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2 第80号　中国語の環 3

巻頭エッセイ

　　“如果⋯就…”―“因为／由于…就…”
　　“只要…就…”―“既然…就…”
　“既然”を学ぶのは“只要”よりさらに後になる。

既然退休了，那就先好好休息一段时间吧。（同50回）（定年退職したからには，
ひとまずゆっくり休養したらどうですか。）

　他の接続詞に比べて“既然”は捉えどころがないという印象が強い。“只要”と
対比して位置づける試みを提案したい。
　それでは“就”のはたらきを具体例で見てみることにする。老舎作《龙须沟·第

一幕》からの例である。
赵老：我刚才说的对不对？作官的坏！作官的坏，老百姓就没法活下去！（わし
がさっき言ったとおりではないか。役人がひどい。役人のやりかたがひどいと，
庶民は生きていくすべがない。）

　上に挙げた接続詞をあてはめ“就”と呼応させ考えることができる。
　　（如果／因为／只要／既然）作官的坏，老百姓就没法活下去！

　実際には「現実」を内容としていることから“既然”がふさわしいように思える。
このような選択肢（接続詞）を具体的に用意しておくことが「分かる」につながる。
　“就是”も重要な接続詞である。“就”と“是”の単純な結びつきではないため，
この語が「譲歩」を表すことをしっかり認識するまでには，ある一定の時間と努力
を要する。“也”と呼応して用いられる。

就是遇到天大的困难，我们也要想办法克服。（《现代汉语八百词》）（たとえどん
なに大きな困難に遭っても，我々は手立てを考え克服しなければならない。）

　「仮想」を表している点は「仮定」や「条件」と共通する。これと対立する「現実」
を表すのが“虽然⋯也…”である。

虽然已经下起大雨来了，足球赛也要按时举行。（同上）（もう大雨が降りだして
いるが，サッカーの試合は時間通りに行う。）

　“就是”“虽然”ともに前後の関係は「逆説」であると考えてよい（“也”は「順接」，
「逆説」いずれの文脈にも用いられる）。対立するのは「順接」である。
　　逆説：“就是…也…”―“虽然／尽管…也…”
　　順接：“只要…就…”―“既然⋯就⋯”
　　　　　“如果…就…”―“因为／由于…就…”
　このように考えると，呼応表現（複文）の間にある相対的な関係性が見えてくる。
論理的に道筋をたどって考えていくのも中国語が「分かる」につながるが，同時に，
そのことから漢民族のメンタリティー（世界観や価値観）を理解する事も「分かる」
ために重要であることは言うまでもない。

中国語が「分かる」ためには

日本中国語検定協会理事・大東文化大学　大島吉郎

　中国語が「分かる」ような感覚を得たのは，学びはじめて10年たったころだった。
「分かるような感覚」は「分からないところが分かる」ことに等しかったように思う。
自分にとって，どの部分が分からないのかが実感をともなって分かるように感じた
時期である。実際にはほとんどなにも分かってはいなかったのであるが，ある確か
な手応えがあったのを今でも鮮明に覚えている。「分からないところ」が「分かる」
までに師から多くの教えを受けながら，かくも長い時間を必要としたのは私自身の
個人的な素養の部分が大きくかかわっていたのだと思うが，いわゆる「虚詞」の捉
え方が十分にできていなかったのである。
　中国語の品詞（単語）を実詞、虚詞に分けるのは『馬氏文通』からであるとされ
る（『中国語学新辞典』「虚詞」の項参照）。副詞が虚詞に分類されるか否かは諸説
分かれるが，中国語を理解する上で“还，再，才，也，又”はもちろんのこと，“就”
の存在がひときわ大きく感じられる。“就”をどう「分かる」かで中国語の理解が
変わる（“就”がなぜしきりと用いられるかについては改めて考えてみる必要があ
る）。
　初級の早い段階で学習するのが“如果”や“要是”などの仮定表現である。“就”
と呼応して用いられることが多い。

如果明天下雨，就不去了。（中検4級第63回）（もし明日雨が降ったら，行くの
をやめます。）
要是再不出发，就来不及了。（中検3級第49回）（これ以上出発を遅らせたら，
間に合わなくなってしまいます。）

