壮劳动力出了门，困难就更大。 困難 

97 岛上又发生了一个天大的困难，那便是粮食没有了。 困難 

22 中夏接着把方才的事讲了一遍，兴奋地说："不管有多大的困难，我们一定要把这条公路建成！" 困難 

258 一旦停止航行，民航旅客势必发生极大的交通困难。 困難 

450 当他决心转学到圣约翰大学的时候，面对着这个贵族化的学校，经济问题成了不易解决的大困难。 困難 

82 不过，再大的困难我也能克服。 困難 

386 想到这里，他浑身充满了力量，坚定地说："老纪，我们还是自己赶回去吧，再大的困难咱也要克服！" 困難 

396 这时，她看了看这群精神饱满，斗志昂扬的姑娘说："咱敢领任务就敢出兵，有天大的困难也不能后退 困難 
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半毫分呀！" 

422 为什么在他们面前再大的困难都算不了啥？ 困難 

67 只要一想到是战士，就浑身是劲，再大的困难也能克服。" 困難 

342 临出发时，我的心有点忐忑不安，倒不是因为怕这个倔老头给我吃"闭门羹"，而是因为玉洁前几天告诉

我，她要到省科技情报中心去学习，两个月后才能回来，失去了这么一个理想的"内应"，我此次采访当然

会碰到更大的困难！ 

困難 

329 完不成的，理直气壮，困难大嘛！ 困難 

339 我观察了两个月，我明白你做得对，但是我也知道你面前的困难有多大。 困難 

402 他说，困难很多，很大，只能按计划办事。 困難 

428 您老就放心吧，再大的困难我们也能克服，电站一定建成！ 困難 

445 有办法，接着拆房推墙头，不管有多大困难，咱也得把护村埝打起来。 困難 

479 但这是命令，无论有多大困难，我们也要坚决执行！" 困難 

49 党支书和厂长都在车间里，现在领导上亲自出马，什么天大的困难，都会支持，大家干劲儿还不足…… 困難 

228 关于经济的问题，我想即是外交部一时拨不下来，有这许多侨胞的热心援助也不会有多大困难。 困難 

426 卢冬生的到来不仅带来了一千多人的队伍，而且带来了数万块银元和一些布匹，为红三军解决了很大的

困难。 
困難 

440 如此等等，造成了极大的浪费，给国民经济和人民生活带来很大的困难。 困難 

114 当时面临一个很大的困难， 困難 

63 技术落后是我国现代化建设中的又一大困难。 困難 

105 反之，人口密度过大，人口增长速度过快，再加上经济落后，科学技术不发达，就会给整个社会带来很

大困难。 
困難 

206 粤汉等铁路工人拆毁铁路，截断电信，使敌人的军事运输和通讯联络遭到很大的困难。 困難 

262 我们厂的家用吸尘器质量还是不错的，返修率很低，目前，要企业保证万无一失还有很大困难。 困難 

271 因为同一氏族的人现在居住已这样分散，要召集一次会议，是会出现多么大的困难。 困難 

464 例如，有位青年技术人员，为了更好地做好自己的本职工作，下决心攻克外语关，学习遇到了很大困难，
记忆效果欠佳。 

困難 

13 运输力的紧张给流通带来很大的困难。 困難 

85 如自卫反击战中的边防战士，在猫儿洞里，有时喝不上水，吃不上饭，遇到相当大的困难仍坚持实现保
卫祖国的目的，这便是意志行动。 

困難 

106 这就给汉藏语的历史比较研究带来了很大的困难，光用现代语言的材料是很难证明汉语与藏缅语的亲属

关系的。 
困難 

490 例如学生听觉迟钝常常影响他的语言和智能的发展，在掌握概念和技能时感到很大困难。 困難 

99 散文包括着各有突出特点的多种多样的样式，所以在总体上概括它的特征是有较大的困难的。 困難 

177 因为河北、山西和北京、天津的经济联系越来越密切，不了解北京、天津的动向，他们进行经济活动，
就感到困难很大。 

困難 

386 又给发展中国家的"赶超"经济带来很大困难。 困難 

483 由于世界各国认识到在国际经济技术交往中，单靠一国的力量来应付国际竞争，往往困难较大，因而出
现了由有关国家组成的经济集团和共同市场，如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易联盟、中美洲共同市场、

石油输出国组织等。 

困難 

432 即使采用了近似方法，计算上的困难也是很大的。 困難 

459 但是在输电线很长（例如几百千米）的情况下，增大导线横截面积耗费金属太多，导线又太重，给架线

带来很大的困难。 
困難 

17 然而微粒说在解释一束光射到两种介质分界面处会同时发生反射和折射，以及几束光交叉相遇后会彼此

毫无妨碍地继续向前传播等现象时，却发生了很大的困难。 
困難 

42 玻尔理论的局限性玻尔理论在解释氢原子光谱上获得了成功，但用来解释比较复杂的原子，例如有两个

外层电子的原子光谱时却碰到很大的困难，理论推导出来的结论跟实验事实出入很大。 
困難 

40 而对以后遇到的那些更为复杂的系统，数学上有很大的困难，目前还只能通过引入模型的方法，近似地
加以解决。 

困難 

372 但是，天狼Ｂ星太暗，而天狼Ａ星又太亮，给观测造成很大困难。 困難 

22 临近河湖，或有地下水源、高山雪水，便于修渠打井进行灌溉的地方，农作物收成较有保证；反之，缺
乏水源不能进行灌溉的干旱地方，农业生产就有很大困难。 

困難 

279 然而，要在广大海域，用常规方法进行监测预报，无疑有很大困难。 困難 

80 在前一章中，已经给出了旋转地球中的运动方程、连续方程、热力学方程等，在这些方程组中，影响运

动状 的因子是非常多的，这些方程组大都是非线性的偏微分方程组，如果不分析这些因子的相对重要性，

不对方程加以合理简化，这样，在求解时不仅在数学处理上带来很大困难，而且在物理上由于没有突出主
要的因子，势必会淹没问题的本质，使我们抓不住要领。 

困難 
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115 双壳类幼虫鉴定工作困难较大，但只要认真观察，各种幼虫特征还是较为明显的。 困難 

474 基督教和孔教对于行爱这一件事，方法大不相同。 差 

476《圣经》所列十诫，除关于事神的 初四条之外，第五条便说要孝敬父母，与儒家拿"孝"字做伦常的中

心没有多大分别。 
差 

247 文化大革命"期间，我国的科技工作受到很大干扰，科技水平与世界先进水平的距离拉大了。 差 

21 对这个问题，历来各派有很大的分歧。 差 

408 东汉末年，屡起大疫，张仲景感愤而作《伤寒杂病论》，确立了中医临床辨证医学体系，这基中也包括

对心神疾病的辨证论治：①他将一些异常的心身现象作为辨证的重要依据，规定在六经辨证的方法之中；

②他奠定了临床辨证论治的原理，在《金匮要略》中，对百合病、脏躁、惊悸、失眠等常见的心神疾病都
确立了完整的理、法、方、药的治疗原则，至今仍为临床医生所遵循。 

規模 

412（《类经·脏象类》）喻昌亦说：“心为五脏六腑之大主，而总统魂魄、兼赅志意。” 重要 

245 这是僮族人民的一件大喜事，也是我国各民族人民在政治生活上的一件大事情。 重要 

91 墨西哥《至上报》的文章指出："只要对 近发生的世界性大事进行公平的分析，定会支持这样的论点：

对于这种极为不利于苏联人的协议，苏联人在很大程度上是直接的制造者。" 
重要 

341 文物的征集和收藏的重要性也更大。 重要 

342 在这两年中我所受的思想教育，没有别的，只有"美国好，美国是中国的'大恩人'，中国全靠美国的'援助

'才没有做亡国奴。" 
重要 

446 着重研究腧穴的相对特异性，不但对指导临床实践，而且对揭露经络的实质，都有很大的现实意义。 重要であ

る 

42 银屏上传来解说员的画外音："一般情况下，大地震开始到房屋破坏要经过十二秒钟的时间，这十二秒钟，

你可能赢得生命也可能失去生命。 
震度 

256 当我在幼儿的时候，父母 抱着我；后来把我抚养大了，又教育着我；父母无时不照顾我，无处不体贴

我。 
成長した 

46 大得人心！ 世間から

の評価が

高い 

137 但是，当时弘忍门下除了南能北秀之外，还有许多其他知名的大弟子在各处传法，其中有些已不可考，

有些则存有一些记载的片断，对他们怎么看？ 
世帯が上

である 

138 例如我们前面所分析的弘忍门下号称"定门之首"的大弟子法如，不仅保持了早期禅宗的素朴禅风，终身
未依附唐王朝，而且在禅法上也与南宗的顿悟心性说相接近，把他归入神秀北宗显然就不太妥当。 

世帯が上

である 

179 根据《周礼·大司马》仲冬“教大阅”一节，可见“大搜礼”前半部教练之礼（即“阅兵式”）大体如下： 大略 

180 宣誓大意是：“不用命者斩之”。 大略 

181 至于“大搜礼”后半部借用田猎演习的情况，根据《周礼》、《谷梁传》和《毛传》，大体如下： 大略 

196 濠州城内五大元帅的不和，朱元璋入伍前早已风闻。 大略 

393１９９０年，我国十大钢铁公司高炉平均利用系数为１.８３３，扣除首钢的２．４１２后，其他九大公

司平均利用系数为１．７７７。 
大略 

394 今天，它又成了连结华北三大城市的京津塘高速公路的起终点。 大略 

24 时至今日，三大类科学的发展正方兴未艾，人类的认识并未终结，哲学仍在发展的进程中，它如何能有

一个自身的体系呢？ 
大略 

25 不仅如此，三大类科学的发展，还不断地向我们哲学的传统观点提出挑战。 大略 

28 因为，我们每个个人乃至整个人类也不可能穷尽三大类科学的全部知识。 大略 

475 孔教的亲亲，基督教的仁民，和佛教的爱物，在实行上都有很大的力量，就是因为有了上列的根据。 力 

193 这批满洲贵族权力极大，俨然与皇帝同理“军国大事”。 力 

198 反之，若"官民之家"，即勋戚、贵族、官僚、缙绅大地主雇工，不论长工或短工，都属于"雇工人"范畴，

和雇主保持着人身隶属关系。 
力 

254 我国虽然建立了巩固的社会主义制度，在国民经济中国营经济占绝对优势，但是目前要解决人口多、经

济落后，安置众多的人员就业，确实压力很大。 
力 

170 一、分封制度：即 高奴隶主（周天子）把土地、财产分给大、小奴隶主（“授土授民”），让大、小奴
隶主在自己封区内实行奴隶制统治，强迫奴隶无偿劳动。 

力強い 

139 除此之外，精神紧张，或因杠上动作幅度较大，引起交感神经兴奋，也是造成心慌的原因之一。 動作が激

しい 

61 大人忙，孩子闹，妈妈年纪大了要看电视。 年齢 

404 这类痰和饮的区分，一般以浓度较大，较为稠粘的叫痰；而浓度较小，较为清稀的则称为饮。 濃度・密

度 

3"答辩"期间还出现了一些小插曲，曼彻斯特和悉尼发放的太阳帽竟然被记者发现都是中国生产的，ＢＢＣ

作为一条新闻大拍。 
激しい 

7 民主党大造声势驴象争进入高潮 激しい 

188 生产关系的革命是生产力的一定发展所引起的，但是，生产力的大发展却总是在生产关系改变之后。 激しい 

189 因此，人类社会历史的每一次大变动，革命的阶级总是先造成舆论，夺取政权，改变旧的生产关系，再 激しい 
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大大发展生产力。 

190 这是春秋战国间社会大变革的契机。 激しい 

199 攻断潮州唯一通路石桥，使战局改观；九月，施琅献"吕蒙赚取荆州计"，助成功进取厦门，收缴郑联、

郑彩兵权，成功势力始有一大发展，且得一托足之地；１６５１年春夏，当成功赴粤勤王驻军南澳时，清
总兵马得功趁厦门空虚，渡海进攻中左，水陆失守，基地动摇。 

激しい 

218 如南朝梁武帝的六弟临川王萧宏，仅在建康一地就夺民间邸店十余处，借此大发横财，使梁武帝也为之

惊诧。 
激しい 

221 当约翰逊受到他的批评时，大动肝火，曾责问自己身边的亲信，为什么要阅读报纸对他的批评。 激しい 

347 有一个同志在手心中间被镰 拉了一个寸多长的大口子，他找块布包上继续割。 幅 

350 例如，在我们这样一个老矿要靠挖掘潜力实现大幅度增产，客观上存在许多困难。 幅 

496 打啊，打啊，一天复一天，一月复一月，不知吃了多少苦，流了多少汗，沙袋终于摆动起来，而且象秋

千似的幅度越来越大。 
幅 

206 此病是枣区的毁灭性病害，能造成枣树大幅度减产直至整株死亡，对进一步发展枣树生产影响极大。 幅、影響 

340 例如手工艺的展览是由社会系，营建系和哲学系美术史组合作的，社会发展史的展览合作的范围更大，

包括社会系、地学系、历史系、营建系、国文系和哲学系和美术史组，而都是在本校文物馆筹委会的统一
的领导之下工作的。 

範囲 

41 大青山抗日根据地是在绥远北部，陶林、武川、固阳以北，在归绥失陷不久以后，我八路军ＸＸＸ支队

即在该地创立了一块广大的抗日根据地，这一根据地之创立对敌寇巩固平绥线占领之威胁，对敌继续西犯

企图之威胁是非常之大的。 

範囲・影

響 

43 如果我们丧失警惕性，那就会上大当，吃大亏。" 酷い 

45 四人帮"蓄意制造的历史大冤案从此彻底平反了。 酷い 

487』试看这岂不是一个很大的笑话？ 酷い 

49 面对象火山爆发一样的天安门的革命群众运动，"四人帮"在心惊肉跳之余，精心策划了一个血腥大镇压
并妄图一举篡党夺权的大阴谋。 

酷い 

210 战争的创伤尚未愈合，紧接着又出现了较大的天灾，山东、河南相继发生蝗灾，北京、开封发生水灾。 酷い 

224 直到清代，由于屡遭兵火，孝陵才受到很大的破坏。 酷い 

407 这时，一位阿姨走过来，把他领出了这个漂亮的大屋子。 広い 

9 在美国，大选政治的一大特点是，政治家们一个星期之前还在相互攻击，几天后就能握手言和，成为一家。 目立つ 

39 第三，极端痛苦的生活，是动员妇女的一个很大的障碍。 目立つ 

330 人民政协胜利的成功，各地人民代表会的召开，尤其近在目前的北京市，开了两次代表会议，都得到了

绝大的成就。 
目立つ 

348 白菜长在地里的时候，翻开着的大叶子搭拉到地上，盖住了它的根，我们要先把叶子撩起，找它的根，
然后小心地把它割下，再把十几斤重的一棵白菜抱在手里削净那个粗大的根子。 

面積 

251 刚走几步，双脚便陷入一大洼泥水里。 面積 

2 在以前的申办活动中，悉尼市曾提出免费各国代表团的食宿、交通，使得其身价大增。 量 

66 钢铁、煤炭、发电量、化肥、天然气、交通运输货运量都有很大增长。 量 

416６郑州：棉花连日暴涨，每百斤由四十六元涨至四十九元，来货虽涌，购客大增，二十一日至二十二日，

两日成交四千余包，郑市已无存货。 
量 

471 通货安定之后接着就有两个可以注意的现象：第一，一般人以银行存款作为投资标的，因而存款大增；
第二，依赖海外资本的接济也见增多。 

量 

275 自古华山一条道，这显然是个大的弊端，扩大旅游设施后，游量大增，一条山路不能适应要求了。 量 

89 就是他，在解放后认真的贯彻党的每一句话，积极走合作化的道路，把一个年年出外逃荒、解放后还吃
了好几年救济粮的穷村，变成了连年跃进大增产的富村！ 

量 

202 它的两次成功发射使欧洲航天局在夺取国际市场上同步卫星发射业务的信心大增。 量 

453 电子展品中收、录音机骤减，而根据电子原理制成的其他作品大增，有测光器、报警器、振动器、录音

电话、电子玩具等等。 
量 

422 十三世纪起北印度以德里为中心建立了德里苏丹国（一二Ｏ六--一五二六），确立伊斯兰教为国教，居

民中伊斯兰教徒大增，西北部尤为显著。 
量 

297 例如，江苏省江宁县进行众议员选举时，全城公立小学停课一日，小学生奉命前往投票，从前门进去，
由后门出来，如此反复数次，当选人的票数大增。 

量 

55 商鞅在秦国曾经搞过一次"搬木赏金"的活动，如实兑现，领导威信大增，变法进行顺利。 量 

60 第二次世界大战期间和战后，连年战乱使西方精神病发病率大增，曾使得精神病医生和从事精神分析的

心理学家们忙得不可开交。 
量 

464 在旅途中，乘火车，赶轮船，人们阅读消遣性的较短小的文学作品的兴趣大增；在旅游胜地出售与当地

相关的传说、游记、诗词、小说、摄影、美术等作品集及当地出产的工艺品，会比在其他场合拥有更多的
消费者；夏日纳凉，人们爱在户外聊天消遣闲暇，而漫长冬夜，更多的人愿意守在家里拥炉读书，独自去

探寻别一个世界…… 

量 

262 但是，在国内经济没有极大增长的情况下，要在短期内，使我国对外贸易，有一个极大的发展，任务是 量 
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很艰巨的。 

282 根据这项法律，所谓参股基金公司应建立基金，购买有很大增长潜力和面向未来的风险企业的股票。 量 

274 在国力包括从外面借取的力量-时不可能有很大增加的条件下，更为现实的途径还是前行慢一点，作为

小一点，少办点事。 
量 

373 由于国民收入主要用于人民需要和积累，在国民收入有较大增长和生产发展比较正常的条件下，一般来
说，人民需要的增长应低于国民收入的增长，这样，在人民需要有所增长的同时，使积累有较快的增长，

因为一个部分的增长小于总体的增长，必然会使总体的另一个部分的增长大于总体的增长。 

量 

390 我们今天要消除这个恶果，扭转社会风气，克服人才缺乏的困难，还要花费多么大的气力啊！ 量 

11 结果第一批下去的同学收获特别大，趁热打铁，我们马上又组织第二批，并要求每所学校至少要有一个

副校长带队，紧紧抓住领导，我抽空便下去检查。 
量 

70"在这以前，恐怕很少有人知道我宋丹丹是何许人也，但电视剧《寻找回来的世界》一播放，不管我走到

哪，前呼后拥一大帮子人，指手划脚，零谈碎语，你就听吧，好的坏的，荤的素的什么全有。' 
量 

477 就如克苦、克欲、宁静、戒残杀等，倘若实行时候出于一念之诚，对于人生实有很大的裨益。 量 

442 如大吐、大汗、大泻之后，或温病导致津液耗损，常出现心悸、脉细等血虚的症状；大量失血后，常出
现口燥渴、尿少、便秘、口干无津等津液不足的症状，这些都说明津液和血有密切关系。 