　“只要”を学ぶのはもう少し後である。
只要努力，我们就一定能学好汉语。（同56回）（努力しさえすれば，きっと中国
語をマスターできる。）

　いずれの文も，まず「条件」を提示し，それが実現することによってもたらされ
る「結果」を述べる。
　　条件：雨が降る　出発を遅らせる　努力する
　　結果：行くのをやめる　間に合わなくなる　きっと中国語をマスターできる
　内容を「仮想」から「現実」に変えてみると「因果関係」を表すことがわかる。
　　原因：雨が降った　出発を遅らせた　努力した
　　結果：行くのをやめた　間に合わなくなった　中国語をマスターできた
　つまり，仮定文や条件文は「仮想」が根幹にあり，「現実」を要素とする因果関
係を表す文と共通の論理構造をもつ表現であると考えられる（“就”は「順接」の
文脈でのみ用いられる）。
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4 第80号　中国語の環 5

飲水思源―中国語教育の開拓者③

　奥様は，中国と縁の深かった外交官の家にお育ちにな
り（ロサンゼルス・オリンピックの馬術競技で日本国中
を沸かせたバロン・西中尉は夫人の令兄），先生と結婚
されてからは台北でお暮らしになっていたこともあっ
て，中国語を解され，中国語へのご関心も強く，茶の間
での談笑ではよく中国語が話題になった。あるとき，北
京から来た中国人の幼女が年齢の話のとき“虚岁”“周岁”
を用いることや，上海では“包子”のことを“馒头”と
いうことなどをお話したら，とても興味を示され，「それ，
順一にも話しておいてね」と言われたのが，どうしてか
不思議に頭に残っている。
　先生は近世白話，特に《水浒传》の言語を主たる研究
領域にしておられたが，とても多才で，テキスト・学習参考書・辞典と手広く活躍
され，行くところ可ならざるはなしの感があった。その活動範囲の広さで先生の右
に出るものは，恐らく今後も出ないであろう。特に先生の編纂されるテキストは洗
練されていて，そのセンスは群を抜いていた。これはひとえに中国の社会・文化に
対する造詣の深さに裏打ちされている眼力の鋭さによるものである。文革中に出さ
れたテキストに“这是什么？―是毛语录。我们要天天读。”というくだりがあっ
たが，これなどはなんでもないようであって，そう簡単に言えるものではない。後
年使ったテキストに“这是什么？―那是杂志。”という一節があったが，同僚の
中国人教師は，こんなところに“那”は用いないと，さっそくに批判した。このよ
うな不自然さを，先生のテキストに見ることはなかった。
　中国語検定試験は，今さら言うまでもなく，先生の創始されたものである。先生
が発起され，先生を慕う若い研究者や教師が集まって，先生を中心に運営されてい
た中国語学習組織「愚公会」が，会員の自己判定テストとして始めたものが，関西
一円に広がり，先生の大東文化大学への転任を機に，特に高弟上野惠司さんの献身
的な尽力を得て全国的に展開され，今日に至っているものであるが，先生の内外で
の名声があずかって力になっていたことは否めない。先生のご葬儀のとき，わたく
しは弔辞の中で，先生の残された２つの大事業，近世語研究会と日本中国語検定協
会を挙げたが，両者とも先生から親しく教を受けられた方や，遺徳をしのぶ方たち
によって発展しつづけている。泉下の先生もさぞお喜びのことであろう。
〔編集室から〕
　香坂順一先生は1915年栃木県西那須野のお生まれ。東京外国語学校（現在の東京
外国語大学）中国語部文科をご卒業後，横浜高等商業学校，台北高等商業学校など
にお勤めになった後，戦後大阪市立大学教授，大東文化大学教授，同学長などを歴
任。2003年，88歳で亡くなられた。ご著書に『中国語学の基礎知識』，『白話語彙の
研究』，『《水滸》語彙の研究』，『《水滸》語彙と現代中国語』（いずれも光生館），『中
国語大辞典』（編集主幹，角川書店）などがある。