量 

229 这些对藩镇割据深刻的历史洞察，给我们很大的启迪。 量 

443 每当商业危机的时候，不仅很大一部分制成的产品被毁灭下去，并且很大一部分业已造成的生产力也被

毁灭下去。 
量 

392 针对一些企业领导过于强调外部环境和条件差的情况，朱镕基说，要看到"六五"、"七五"期间辽宁工业

建设有很大投入，形成的固定资产居全国第一位，"八五"期间正是出效益的时候，这是克服暂时困难的强
大物质基础。 

量・力強

い 

332 因为目前整个学校的中心工作是改进教学，代表会议的主要内容也是讨论怎样改进教学，所以教学部门

的代表名额占了很大的比重，每系系主任为当然代表，并另选教授一人，讲助一人，学生二人，人数众多

的系级按比例增加。 

量ー割合

70 从或然率来说Ｐ→０，不存在赖辛巴赫所说的概率愈大，可能性愈大，提出的假说或理论愈真的说法。 割合 

100 另外，还有的同志把概率论引进了历史观，把历史发展的必然性和可能性的区别，简单地归结为概率值

的大小，认为人们相信共产主义的必然性，只是由于共产主义制度比其他制度的成功率大罢了。 
割合 

255 特别是二轻工业具有投资少、资金利润率高、产品多而小、应用广泛、出口比重大、换汇率高、就业门

路广、容纳劳力多等特点。 
割合 

179１９８６年半定制电路进展很快，ＡＳＩＣ亦有较大幅度的增长，估计销售额将比去年增加３０％。 幅 

180 其次是大幅度增加军费。 幅 

497 当然，也毋庸讳言，随着主体意识的自觉和强化，我们的文学观念实际上必然会发生较大幅度的调整。 幅 

253 假设铁矿原料的价格上涨幅度很大，而铁厂又无法调整作业减缩增高的成本，那就要把钢铁产品的售价

提高。 
幅 

315１９７９年开始贯彻调整方针以后，较大幅度地增加轻工业的投资，轻重工业的比例逐渐趋向协调。 幅 

349 于是制订了通过挖掘潜力，在第四个五年计划期间，使产量大幅度增长的规划。 幅 

353 仅对老矿井进行技术改造这一项，就使现在全矿老矿井的提升运输能力，比一九六五年提高了百分之三

十一点八，为大幅度增产煤炭创造了有利条件。 
幅 

39１．资金周转时间长，季节性波动幅度大。 幅 

212 价格问题不仅十分敏感，牵一发而动全身，而且也十分复杂，有时不容易对问题看得很清楚，所以行动

不宜过猛，就是说，调价的幅度不能太大，范围不要太宽，时间不可太急，这是个经验教训。 
幅 

280 解放以来，我国国民经济增长速度较快，但各个年份很不平衡，波动幅度较大。 幅 

374 至于人民需要的增长低于国民收入增长低到多大的幅度，则要根据各个时期的具体情况而定。 幅 

397 在危机期间，生产下降的幅度更大了，危机的持续时间更长了。 幅 

95 世界"自由市场"领域是以无政府状 为特征的，因此，世界"自由市场"价格的变动幅度很大，具有高度

的不稳定性。 
幅 

112 科技革命引起社会劳动生产率的大幅度提高和各种新商品的产量大为增加。 幅 

5 装饰会场的彩色气球用了６万多个，发给人们的美国小旗２５０００个，印有克林顿－戈尔头像的徽章９

万个。 
p 

9 这座赛车城占地一百六十亩，集国内赛车之大成，装备拉力赛车、沙漠摩托车、方程赛车、进口小赛车等

六种车型五十辆赛车，是目前国内经营面积 大、拥有赛车品种、数量、跑道 多的赛车游乐场地。 
p 

41 头骨的特征是额部向后倾，不象现代人隆起；头骨的 宽处在左右耳孔稍上处，向上变小形成馒首状；

眼眶上缘有两个互相连接的粗大眉骨，象房檐一样遮盖两眼；脑壳很厚，比现代人厚近一位；脑量较小，
平均脑量约等于现代人平均数的８０％；现代人的齿槽前缘和前额几乎位于同一垂直线上，而中国猿人的

齿槽前缘则向前突出，远超过个垂直线之外；头骨的后部有发达的枕骨圆枕，不仅横贯整个枕骨，并且延

向外前达到乳突部；牙齿无论是齿冠或齿根都比现代人硕大，前臼齿和臼齿的嚼面并具有复杂纹理；下牙
床缺乏“下颏”和“下领前内曲”。 

p 
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42 锁骨和现代人相比没有特殊的区别；腕骨中的月骨也具有现代人的特点；上臂骨除了骨干壁较现代人为

厚、髓腔较小外，无论是大小和形状都具有现代人的形式（如果仅以桡神经沟的发育现象观察，它似现代

人的程度比尼安德特人还要明显）。 

p 

43 小腿骨的前缘虽不如现代人为锐，骨壁较厚、髓腔较小，但与类人猿相比则又有显著不同；它的前缘虽
钝，但远比类人猿的明显，它的骨干中部的横切面为圆钝的三角形，而类人猿则约为圆形。 

p 

58 不过，这已是古槐的"孙子"了──第一代古大槐树枯死后，人们补植了一株小槐；小槐长成大树后，不知

何年也干枯了，如今树干尚在，算是"儿子"辈；现在的这棵树挺立在碑亭东面的土台上，也因多年风雨侵
蚀，有几处已经断裂，现在洪洞县政府已用铁箍和水泥基座把它护托加固。 

p 

60 然后，手执一根涂有黑色的木棒，在稻田里挖一个小洞，将几粒稻种撤在洞里。 p 

61 近年来，我国考古发掘中曾多次发现战国时期旅客住店的凭证"节"（一种铜制小牌），和有铭文的旅店
用酒器，这是当时旅店业发达的明证。 

p 

62 这时，忽然山下深潭中有丈余长的大鱼和无数小鱼跃出水面。 p 

64 尸体仍未腐烂，妇人项下有一绵囊，内有一金锁扣着朱红小匣。 p 

65 近年来，这座小山上广植梅花，所以大家又叫它梅花山。 p 

73 特别是二轻工业具有投资少、资金利润率高、产品多而小、应用广泛、出口比重大、换汇率高、就业门

路广、容纳劳力多等特点。 
p 

125 比如说帮人家牵牵小毛驴，串门的时候帮人家搓点玉米，有时候替人家抱抱孩子、挑点水、扫扫院子等。 p 

126》里说：有一位革命者拉赫美托夫，他为了锻练自己，就睡在钉着几百个小钉的毛毡上，使背部和两侧

都给钉子扎得血淋淋的。 
p 

150 他们又看到这样两种现象:一种是一些青年工人下班后无所事事， 聚在路灯下、小屋里，头碰头，象

挤在一起的蒜瓣，扑克牌甩得啪啪响，喊叫声在胡同里单调地回荡。 
p 

151 红桥区文化馆虽然只有九间小小的房子，馆里大部分同志是年轻人，势单力薄，条件差，但他们没有退

缩，他们想的是：应该同整个国家 d，为肩负这个时代的责任，去迎接精神文明的春天。 
p 

152 正是春寒料峭的三月，馆里的同志们推着小推车，把一车车煤运到教室里。 p 

156１.支撑力的训练：待孩子满两个月后，在距小床大约有六十厘米的上空悬挂一个大彩球（ 好碰一下能

发出悦耳的声响）。 
p 

157２.协调性的练习：同样在孩子的小床上空悬挂一彩球，高度以婴儿仰卧在床上手脚能够碰着为适。 p 

164 这个行业于一八九四年以前：有外轮修配专业、公用事业及洋行机器修配专业、缫丝机器制造专业、引

擎小火轮制造专业和轧花机及其它农机制造专业；一八九五年以后旧有专业的工厂续有添设，同时又增加
了纺织机器修配专业、针织机器制造专业、印刷机器制造专业和其它机器修造专业的工厂。 

p 

167 据调查，林登沃尔德铁路每天可输送旅客４．２万人次，其中有４０％的旅客过去是乘小汽车上下班的。 p 

177 这种可笑的想法居然在逢博身上发生效力，她摒弃了一般女孩子的爱好，而把自己的兴趣和精力转向了
爬墙、上树、打弹子、追小动物，而她和男孩子们一起角逐游戏时，就老挨男孩子打。 

p 

186 临别时，孩子们都把自己心爱的小玩具送给这位"慈祥的老人"，弗郎士则深情地在孩子们的日记本上写

道：纵然你在天涯海角，你美妙的歌声也将永远萦回于我的耳际。 
p 

202 一九０二年前后，马约尔展出了一批自己亲手烧制的陶土小塑像。 p 

203 他们交替运用三把形状和大小不同的横口斧， 后收尾使用小雕刻 。 p 

206 小的木刻也有精品，老版画家江敉创作的小品和寓言插图，功力很深， 下有神，他的个人风格，可说

达到了炉火纯青的境地。 
p 

208 他指望随着年幼的增加，胃也能恢复其元气，可与他的意愿相反，萎缩的胃越来越小了。" p 

209 规格没有统一标准，大的几寸见方，小的仅有几分。 p 

210 私印较小，大都有一种秀逸生动韵味。 p 

214 小小的砚台上方，有丹凤朝阳，也有蛟龙出海；有仙桃瓜荷，也有松梧梅竹；有五岳朝天，也有牛鹿鸾
雀……形状逼真，生动活泼。 

p 

222 其文具业主要产品为印刷的书籍、小册、地图等，其次是各种笔、塑料文具订书机及其他类似礼品。 p 

223 追剿队还帮助群众开动了森林小火车，发展了生产，组织了民兵。 p 

228 信末，她画着他们的儿子，──头，这么大；手，这么大，小小的指头依稀可见了……在儿子的画像下，

她写着：我对不起你…… 
p 

229 当沉重的双足石膏打开之后，她腰上扎起了钢背心，开始坐在床上锻炼她那已经萎缩成直径只有三公分
的两根小细腿，她从拉着绳子练习挪步，拄双拐，拄单拐，直到放弃拐杖走"鸭形"步， 后才逐步发展到