香坂順一先生

日本中国語検定協会名誉理事　宮田一郎

　香坂順一先生との出会いがなかったら，わたくしが中国語研究者として世に出る
ことはなかったであろう。先生はわたくしにとってそれほどに大きい存在であった。
　朝鮮戦争のとき，教職追放令が解けて，郷里の高校に商業科教員として勤めるよ
うになってからは，余暇のすべてを中国語の再学習にあてていたが，そのころ読ん
だ張志公先生の《汉语语法常识》に感銘，同書の翻訳を思い立ち，北京の張先生に
お手紙を出した。全く「ヘビにおじない」，30歳にもならない若者であった。張先
生からお許しのご返書をいただいて程無く，活字で知っているだけの「香坂順一」
氏から突然お手紙が届き，びっくりした。張志公氏に翻訳の許しを求めて手紙を出
したら，すでに了承を与えている人がいるからとの返信があり，ご相談したいとい
うことで，これを機に先生から知遇を得るようになった。
　それから半世紀にも及ぶ間柄であるから，思い出は限りないが，いちばん懐かし
いのは，先生の日中辞典のお手伝いで，堺の浜寺のお宅に１か月ほどお世話になっ
ていたときの数々である。朝食を終えるとすぐに先生とともに大阪市立大学の先生
の研究室に通い，そこで作業する日々であったが，研究室には卞民岩先生・丁秀山
先生のほか有田忠弘先生（後に関西外国語大学教授）・望月八十吉先生（当時，大阪
市立大学助手）がおられ，服部昌之さん（後に北九州大学教授。当時，大阪市立大
学大学院ドクターコース院生）などの若い院生や中国からの帰国子女学生らも作業
に参加しておられた。日本語の例文を記したカードに中国語訳をつけて行く作業で
あったが，参考になる辞書類は《新华字典》《同音字典》以外にこれと言ったものが
ないころで，英漢辞典などを利用することが多かったように思う。そのようなある
日，「も」の用法で「きょうは百円も使ってしまった」というカードがわたくしに
回って来た。これには首をひねった。そして，いくらひねってもいい訳が出てこな
い。望月先生に相談しても，「うーん」と考えこまれるだけで，香坂先生にカード
をお返ししたら，「宿題にしておこう」ということであった。その日から数日たっ
たころ，「きょうは東京外語時代の師が来阪される。お会いしに行くが，君もどうか」
と誘っていただき，お伴した。梅田近くの喫茶店でお会いしたかと思う。わたくし
は両先生のお話を拝聴しているだけであったが，香坂先生が「そうそう。あの「も」
の訳をうかがってみよう」と言い出され，いろいろ問答されていたが，その一言一
言がとても刺激的であった。この「も」は数量について言っているのであるから，
副詞“足”を用いるよりほかないのではというのがそのときの結論であった。
　お宅での夕食が済むと，わたくし，それに丁秀山先生が宿泊されるときは，丁先
生も加わって，いつも茶の間で奥様としばし談笑していたものだが，先生はそれに
は加わらず，すぐに書斎に入られて，机に向かっておられた。