能和正常人一样走路……" 

p 

241 就将舵把套在适中的绳圈中，转身回过路亭小屋里去了。 p 

242 当他钻进那一个门和两个土砖砌成小窗口的陋屋里，瞥见桌上的碗筷摆得端正，烧好的瓜和豆付正冒热

气，于是又非常感动的嚷起来！ 
p 

244 小红旗掉在半山坡，死尸往下滚。 p 

245 血染的乱草坡上，三面小红旗和几十具尸首。 p 
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247 那时候，我已经到了清楚地知道讨厌老鼠的年幼，尽管一想到小老鼠偷油时，颤颤巍巍站在灯台上的滑

稽样儿，以及用火柴棒儿一样的尾巴蘸着油水，往嘴间一擩的潇洒劲头儿，总禁不住解馋似的，咋巴咋巴

嘴，可毕竟已经知晓了人鼠之间在关于粮食问题上的利害关系，况且猫的那副温顺样子也着实让人爱得心
疼。 

p 

254 滴嗒嗒，滴嗒嗒，小雨珠在唱歌。 p 

257 一座快要歪倒了的木结构小平房，在雨中颤抖着。 p 

259 我在自己的办公桌前坐了下来，忽然瞅见在我的电话机边上放着一束鲜花，中间夹着一张小纸片：祝您

生日快乐。 
p 

266 这是一个小水坑儿，也是汪洋大海。 面積 

267 约莫走了半个小时，洞越走越小，路越走越窄，路标也看不到了。 面積 

268 他想起倚门望儿旅游早日归家的年迈双亲；他想起大学即将毕业，无限光明的前途，他想起同学中那位

与他要好的女友；他想起在洞中寻路，蜡烛将要熄灭时看到的一具惨白的尸骨……他悄悄用过去吃点心用

剩的塑料袋一层又一层地装上心爱的嵌有自己照片的小镜子和学生证，紧紧抱在胸前，摸着挎包里的水果
对准自己的咽喉。 

p 

270 在远波先生住宅附近的小山上，大批的武装军警荷枪实弹，严阵以待。 p 

273 但是，轻松的心情没有持续多久，那位中尉又把冒着轻烟的烛芯重新点燃，“晚上这么黑，多点支小蜡

烛也好嘛。” 
p 

280 可是，口袋太小，手又没有力，揉去揉来，只揉得一团糟。 ｐ 

286 年年是到了开叶时期它开叶，到了开花时期它开花，秋风阵阵凉时，小黄椭圆的叶子落得满地都是，吹

散了，年年都是这样，可是树干的直径依然故我，即便是褪尽树身上那层雏型的绿皮也得十年以上。 
p 

287 偶然地有一群山羊，在搜啮着土表下的洋槐新蘖，尖尖的蹄子踏得地上有无数小穴，咩咩地叹息着这里

穷苦。 
p 

304 谈起山谷中的水源问题，她说：我们应该利用现有条件，多开水库，大的不行，就修小的。 p 

427 麻雀虽小，五脏俱全，它有国徽，国旗，有自己的银行、邮票，自己的医院，外交部。 p 

144 又一个浪涌，船虚弱地向左倾过身去，林青赶紧抱住固定的小桌，手里的锡罐高能汽水向舱门飞去。 p 

146 她那小橡树样挺直 称的身段上，罩着猩红色的潜水式紧身服，硕长的腿给一条磨损得发旧的浅蓝登山

裤衬托得更加健美，肩头俏皮地挎着一个伞包似的草绿色大背囊。 
p 

78 不出一个月，杂交稻的根茎上探出许多小脑袋。 p 

148 只见爷爷把大盒子放在高高的书橱顶上，接着从衣袋里掏出一只玫瑰色的小瓶子，放进写字台左边的抽
屉里。 

p 

149 弟弟一见小瓶子，便拉着爷爷的手说："爷爷，把小瓶子给我玩玩好吗？" p 

150 可他万万没想到那只小小的瓶子竟带来了一场大祸！ p 

151 弟弟进了爷爷的书房，根本没去取游戏机，而是把小手往书橱上伸，他是在取那只大盒子，可是他个子

矮，够不着。 
p 

152 他拉开左边的抽屉，拿出一只小瓶子，摇了摇。 p 

153 我一看，正是前几天爷爷放进去的那只玫瑰色小瓶子。 p 

155 只有他才晓得那只小瓶子里装的是什么鬼毒气！ p 

156"刘叔叔是爷爷的助手，他肯定知道那只小瓶子里装的是什么毒气。" p 

157 刘叔叔左手拎着一只小皮包，右手拎着一只大提包，满面春风地走进屋里。 p 

158 我正在纳闷时，不料刘叔叔打开小皮包，取出几本装帧精美的画册来，我翻开一看，里面全是图画。 p 

159 这玩意的外观象个手提式摄影机，把眼睛凑近镜头箱，一按电钮，里面的小马达就带着胶片"咔嗒、咔
嗒"地响，映出一幅幅连续的画面。 

p 

161 看完"小电影"，大伙朝停车场走去的时候，我们厂里的设计师肖菡戳了一下老况，笑眯眯地说："喂，

老况，您注意到了吗？ 
p 

162"对呀，火车的车厢窗户，恰好象块小电影屏幕，坐在火车里看壁画，就象看电影一样，多过瘾！" p 

282 他全身都是钢的原子细胞，只是这些细胞之间的排列发生了根本变化，他们不再象一颗颗小晶粒有规律

地排列着，而是象玻璃人身上的细胞排列得杂乱无章，怪不得他具有类似玻璃的奇异特性。 
p 

296 又一个１０分钟过去了，看看表，只有１５分钟时间了，我停止了检查，喝下了工具艇上仅有的一小瓶
淡水，强迫自己把头脑冷静下来。 

p 

297 就是这极不起眼的小元件，使仪器停止了工作。 p 

299 工具艇象头野牛，盲目地钻入了水柱之中，我被从小艇中抛了出来，象乘飞机般升上了空中，迷迷糊糊
地又降落在海面上，当我清醒过来时，周围异常平静。 

p 

300 细尖的鞋跟，给平坦的毯面留下了许多零乱的小坑。 p 

337 他低头拾起了一根小木棍，数８左手拿着木棍的一头，让数７右手拿着木棍的另一头，摆成了８－７的

样子。 
p 

113 瓶上有盖子，盖子上插了一根向旁边弯出来的小管子。 p 
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114 勘探队员划上一根火柴，在小管口上一碰。 p 

115 隔了两天，玻璃皿上长出了一小团一小团毛茸茸的东西，它们是细菌。 p 

116 你们仔细地看着我提的那个小悬锤吧！" p 

117 我坐在小板凳上，一边吃着糖，一边就问起那"糖"的事儿。 p 

118 金伯伯做了一个小试验给我们看：他拿起一个瓶子，往两个杯子里都倒了一点水一样的液体，然后往一
个杯子里放进一小块铁片。 

p 

119 他把一小块钽片放进另一个杯子。 p 

304 我被眼前的情景怔住了：水面上伸出成千上万颗翡翠似的脑袋，忽而又张开千万张小嘴吐出千万缕芳香。 p 

305"是小土坡那边的一块吗？ p 

306 是小土坡那边的一块吗？" p 

307 随着"收音机"发出的"丝丝"的声音，陶玲觉得伤口不痛了，似无数小针在轻轻扎着。 p 

326 这一次通话，老秦从电视电话的荧光屏上看见，霸王鞭，窜得居然有两个人那么高，仙人球，也长得有

小桌那么大。 
p 

329 这样，一旦密封包皮拆除，在正常的大气压力下，加上水，那些极小的泡膜中的化学物质，就会急剧地
吸收水份，迅速膨胀起来。 

p 

364 我随手拿起旁边一根小铁棍朝它打去，它吃了一棍，就昂起头，恶狠狠地向我瞪了一眼，这时我感到心

口一麻，就什么也不知道了。" 
p 

424 透明玻璃壁后面的阿回，正摇晃着尾巴，在追赶一群惊慌逃窜的小鱼。 p 

425 黑海里有许许多多小小的生物浮在水中，它们死后，慢慢沉到海底。 p 

426 在大自然中，常常可以见到这样的情况：大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。 p 

464 黑猫警长抓到了逃犯，还吃到了一条冰冻小黑鱼，心里可别提有多高兴了。 p 

466 那条小黑鱼游到我肚子里去了？ p 

467 这时，黑猫警长定了定神，往地上一瞧：可不，一条小黑鱼正在扭动着身子哩！ p 

478 他又向远处看看，只见数不清的小白兔正漫山遍野地奔跑、打洞和啃咬树木。 p 

310 小狗小猫也知道这种实物，但他们不明白这种实物的意义，例如椅的性质，构造，功用等。 p 

207 无私才能无畏，每个革命者只有把自己做为一个小小的而又是永不生锈的零件，革命这架巨大的机器才
能长久地向前转动。 

p 

208 织物上有许多小玻璃珠，每平方米内约有６０００万个。 p 

494 这座百十米高的小山，不仅环境清静少有人迹，而且登临其上可以看到北面、东面整个城市的轮廓，南
面的玄武湖就在眼底下，西面的紫金山木葱草翠，山腰间天文台的巨大的灰白色的圆球体，在阳光下熠熠

生辉。 

p 

496 应菲娇嗔地看着他，将手里的一本小书扬了扬，那是艾青的诗集。 p 

372 笼里吊着一颗手电筒上用的小灯泡。 ｐ 

373 灯泡通过电线跟干电池连着，不断发出米黄色的光芒，把个小小的竹笼照得通亮。 ｐ 

376 怪孩子情不自禁地拍着巴掌大声说，"一只小小的昆虫，居然能够生产并且发射化学炮弹，如果不是亲

眼看见，我绝对不会相信。" 
ｐ 

465"上午喝了一杯咖啡，吃了两块奶油蛋糕……噢，对了，刚才在路上，我在小河里捡到了一条冻死的小
黑鱼，就吞进肚子里去了。" 

p，p 

191 在其小提琴奏鸣曲集中，这首一七七八年之作只是个小弟弟，短短两个乐章。 p,年幼 

59 大家跑近去一看，都惊讶得说不出话来：天上掉下的陨石只被炸掉很小很小的一角，大树都被炸断了好
些枝枝杈杈， 糟糕的是树洞里的小灰兔没声响了。 

p,亲昵 

16 在其小提琴奏鸣曲集中，这首一七七八年之作只是个小弟弟，短短两个乐章。 p・年齢 

369 这个小小的王国只有二百多万人口。 規模 

5 县级机构改革总的方向是走"小机构、大服务"的路子，减少行政干预，进一步发展服务体系。 規模 

306 有一只小蛐蛐，一直住在一块大石头底下。 親しみ 

307 小蛐蛐想找几个朋友住在一起，可是他们说，大石头太孤僻了，都不愿搬来，小蛐蛐就只好独自忍受寂

寞。 
親しみ 

308 小蛐蛐不知道人们在干什么，就钻进地里去了，第二天出来一看，啊！ 親しみ 

309 这倒叫小蛐蛐有点儿 疑，他是不是走错了路。 親しみ 

310 小草儿看见小蛐蛐找来找去，就问他说： 親しみ 

311"小蛐蛐，你在找什么？" 親しみ 

312 小蛐蛐问，"干什么的？" 親しみ 

313 小蛐蛐高兴地回答。 親しみ 

314 小蛐蛐跟着小草儿走进他们的绿色大厦，果然是一片绿色的建筑。 親しみ 
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315 制氧车间布满了一排又一排绿色的小窗户，车间里有许多绿孩子在紧张地工作。 親しみ 

316 小蛐蛐深深地吸进一口新鲜的空气，高兴地说："小草儿，你们把空气变得多么新鲜啊！ 親しみ 

317 小蛐蛐连忙问道："他们这是怎么啦？" 親しみ 

318 小蛐蛐顺着病号进来的方向看过去，那儿挂着另一块牌子，上面写着： 親しみ 

319 闲人免进小蛐蛐吓了一跳说："这个车间的生产怎么这么危险呀？" 親しみ 

320 小蛐蛐敬佩地点了点头。 親しみ 

321 他本想进这个车间去看看绿孩子们怎样净化有害的气体，可是小草儿说这是有毒车间，为了爱护小蛐蛐

的健康，不让它进去。 
親しみ 

322 在平日，小蛐蛐早该躲到大石底下去乘荫凉了。 親しみ 

323 小蛐蛐说："小草儿，你们的家里真凉快啊！" 親しみ 

324 小蛐蛐一看，这个车间挂的牌子是： 親しみ 

325 这间天然调温调湿车间引起了小蛐蛐的兴趣。 親しみ 

326 小蛐蛐一面听着，一面暗想："原来小草儿有这么多优点。 親しみ 

327 小布头掉进大海里了。 親しみ 

328 事情是这样的：小主人苹苹抱着小布头乘上了大轮船。 親しみ 

329 小布头探着身子也看得出了神，忽然扑通一声，他就掉进了大海里。 親しみ 

330 因为小布头一点儿也不害怕，他想，这一下可好了，可以到海底去瞧瞧了。 親しみ 

331 小布头头也不回，一直往深处游，游着游着，转眼到了海底。 親しみ 

332 忽然，小布头听见身后有声音在瓮声瓮气地问："谁呀？" 親しみ 

333 小布头侧身一看，不由得抿着嘴笑了。 親しみ 

334 一个大脑袋，一张特大的嘴，额头上长着一对大眼睛，后面拖着一条极不相称的小尾巴，全身都是皱纹，

好象穿着件蓑衣。" 
親しみ 

335 小布头想，他很有礼貌地说："老爷爷，你蹲在这儿休息呀。" 親しみ 

336 告诉你吧，我年纪还小着哩！" 親しみ 

337 小布头点点头："那么，咱们一同玩玩去吧，别老是蹲在这儿了。" 親しみ 

338 鱼也会钓鱼，小布头从没听说过。 親しみ 

339 小布头抬头一看，真的，鮟鱇鱼的头顶上伸出一根弯弯的竹竿似的东西。 親しみ 

340 小布头说："你骗我！ 親しみ 

341 小苹苹就有根钓竿，是竹子做的。" 親しみ 

342 一群小鱼游过来了，围着肉柱上的那点亮光直打转转。 親しみ 

343 鮟鱇鱼张开大口，猛地向前一扑，把许多小鱼吞进了嘴里，美美地饱餐了一顿。 親しみ 

344 小布头点点头说："好，你就待在这儿钓鱼吧，我要上别处去玩儿了。" 親しみ 

345 经鮟鱇鱼这么一提，小布头倒想起苹苹来了。 親しみ 

346 鮟鱇鱼看小布头这样着急，就说："你的苹苹不是在大轮船上么？ 親しみ 

347 小布头跟着鮟鱇鱼向前游。 親しみ 

348 鮟鱇鱼游得真慢，也难怪他，他那肚子两边的鳍象尾巴一样，也特别小，才游了一会儿，就累得直喘气。 親しみ 

349 小布头说："咱们歇一会儿吧。" 親しみ 

350 他说："你放心，我一定帮助小布头找到领港鱼。" 親しみ 

351 小布头可不愿意跟墨鱼走，整个身子象只口袋，头上瞪着两只大眼睛，还长着那么多只软溜溜的脚。 親しみ 

352 他的模样长得太古怪了，正在这时候，墨鱼忽然喊起来："大鲨鱼来了，小布头，赶快伏到我背上，别

害怕！" 
親しみ 

353 小布头不知道要出什么事，立刻爬上了墨鱼的背。 親しみ 

354 可是大鲨鱼已经向他们直蹿过来，小布头正要喊，说也奇怪，蓝幽幽的海水突然一下子染成了黑色，周

围什么也看不见了。 
親しみ 

355 小布头跳下了墨鱼的背，有些不高兴，他噘着嘴说："谁把海水染黑了，我还没看清鲨鱼是什么样的。" 親しみ 

356 小布头可睡不着，又想念起苹苹来了。 親しみ 

357 墨鱼跟灯笼鱼亲切地打了招呼，把身旁的小布头介绍给他。 親しみ 

358 小布头的眼睛都被灯笼鱼的两盏灯照花了。 親しみ 

359 小布头惊叫起来："灯怎么坏啦！" 親しみ 

360 小布头说："请把你的灯借给我看看，好吗？" 親しみ 

361 小布头游近去仔细一看，原来灯笼鱼的眼睛下面有两个凹坑，凹坑里各有一粒大圆珠。 親しみ 
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362 小布头问。 親しみ 