香坂順一先生
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香坂順一先生

日本中国語検定協会名誉理事　宮田一郎

　香坂順一先生との出会いがなかったら，わたくしが中国語研究者として世に出る
ことはなかったであろう。先生はわたくしにとってそれほどに大きい存在であった。
　朝鮮戦争のとき，教職追放令が解けて，郷里の高校に商業科教員として勤めるよ
うになってからは，余暇のすべてを中国語の再学習にあてていたが，そのころ読ん
だ張志公先生の《汉语语法常识》に感銘，同書の翻訳を思い立ち，北京の張先生に
お手紙を出した。全く「ヘビにおじない」，30歳にもならない若者であった。張先
生からお許しのご返書をいただいて程無く，活字で知っているだけの「香坂順一」
氏から突然お手紙が届き，びっくりした。張志公氏に翻訳の許しを求めて手紙を出
したら，すでに了承を与えている人がいるからとの返信があり，ご相談したいとい
うことで，これを機に先生から知遇を得るようになった。
　それから半世紀にも及ぶ間柄であるから，思い出は限りないが，いちばん懐かし
いのは，先生の日中辞典のお手伝いで，堺の浜寺のお宅に１か月ほどお世話になっ
ていたときの数々である。朝食を終えるとすぐに先生とともに大阪市立大学の先生
の研究室に通い，そこで作業する日々であったが，研究室には卞民岩先生・丁秀山
先生のほか有田忠弘先生（後に関西外国語大学教授）・望月八十吉先生（当時，大阪
市立大学助手）がおられ，服部昌之さん（後に北九州大学教授。当時，大阪市立大
学大学院ドクターコース院生）などの若い院生や中国からの帰国子女学生らも作業
に参加しておられた。日本語の例文を記したカードに中国語訳をつけて行く作業で
あったが，参考になる辞書類は《新华字典》《同音字典》以外にこれと言ったものが
ないころで，英漢辞典などを利用することが多かったように思う。そのようなある
日，「も」の用法で「きょうは百円も使ってしまった」というカードがわたくしに
回って来た。これには首をひねった。そして，いくらひねってもいい訳が出てこな
い。望月先生に相談しても，「うーん」と考えこまれるだけで，香坂先生にカード
をお返ししたら，「宿題にしておこう」ということであった。その日から数日たっ
たころ，「きょうは東京外語時代の師が来阪される。お会いしに行くが，君もどうか」
と誘っていただき，お伴した。梅田近くの喫茶店でお会いしたかと思う。わたくし
は両先生のお話を拝聴しているだけであったが，香坂先生が「そうそう。あの「も」
の訳をうかがってみよう」と言い出され，いろいろ問答されていたが，その一言一
言がとても刺激的であった。この「も」は数量について言っているのであるから，
副詞“足”を用いるよりほかないのではというのがそのときの結論であった。
　お宅での夕食が済むと，わたくし，それに丁秀山先生が宿泊されるときは，丁先
生も加わって，いつも茶の間で奥様としばし談笑していたものだが，先生はそれに
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6 第80号　中国語の環 7

中国語を使って活躍する日本人

癌に侵されながらも病室で執務を続け，国民のこと
をずっと気にかけていた姿，青年と青年の交流が大
事だと言葉だけでなく姿で模範を示してくださった
ことは，自分に日中友好への溢れんばかりの情熱を
注いでくださいました。当時高校３年生。この時よ
り自分は将来日中友好に寄与する人材になろうと決
意しておりました。
　我が母校は東京の八王子にあり，1975年に中華人
民共和国から初めて留学生を受け入れました。また
周総理の偉業をたたえ「周桜」も植樹され，毎年４
月には観桜会も行われます。
　このような環境の中で学んだことは，私にとって
大変に貴重な財産となっております。そこで学んだ
　・ 人格は国境を越えること（とにかく誠実であること）
　・言葉は絶えず学び続けること（諦めないこと）
　・勇気を出して行動すること
　これらは全て今に活かされており，今後も生きる上で大事にしていきたいと思っ
ております。
　大学卒業後，すぐ中国に行くことは私には出来ませんでした。なぜなら何も力が
無いからです。仕事とは何たるか，何をもって「友好」と成すか，目の前の人にど
のような形で貢献できるのか，全く見当もつきませんでした。
　そのため，まず日本において仕事を学ぼうと，横浜で３年間，眼鏡屋に勤めまし
た。そこでは，「顧客満足のため」にと，質もよく，心配りの出来るサービスを学
べました。また，副店長も経験したことで，仕事の責任の重さを体で実感できまし
た。お金も時間も含め，責任をとるということは，生半可にはいきません。安定的
に仕事を続けるため，また家族を守るためにも，仕事はきっちりとしなければなり
ません。働くことは一生に近い期間に及びます。その基盤作りが出来たことに心か
ら感謝しています。
　またプライベートでも様々なことを学びました。恋愛、趣味を含め，友人関係も
深めることができたと感じます。大事なのは１対１の対話だと感じます。本音と本
音のぶつかり合い，相手の悩みをじっくり聞き，自分なりに精一杯のアプローチを
していく。それが本当の「友好」につながるのではないかと考えます。
　大学４年間，仕事３年間，計７年間。やっと自分なりの「日中友好」の準備がで
きました。大変なことも，うまくいかないことも多いと思いますが，忍耐強く，ま
た朗らかに進んで行きたいと思います。
　これからは第一線で，自分に出来る目の前のことから始めていきます。それが私
の「使命」です。