363 小布头又问："那么，你怎么把灯关掉的呢？" 親しみ 

364 小布头冷不防被大鲨鱼吞进了嘴里。 親しみ 

365 小布头担心得呜呜地哭起来了。 親しみ 

366 小布头问。 親しみ 

367 领港鱼摸黑游到了小布头身旁。 親しみ 

368 没想到在这里碰到了领港鱼，小布头说："你也是被鲨鱼吞进来的吧？" 親しみ 

413 小蜜蜂来采花蜜，他顶着暖烘烘的太阳飞到田野上边。 親しみ 

414 小蜜蜂采不到花蜜，眼泪扑哧扑哧地往下掉。 親しみ 

415 为什么小蜜蜂不来采蜜了，为什么小蝴蝶、蜂鸟不来找我们玩了，为什么我们的兄弟姐妹都生了病、长

不出果子？ 
親しみ 

416 顽皮的小江豆花忍不住插嘴。 親しみ 

417 小翠鸟刚刚参加工作，森林鸟类研究所就分配她当了个森林居民的房管员。 親しみ 

418 可是，小翠鸟对这些却一点儿也不知道。 親しみ 

419 有一天，小翠鸟问妈妈： 親しみ 

420 孩子，你瞧森林这样大，每个鸟儿都有自己不同的小房子和小窝窝……" 親しみ 

421 小翠鸟就告别了爸爸和妈妈，到大森林中去调查森林居民的小窝窝去啦！ 親しみ 

422 小翠鸟刚刚走到小河边，就听见天鹅大婶在不远的小河湾湾里招呼她： 親しみ 

423"小翠鸟、小翠鸟，我正在盖小窝窝，你快来帮个忙吧！" 親しみ 

424 小翠鸟立即飞到天鹅大婶旁边。 親しみ 

425 只见她正用一根根芦苇杆儿搭着小筏子。 親しみ 

426 小翠鸟就学着天鹅大婶的样，搬来了好些水草呀，羽毛呀，松叶啦，就在这芦苇筏子上搭了一个圆圆的

窝窝。 
親しみ 

427 小翠鸟问： 親しみ 

428 小翠鸟担心地说： 親しみ 

429 小鱼儿来啦，我只要坐在蒲团儿里，一嘴就能把小鱼吞到肚子里，可有趣哩！" 親しみ 

430 天鹅大婶回过身来向小翠鸟喊道： 親しみ 

431"小翠鸟，来，跟我们大伙儿一块儿到温暖的南方玩儿去吧！" 親しみ 

432 小翠鸟已经飞到岸边一棵松树枝上，回答道： 親しみ 

433 天鹅大婶，我是森林居民房管员，爸爸和妈妈要我去调查大家的小窝窝……" 親しみ 

434 小翠鸟跟天鹅大婶他们告别后，正要往前飞，忽然听见一个深沉的声音： 親しみ 

435 小翠鸟仰起头，仔细一看，嚯，就在松树枝桠上站着猫头鹰公公。 親しみ 

436 小翠鸟很有礼貌地说： 親しみ 

437 小翠鸟问："就你一个上夜班吗？" 親しみ 

438"小翠鸟，你去哪儿？" 親しみ 

439 小翠鸟回答说："我是森林房管员，我来调查森林居民的住房情况。" 親しみ 

440 小翠鸟就问："你们俩干嘛笑呀？" 親しみ 

441"小翠鸟，你这个房管员可是找错了门啦！ 親しみ 

442 小翠鸟愣了愣，眨着眼睛问： 親しみ 

443 小翠鸟觉得有趣，就问： 親しみ 

444 小翠鸟惊喜地说："哦！ 親しみ 

445 说到这儿，小翠鸟想了想，很有礼貌地说，"好啦！ 親しみ 

446 小翠鸟鸟高兴兴地往森林深处飞去了。 親しみ 

447 小翠鸟飞着飞着，猛地看见长嘴巴儿的"啄木鸟"夫妇，他们头戴犀牛角似的帽冠，身披五彩羽衣，正忙
着在一个大橡树洞里布置新房子。 

親しみ 

450 这可急坏了小翠鸟。 親しみ 

448 小翠鸟怕打扰他们的工作，就停在一根小枝子上，静静地望着。 親しみ・ｐ

265 胆子小的把大门上了栓，躲在屋檐底下或大门洞里，有的贴在墙根下面，伸长脖子，仰望飞机，揪着一

颗心，默默地祷告天和地，可别让小日本儿的飞机往下扔炸弹。 
胆力，蔑

视 

351 耗子转动着两只小眼睛，哀求着说："放了我吧！" 幅 

371 男孩望着她的后背，一耸鼻子，扮了个怪相，又双膝跪到竹笼前面，将两眼对着笼上的小孔。 面積 
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449 后来，那围墙把洞口全堵上了，只留着一扇小窗户。 面積 

247 小王看了一眼张工程师，“是呀！” 若い 

248 小王学着张工程师说话的口音。 若い 

249 小王听到出了这样多的油，好象孩子见了娘一样地跳起来。 若い 

250 汽车喇叭一声长鸣的叫着，张工程师和钻井技术员小王坐上“威力斯”小车，在黑夜的深山里前进。 若い 

251 张工程师象在给小王布置作战任务：“到井场先找技术员周德林汇报一下喷油的情况，然后，研究泥浆

的性能，如何压住油喷。” 
若い 

252 小王真象一位小战士，在车厢里坐得端端正正地，在接受指战员的命令。 若い 

253 小王心里象展开了翅膀，想马上飞到油井架旁。 若い 

254 他马上叫小王去拿试验仪器来量一量泥浆的比重和粘度。 若い 

255 小王接受了任务朝着值班房里跑去。 若い 

256 小王拿着试验仪器在泥浆槽边量着，张工程师俯下身去观看试验的结果。 若い 

257 此时，他见是小吴来借卡尺，便一半玩笑，一半认真地说：“唉呀！ 若い 

258 我的小师傅，你咋个不早说？ 若い 

259 小吴听他这一说，顿时楞住啦：“那咋办？ 若い 

260 小吴知道自己错了，低着头，又气，又急。 若い 

261 小吴提醒道。 若い 

262 小吴又接着补充了一句。 若い 

263 张师傅瞪了小吴一眼，说道：“下班时间还没到嘛！” 若い 

264 张师傅这一眼，把小吴瞪得满脸绯红，不觉低下头去，好象内心隐藏的什么不光彩的思想被他看穿了似
的。 

若い 

265 小吴呆痴痴地立在门旁。 若い 

266 小吴也洗好了手，正心不在焉地在车间里转着圈子。 若い 

267 小吴随着声音望去，见是张师傅。 若い 

268 张师傅接过小吴递去的帕子，在头上、脸上、手上揩着雨水。 若い 

269 小吴哆嗦着双手，接过这把油光闪亮的大游标卡尺。 若い 

270 这天晚上，小吴感到又惭愧、又高兴。 若い 

271 他把那张交班条捏成一个小团，狠狠地丢进了废铁屑堆里。 若い 

272 小吴吃惊地回头一望，见是张师傅，忙问：“呀！ 若い 

273 小吴为难地说：“是嘛，不知怎么搞的，我磨了几次 子，总是车不光。” 若い 

274 小吴将转速手柄拉慢一挡。 若い 

275 小吴眼看难关突破了，心想，再干半个小时就可完成任务了。 若い 

276 小王回答道。 若い 

277 小王是车间里 小的一个学工，人聪明、灵活、爱学、爱钻、爱劳动，没有一个老师傅不喜欢他的。 若い 

278 顿时，周文脑子里闪过一个念头，她赶紧问小王：“这会搞革新的人多吗？” 若い 

279“小王，”周文急不可待地打断了他的话，“快去把他们找来开个会，咱们共同来搞一个大的， 关键的

革新！” 
若い 

280 小王乐得直想拍大腿，身上的扁铁却险些 d 落了下来。 若い 

281 周文疼爱地责备着，小王却毫不介意地嘿嘿笑了。 若い 

282 扁铁飞似的从周文身旁穿过，小王一下子就钻进车间里去了。 若い 

283 她正要发言，小王却虎一下站起来，气哼哼的说：“我不同意，问题那么严重，怎么能回去！ 若い 

284 小王不满意地望了李师傅一眼，咀巴翘起老高。 若い 

285 李师傅并不反驳小王，却毫不介意地又燃起一支香烟。 若い 

286 当我拿了小碗到灶上叫舅妈盛饭、舅妈掀开锅盖时，我脱口大叫： 若い 

287 小金的双手攀住老孙伯的脖子，还是固执地喊：“妈妈，妈妈………” 若い 

288 他又想了想，想到昨天看见的一条小鱼船，那上面站着个孩子，衣服穿得又脏又破，身子又黑又瘦，他

很可怜他。 
若い 

289 他提着小皮箱，站在人行道上。 若い 

290 他用手整理了一下被江风吹乱的头发，惊奇的喊道：“我是小崔呀！ 若い 

291 外号叫鸭子的小崔。” 若い 

292 这一说，李龙一下子全然记起来了，他双手抓住小崔的胳膊，大声叫着：“小崔，是你呀！ 若い 
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293 这样热情、亲切的样子，把小崔弄得怪不好意思的。 若い 

294 他们谈了许多离别以后的生活，小崔看他老不提起中学时代的好朋友，就问道。 若い 

295 这下把小崔搞糊涂了，难道朱明会做出什么对不起朋友的事吗？ 若い 

370 屋檐底下，一个半大小子双膝跪在地上，两手按着竹笼，身子向前倾斜，乌黑的眼睛对着竹笼上的小孔，

正在全神贯注地观看什么。 
若い 

493 于是他来到连队，告诉战士们对有病的战友绝不能嘲笑，人人要伸出友谊之手；又建议连队安排小李和

另两个战士种菜，先不参加紧张激烈的炮兵训练。 
若い 

6 首批招收的３个中队的３１４名小学员在会上接受了首长和领导的检阅。 若い 

499 干部，不象战争时期，开辟工作，吃的住的——甚至穿的，都向村里跑，依靠村干部和这些军属烈属组
成的革命家庭了；这些与革命家庭来往的干部逐渐地少了，他们在人们心目中的地位和影响，便也越来越

小了。 

影响 

433 是报复我嫌你声音小了？" 量ー音声

477 可是，不知为什么，他觉得合唱的声音越来越小，越来越低。 量ー音声

19 恩格斯在《自然辩证法》一书中的“历史的东西”（写于１８７４年）这一小节中也曾指出动物的生活是
由它所适应的自然环境决定的，而人的生活却是由人自己创造出来的。 

量ー字数

少 

205 两年前看了四川美术学院在北京举办的油画作品展览后，我曾在《人民日报》上写了一段小文，表达了

我内心的爱慕。 
量ー字数

少 

336 这一小节，就是想给几个带有实质性问题的术语正名，明确一下我们这本小书中使用的一些概念的内涵。 量ー字数

少 

7 例如４／４拍子的乐曲，假设其中的四个小节，一至三小节的旋律均以十六分音符引进，第四小节前三拍

是四分音符， 后一拍是休止符；这样一段旋律中，共有十六个拍子，五十一个音符，一个休止符。 
量ー字数

少 

128 其它小节目也都各有特色。 量ー字数

少 

27 这十项教育内容（每项都有细则），大到党的方针、政策、法律，小到村规民约，基本上包括了农村工

作的方方面面。 
重要性 

427 这食物链的作用可不小，举个例子说：有一种叫"滴滴涕"的药物，在空气中的含量大约是一万亿分之三，

如果到了水中被浮游生物吸收，就可浓集一万三千倍，这些浮游生物被小鱼吞吃后，在小鱼身上"滴滴涕"
可达千万分之五；小鱼再被大鱼吃掉，在大鱼体内"滴滴涕"可浓集五十七万二千倍；大鱼如能被水鸟捕捉

吃掉，水鸟体内"滴滴涕"含量竟达百万分之二十五，总共提高了八百三十三万倍。 

重要性，p

291 人类的文明是"群"的文明，小至于一个小学校是个群的结合，大至于一个国家也是一个群的结合，就道

义言之，真正尽忠于小一个学校的人，合真正尽忠于一个国家的人，同样的应当尊敬。 
重要性 

21 伟大领袖毛主席教导我们说：无产阶级"必须把绝大多数的人团结在自己的周围， 大限度地孤立和打击
一小撮敌人"。 

量ー人数

22 当我们坚决落实毛主席关于"备战、备荒、为人民"的伟大战略方针，继续进行社会主义革命、胜利前进

的时候，一小撮反革命势力总是错误地估计形势，在那里幻想变天。 
量ー人数

23 无产阶级和革命人民，只有以毛泽东思想为武器，驱散"阶级斗争熄灭论"的烟幕，才能狠狠打击一小撮
进行破坏活动的现行反革命分子，夺取更大的胜利。 

量ー人数

24 党内和革命队伍里出现的宗派主义、分裂主义、无政府主义、自由主义、小团体主义等错误倾向，就是

社会上阶级斗争的反映，它完全适应了资产阶级的需要。 
量ー人数

29 在仅有二艘战斗舰、四艘巡洋舰和几个极小单位所组成的海军中，竟有着七十七个现役的海军上将。 量ー人数

379 他知道数家族排队不是按先来后到，而是按数的大小，数小的排前头，数大的排后面。 数理 

112 解放前有人幽默的说过，清华园是"小解放区"或"半解放区"，因为只隔了一个园墙，而恍忽就是两个世

界，在墙外印行的是"中央周刊"，而在墙内，大饭厅前的布告板上按期贴上群众周刊。 
規模 

114 综合起来看，就是小环境没能跟随大环境的革命而变新，而不能配合大环境的要求，两者发生矛盾，所

以大环境一定要使小环境也走上新路，逐渐地统一起来。 
規模 

115 以此之故，要谈小环境的改造，只有从大环境的新找根据。 
規模 

116 但是有关于改造师大这个小环境的若干大的事实及其未来的发展，却有在这里切实探究之必要，因为这

一切正是逼使师大走上改造之路的背景。 
規模 

119 西昌办的边疆"实验"小学的学生，大部是彝区提来的"人质"，学校是小集中营，彝民多设法用金钱或鸦
片把孩子赎回，称这种学校为"彝卡"。 

規模 

160 日本一位儿童心理学家介绍了一种适合自制力较差的孩子使用的储蓄方法，让母亲作为孩子小银行的管

理人员，将孩子的零用钱存起来。 
規模 

293 我计算了一下，以工具艇的 大航速，越过多事的"小百慕大三角"，到达１８１号观测点， 少要１个
小时。 

規模 

294 工具艇开动了，她在岸上又喊："走到小百慕大要特别小心。" 
規模 
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295 当时我是海洋工程学院的毕业实习生，随鲁渔２０１３号出海考察，船行至"鬼叫湾"，也就是梅娜说的

"小百幕大"，我忽然被一股不知哪里来的怪风吹离甲板落到了海中，虽然我的游泳技术达到了健将级，可

当时身着常服，思想毫无准备，心情紧张，不免手忙脚乱，因此，被海浪呛了一口。 

規模 

298 进入小百幕大海域了。 
規模 

291"你弟弟就象个小义和团。" 
規模 

162 俞秋兰神色的反常，第一次引起了"小诸葛"的猜疑，他镜片后边的眼珠，忽悠忽悠地转了半天，心里那
算盘珠儿，三下五除二那么一扒拉，他好象推算出俞秋兰一点心事。 

地位 

164 俞秋兰简直无法掩饰自己喜悦之情，立刻想向"小诸葛"致谢，但话到嘴边又把嘴唇合上，因为她分明看

见了"小诸葛"那带着探索意味的目光，便说："越画越糟了，你拿回去吧！" 
地位 

165"小诸葛"指指画面上她和他的背影，含而不露地说。 
地位 

166 俞秋兰脸红了，急忙伸出手，把画交给"小诸葛"："我才不想要它呢，拿走。" 
地位 

167"小诸葛"没有接画，扮个鬼脸一扭身跑了。 
地位 

168 但是她想到"小诸葛"刚才那番话，和他那狐疑的目光，她追到"小诸葛"、卢华住的那间男帐篷，硬是把

那幅画儿违心地交给了诸葛井瑞。 
地位 

169 连"小诸葛"都有了觉察，而卢华竟然象根木桩子似的毫无反应。 
地位 

170 当时，垦荒队员还没开到荒地，男帐篷只有他和卢华两个人，所以"小诸葛"说话非常随便： 
地位 

171 卢华拍拍"小诸葛"的肩膀说："你不愧是个秀才，我看这两幅都不错，将来出壁报时，保险一鸣惊人。" 
地位 

172"小诸葛"龇牙一笑，试探地追问着卢华说："别模棱两可吗！ 
地位 

173"小诸葛"说道："你和俞秋兰审美观点可不太一样。" 
地位 

174 卢华纳过闷儿来了，瞪了"小葛"一眼："别胡说八道，你再胡乱揣摸，我用镰 剜去你的舌头。" 
地位 

175 卢华揪着"小诸葛"的耳朵说："这儿可不欢迎你这小阴阳先生。" 
地位 

176"小诸葛"把俞秋兰对这幅画儿的前前后后，仔细地向卢华追述了一遍。 
地位 

177 大队人马一到，卢华天天忙得脚丫朝天，把"小诸葛"的推算，早就忘得一干二净。 
地位 

459 熊爷一直是摆着决斗的架式看，腿肚子软瘫下来嘴巴还强硬得很，"小诸葛"上前死死地抱住他，好给他

一个台阶下，熊爷说："今天算是饶过了这小子和小骚娘们，下一回一个一个地收拾你们，等着瞧吧！" 
地位 

163 第三天早晨，"小诸葛"又把一幅新的水粉画儿拿来，不露声色地递给俞秋兰说："小俞，昨晚上，我耗

干了马灯的灯油，又画了一幅新的，你看看合意不？" 
地 位 ・ 若

い 
276 小的们，你们说对不对呀？” 地位 

38 西方国家的产业革命，在不小程度上是靠这种掠夺而打下物质基础的。 程度 

69 足以说明这一点的小故事很多。 内容量が

少ない 

108 从大处着眼的著作已经不多见，人们多半找一个极小的题目，搜集一点以前没有人注意的材料，就开始

搞起来。 
内容量が

少ない 
109 在读《卡尔纳普思想自述》（上海译文版）这本小书时，我深深地被这一"原则"所吸引。 

内容量が

少ない 
315 如《新华词典》、《学文化词典》、《新编藏文词典》等都是小词典。 

内容量が

少ない 
2 在小宋涛心目中，爸爸是世界上 了不起的男子汉，因为他能爬上８２００多米高的山峰。 幼い 

3 今天，他对小朋友们和知心姐姐说："长大以后我要去梅里雪山找爸爸。" 
幼い 

17 勉强打比，象一对天真烂漫的小孩儿在专心致志地顽耍，叫人看得心花怒放，“恨不得一口水吞下去”！ 
幼い 

18 莫扎特当小神童时，起先弹的还是古钢琴，一七六四年到英伦，才初次接触这新乐器。 
幼い 

52 朱元璋十七岁时，由于六亲俱断，无处投奔，为了不致饿死，到皇觉寺当了一名小行童。 
幼い 
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89 为臣的在老皇帝死后，继续做小皇帝的臣子，不但不是耻辱，还可能是光荣，例如杜甫就歌颂过诸葛亮