日中友好第一線

上海通運国際物流有限公司　山下光一

　私は現在上海において日系の物流企業に勤めてお
ります。まだこの仕事を始めて１ヶ月弱ですが，今
回大手銀行の森ビルから新森ビルへの事務所移転の
担当をさせて頂きました。のべ７日間，スタッフ動
員数230人と大規模なプロジェクトでした。自身初
めての担当業務であり，また日本側も注目している
ため，失敗は許されません。足が棒になりながらも，
何をどうしたらよいのか分からないながらもとにか
く必死で動きました。最終日，特に大きな問題も無
く，輸送物も無事ユーザーの手に渡りました。
　日系故に日本語を話せるスタッフは多いです。し
かしお客様も日本人のため，求められるサービスの
質は日本同等です。中国において日本のレベルまで
サービスの質を高めることは非常に難しく感じます。物質的な面もそうですが，や
はり価値観の面で強く感じます。
　今回特に難しいと感じた点は，作業員に指示をうまく伝えねばならないことです。
現場スタッフは日本語を話せません。私からは「この箱を，あのラベルの色に持っ
て行ってください」「この部分に養生をしてください」等簡単な指示は出来ますが，
どうしても受身になりがちです。私は，「この仕事はこういったお客様が喜んでくだ
さるためにやっている」など，目的や，１作業の影響力を，理解し納得するレベル
まで持っていきたいと思います。仕事はやはり好きでないと続きません。嫌々やら
されているよりは，納得して従事するべきだと考えます。作業員が気持ちよく働け
るように，もっとコミュニケーション力を高めたいと思います。また，自身が一番
仕事の内容を理解し，効率も考え，き
ちんとリードしていかねばならないと
感じます。
　当然まだ分からないことは多々あり
ますが，さらに満足のいく良いサービ
スを提供できるよう，改善を重ねてい
きたいと思います。
　私が中国に来た理由に触れさせて頂
きますが，私は学生の頃より，故周恩
来首相を尊敬しております。周総理が

周恩来総理

後列左端が筆者
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8 第80号　中国語の環 9

中国文学作品を読む

看见这样，没等到听见她掉在水里的声音，就昏过去了。

　　第二天早晨，农人从河岸经过，发现河里有死尸，消息立刻传出去。左近的男男

女女都跑来看。（中略）那老农妇也随着大家到河边来看；走过自己的稻田，顺便看

了一眼。没想到，几天工夫，完了，稻叶稻穗都没有了，只留下直僵僵的光秆儿。她

急得跺脚，捶胸，放声大哭。大家跑过来问，劝她，看见稻草人倒在田地中间。

〈訳　文〉　夜がさらにふけ，星さえも光を消してしまったかのようでした。かかし
は横のあぜから突然黒い影が歩いてくるのを感じました。影が近づいてきたので，
よく見てみると１人の女であることが分かりました。だぶだぶの綿入れを身にまと
い，髪はボサボサに乱れています。その女は立ち止まり，川に泊まっている漁船を
ちょっと眺めると，向きを変え，岸に向かって歩いていきました。何歩もいかない
うちに，また体を真っ直ぐに伸ばしてそこに立ち止まりました。かかしは不思議に
思い，注意して彼女を見ていました。
　とても悲しそうな声が女の口から発せられました。弱々しく，とぎれとぎれで，
夜中のあらゆる小さな音に聞き慣れているかかしだけに聞き取ることができるので
す。その声はこう言っていました。「わたしは牛でもなければ，豚でもないわ。ど
うしてあなたに勝手に売られなければならないの。わたしは逃げなければ。明日あ
なたに売られてしまうまで待っていられるものですか。あなたは少しお金ができる
と，賭け事ですってしまうかお酒を何日も飲み続け使ってしまう。もう知らないわ。
どうしてわたしを追いつめるの。……死ぬしかない，死ぬよりほかに道はないわ。
死んであの世へあの子に会いに行こう」これらの話は全く言葉になっていませんで
した。しくしく泣きじゃくり，声は掻き乱されていました。
　かかしは非常に驚きました。今度もまた痛ましい出来事に遭遇させられるのだと
感じました。彼女は自殺をしようとしているのです。かかしは焦り，彼女を救おう
と思いました。自分でもなぜだか分かりません。（中略）
　その女は黙ったまましばらく立ち止まり，体を何度か前にのめらせました。かか
しは恐ろしい時がやってきたのだと知り，手のうちわを一層強く振りました。しか
し女性は決して飛び込もうとはせず，またその場にまっすぐ立ち止まりました。
　また長い時間が過ぎました。彼女は突然腕を挙げると，倒れこむように川の中へ
飛び込んだのです。かかしはこの様子を目にすると，彼女が水に落ちる音を聞く前
に気を失ってしまったのでした。
　翌日の朝，農民があぜを通っていて，川の中に死体を発見し，噂はたちまち広が
りました。近所の人びとがみな見に駆けつけました。（中略）あのおばあさんも，
みんなの後について川岸へやってきました。自分の田んぼの横を通る時，ついでに
目をチラッとやりました。なんということでしょう，幾日もたたないうちに，ああ，
なんと，なんということだ，稲の葉も穂も全てなくなり，硬くなった裸の茎だけが
残されていたのでした。おばあさんは悔しそうに足を踏み鳴らし，胸を叩き，大声
を張り上げて泣きました。みんなが走り寄ってどうしたのかとおばあさんに尋ね，
慰めている時，かかしが田んぼの真ん中で倒れているのが目に入ったのでした。