之"两朝开济老臣心"。 
幼い 

118 为了招收学生，反动政府下令各寨摊派或拉夫，小学生成了小"壮丁"，被迫雇人顶替或轮流换班。 
幼い 

120 他们说："把我们的小天才也写进去吧！" 
幼い 

121 凡是成绩在四分以上的，都可以按照自己的志愿，加入一个研究组，现在有音乐、舞蹈、自然、写作、

针织、戏剧、历史、木工、铸工等各种研究小组，五、六年级的那些小诗人，小作家，小科学家，小音乐
家，小画家们每天下午就和科任教师在一起，进行有兴趣的研究活动。 

幼い 

122 六年级甲班有个小诗人，叫李祥瑞，他的诗曾经在报纸上发表过。 
幼い 

123 王梦芝是小钢琴家，她常常和秦凤荣、李宜玮、袁筱琴等合作演出。 
幼い 

124 他们中间还有不少小科学家，学校不仅替他们准备了适当的理化实验室，还在学校附近开辟了一块田地，

由他们自己播种、灌溉和收割。 
幼い 

149 曾经在话剧《打击侵略者》中扮演过小孙子的林培钧同志，这时已经四十岁，依然和同行的七位年轻人

一样，精神抖擞。 
幼い 

158 他写道："父母应该象宠爱小弟弟那样爱每个孩子。" 
幼い 

180 在家乡民间音乐的熏陶下，任光的音乐才能从小就开始萌发；到他读嵊县中学时，已经是会拉胡琴、唱

绍剧、吹铜号的"小音乐家"了。 
幼い 

182１９８１年１０月，程琳第一次向首都工人观众演出，她穿上一身小海军服，精神抖擞，天真活泼。 
幼い 

183 在李谷一的推荐下，他听了程琳的歌唱，甚为赞赏；他了解到小歌手不能登台，深感遗憾。 
幼い 

187８月１１日至１２日在著名的肯尼迪艺术中心举行的第三届国际儿童合唱节上，中国小歌手的杰出表

演，充分验证了这个评价。 
幼い 

188 小歌手们运用娴熟的技巧演唱了从文艺复兴、巴托克、古典、浪漫以至 现代的世界名曲，把如醉如痴
的听众带到不同时代、不同特点的音乐殿堂中。 

幼い 

189 在拉索的无伴奏合唱《回声》中，小歌手们把呼应、平衡、音响幅度的强烈对比等技巧表现得淋漓尽致；

演唱圣．桑的《天鹅》时，又以柔美、透明的音色，充分表现了连贯性和呼吸技巧；特别是在演唱约．斯
特劳斯的《拨弦波尔卡》时，其富有弹性的技巧使全场听众为之倾倒，持续不断的掌声使中国儿童下不了

台。 

幼い 

190 后，小天使们天真欢快地唱起了美国人熟悉的《小小世界》，全场响起了有节奏的掌声，把音乐会的

气氛推向了高潮。 
幼い 

192 勉强打比，象一对天真烂漫的小孩儿在专心致志地顽耍，叫人看得心花怒放，“恨不得一口水吞下去”！ 
幼い 

193 莫扎特当小神童时，起先弹的还是古钢琴，一七六四年到英伦，才初次接触这新乐器。 
幼い 

198 当父亲讲到《论语》中“卞庄子之勇”一句时，小悲鸿不禁问道：“卞庄子有何勇？” 
幼い 

199 于是小悲鸿对虎发生了兴趣，央人为他画了一只虎，并津津有味地照着描画起来。 
幼い 

200 而小悲鸿却仍然特别对动物感兴趣。 
幼い 

216 七岁，母亲周老夫人仙逝，家道清贫，很小便到雷婆头峰一带去放牛、砍柴，农忙时节，帮着车水耘田，

对牛是一往情深。 
幼い 

225 由于主角人物都还刚刚出场，小演员们虽然很努力，却看得出，在塑造形象和深入把握人物个性上，都

还不够丰满，不够体贴入微。 
幼い 

226 可惜，这样一场"重头戏"，却被导演忽略了，而饰演黛玉的小演员又因过分紧张，本来是一些言外意的
潜台词，却被正儿八经的语气把那令人回味的意趣淹没了。 

幼い 

258 女瞎子，男瞎子，老瞎子，小瞎子，都出来了！ 
幼い 

265 而且，她还比我至少小上五六岁，所以，常常使我汗颜，汗颜之后，就难免怨怅，干嘛让我担当这个差
事，陪她游览名胜，谈今论古？ 

年齢 

277 我家也有一个你这样年纪的小女儿。 
幼い 

308 后，当她进去再抱自己的弟弟时，小弟弟已经被烈火烧得停止了呼吸。 
幼い 

355 同机的外国叔叔阿姨都奇怪地瞧她，有位大胡子叔叔问："小妹妹，你到贝尔格莱德去做什么呀？" 親しみ感

を表す 

356 记者阿姨递给小姑娘一束花，也那么响地亲她的脸："小妹妹！ 親しみ感

を表す 

22 彭莉答道:我年幼还小，还没考虑这个问题，不过，这并不妨碍我入迷地欣赏我 喜爱的音乐：法国钢琴
家克莱德曼演奏的"爱情的故事"……赛后，彭莉和中国的时装模特队一起巡访米兰等意大利城市，所到之

处都掀起了中国热，热情的意大利观众在观看彭莉演出时，掌声如潮，一遍又一遍高呼"中国，中国……" 

幼い 

155 她说得动听极了，小朋友们，假若你在场，一定会深深受到感动的。 
幼い 
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336“白蚁小弟弟，你在干什么？” 
幼い 

368 一个不满周岁的小丽莎呀！” 
幼い 

43"小弟弟，小弟弟！" 親しみ感

を表す 

50"小弟弟，别伤心。 
親 し み 感

を表す 
79"小弟弟，管水的老爷爷给你们吃了什么助长剂？" 

親 し み 感

を表す 
80"噢，是籼杂小弟弟呀，你们到白马河边落户啦！ 

親 し み 感

を表す 
143 比方讲，你喜欢读郭以实伯伯写的书，只要先找到郭以实伯伯的著者卡，就能把他写的书全找到，还能

知道他 近给小朋友们写了哪些新书。" 
幼い 

164 我一愣："不，眼镜大叔，这家小主人挺喜欢我。 
幼い 

165"小主人的确天真可爱，可那……" 
幼い 

141 说完他就跑去找小苗，并在青年会上作了自我批评。 若い 

142 有这样一个例子：团委书记小边熟知流氓习气严重的小方所崇拜的价值观，他在小方扬言"三天之内给
你放血"之后主动登门找小方。 

若い 

143 小方正在家同几个同伙商量给小边放血，看见小边进来，说："你来得正好！" 
若い 

144 七八个人"唰"地亮出家伙，顶住小边胸膛。 
若い 

145 小边心平气和地说："小方同志，我是来找你谈话的，你不怕死，我更不怕死。 
若い 

155 一个星期天，我选择了几道算术题，再加上孩子平时容易做错的题目，写在一起，对孩子说："小亮，

妈妈做了几道算术题，不知道做得对不对，请你当小老师，替我批改好吗？" 
若い 

178 他把它挂在树上，指使小逢博每天锻炼打沙袋。 
若い 

179 对小姑娘说来，这当然不是一件轻松愉快的事：直练得腰酸背痛、双拳发麻，而沙袋依旧象大山似的纹
丝不动。 

若い 

185 当这些前来参加第三届国际儿童合唱节的北京儿童８月７日在中国驻纽约总领事馆的招待会上，听说纽

约市长爱德华·科克病居医院时，他们搬出录音设备，高歌一曲《春回大地》献给市长，并附信说：让我们

用一曲曲悦耳、和平、友谊、幸福的颂歌，表达我们小歌手祝市长早日康复的心愿。 

若い 

219 从舞蹈欣赏的角度来看，婚礼中五个小村姑的脚尖舞也编得十分流畅，很有芭蕾特色。 
若い 

230 正当罗南发觉自己越来越爱妻子的时候，盼秋却向法院递交了一份离婚申请书……小路如何剖析这件申
请离婚案呢？ 

若い 

248 臆想一多，我和小和尚的争吵也就多了。 
若い 

249 将这梦零碎地说与小和尚听，他大喜，说是奇梦，真是为自己没见过鼠王而惋惜。 
若い 

271 小陈慌张地举起枪来，苗子却把他的枪按下去说：“不要乱放枪，一定要把他活着带回去。” 
若い 

272 双方进入客厅，徐小舟留小陈在门外放哨。 
若い 

276 少校瞧了瞧这位可爱的小姑娘，一把拉她到身边，用亲切的声音说：“当然可以。 親しみ感

を表す 

278 有一次，辨才到山下一家名叫严迁的施主家吃饭，萧翼打听到他不在家，于是便乘虚而入，来到辨才的

房前对小和尚说：“我有一块手帕遗失在房间里的桌子上，请让我进去找一下。” 
若い 

279 由于萧翼经常出入辨才的房间，小和尚对萧的举止毫不生疑，便打开房门让他进去了。 
若い 

329 开始时，小庄打得很正常，发球后猛攻猛打，忽左忽右，忽长忽短使别尔切克无法还击，节节领先，别

尔切克虽勉力抢攻，但小庄毫不手软，终于以二十一比十五夺得首局。 
若い 

330 第二局别尔切克又攻又守，小庄能攻则攻，不攻则搓，比分各有上下，到二十一比二十领先。 
若い 

331 别尔切克突然来了一个擦边球，成二十一平，这时小庄显得焦急，连失两球，二十一比二十三失去了可
胜的一局。 

若い 

 