葉聖陶童話〈稻草人〉を読む（３）

共立女子大学（非）　赤坂綾

　３回に分けて読む葉聖陶の童話〈稻草人〉も，今回で最終回となりました。
　タイトルの〈稻草人〉とは，この童話の主人公である田んぼの番人「かかし」の
ことです。動くことも言葉を発することもできない，心を持ったかかしの目の前で
不幸な出来事が立て続けに起こりますが，動けないかかしには為すすべもありませ
ん。唯一，動かすことができるのは手にくくりつけられた「うちわ」。かかしはう
ちわを必死に動かし，何とかしようと試みますが，その努力も空しく救いの手を差
し伸べることができません。そして，自分の無力さを嘆き，悲しみ，最後には倒れ
てしまうのでした。葉聖陶は〈稻草人〉を通し，帝国・封建主義に抑圧された，こ
の時代の中国人民の悲痛な心の叫びを描き出したのです。
　前回は，蛾の産み落とした大量の卵に気付いてもらおうと，かかしがうちわを必
死に振り合図を送りますが，かかしの主人であるおばあさんはそれには気付かず，
数日後，孵化した幼虫が稲をかじり茎だけにしてしまい，その様子を見ていたかか
しは胸を痛めて涙を流した，という場面を紹介しました。この物語では，この後さ
らに追い討ちをかけるように，かかしの目の前で悲しい出来事が次々と起こります。
最終回である今回は，賭博と酒に溺れた夫から身売りされそうになり，逃げてきた
女性が川に飛び込もうとする場面から見てみます。
　　夜更暗了，连星星都显得无光。稻草人忽然觉得由

侧面田岸上走来一个黑影，近了，仔细一看，原来是个

女人，穿着肥大的短袄，头发很乱。她站住，望望停在

河边的渔船；一转身，向着河岸走去；不多几步，又直

挺挺地站在那里。稻草人觉得很奇怪，就留心看着她。

　　一种非常悲伤的声音从她的嘴里发出来，微弱，断

断续续，只有听惯了夜间一切细小声音的稻草人才听得

出。那声音是说：“我不是一条牛，也不是一口猪，怎

么能让你随便卖给人家！我要跑，不能等着你明天真卖给人家。你有一点儿钱，不是

赌两场输了就是喝几天黄汤花了，管什么！你为什么一定要逼我？……只有死，除了

死没路！死了，到地下找我的孩子去吧！”这些话又哪里成话呢，哭得抽抽嗒嗒的，

声音都被搅乱了。

　　稻草人非常心惊，想这又是一件惨痛的事情让他遇见了。她要寻死呢！他着急，

想救她，自己也不知道为什么。（中略）

　　那女人沉默着站了一会儿，身子往前探了几探。稻草人知道可怕的时候到了，手

里的扇子拍得更响。可是她并没跳，又直挺挺地站在那里。

　　又过了好大一会儿，她忽然举起胳膊，身体像倒下一样，向河里面窜去。稻草人

〈許敦谷画〉
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中国文学作品を読む
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10 第80号　中国語の環 11

文法のポイント　第9回

　　小李在桌子上写作业。（李君は机で宿題をしている。）
という文なら，前置詞を使わず，
　　×桌子上小李写作业。

　　×小李桌子上写作业。

ということはできませんが，存現文では前置詞が使われないという特徴があります。
ただ，この「前置詞を使わない」という原則がありますので，次のようなことが起
こります。
　　⑸城里来了一个京剧团。

　　⑹家里来了电话。

⑸は，①「町から京劇団がやってきた」，②「町に京劇団がやってきた」という２
つの可能性があり，⑹であれば①「家から電話がかかってきた」，②「家に電話が
かかってきた」の２つの可能性があるということになるわけです。これは前置詞を
使わないということから起こる現象で，どちらの意味で使われているのかを判断す
るには，前後関係を注意深く見る必要があります。
　もう１つ注意してほしいことがあります。それは「場所詞」としました語に，例
⑴、例⑵では“上”が，例⑷では“里”という方位詞がそれぞれ使われている点で
す。（例⑶の“前面”は本来が方位詞ですから問題ありません。）特に“宿舍”など
という語は，私たち日本人からすれば，何となく「場所」を表しているように思え
ますが，中国人からすれば，それは単なる「建築物」でしかありません。それを明
確に「場所」と認定するには，その語に相応しい方位詞が必要だと考えるわけで
す。
2）動詞の部分
　次に動詞の部分に注目してください。例⑴にはありませんが，例⑵～⑷には“着”
とか“了”といった動態助詞が使われています。存現文は出来事を描写するわけで
すから，どういう状態にあるのかを説明する必要がありますので，自然とこのよう
な動態助詞が使われることになるわけです。なお，例⑵の“挂着”は，“挂了”と
も言えます。それは“挂”の「掛ける」という動作は瞬時に終わり，あとは（誰か
がはずさない限り）「掛けた」状態になるからです。
　また“着”、“了”のような動態助詞をよくともなうと同時に，例⑶のように，方
向補語もよく使われます。
3）名詞の前の数詞、量詞の部分
　末尾に出てきます名詞に注目しますと，その前には，⑴では“两本”，⑵では“一

张”，⑶では“一辆”，⑷では“一个”というように「数詞＋量詞」という共通項が
あることに気がつきます。これは何を意味しているのでしょうか？それはこの名詞
が不定のものであり，不定ということは聴き手にとっては新情報であるということ
を意味しているのです。中国語は，「既に分かっているもの，旧情報は前に，不定
のもの，新情報は後に」という原則がありますが，ここでもその原則が生きている
わけです。

存現文

日本中国語検定協会理事・神戸市外国語大学　佐藤晴彦

　今回は存現文についてお話しましょう。「存現」ということばはあまり耳にされ
ないかも知れませんが，「存在」の「存」と「現象」の「現」を合わせたものです。

自然現象
　まず「雨が降る」とか，「風が吹く」とかいう自然現象に関する中国語を思い出
してください。
　　下雨　　雨が降る
　　刮风　　風が吹く
　　下雪　　雪が降る
　　下雾　　霧がかかる
など沢山ありますが，その共通点は何でしょう？そう，中国語ではすべて動詞が先
にあり，日本語に訳せば「雨が～」「風が～」のように主語になるものが後から表
明され，目的語の位置にあるという点です。これが存現文を理解する基本です。

存現文の文型
　存現文の文型は次のように示すことができます。
　　場所詞＋動詞＋名詞（主体）
具体的には，次の例を見てください。（存現文の特徴を理解しやすくするため，例
文は語と語の間を少し離して書いてあります。）
　　⑴桌子上　有　　　两本　词典。　　（机の上に辞書が２冊ある。）
　　⑵墙上　　挂着　　一张　中国地图。（壁に中国の地図が１枚掛けてある。）
　　⑶前面　　开来了　一辆　汽车。　　（前から車がやってきた。）
　　⑷宿舍里　搬走了　一个　同学。　　（寮から学生が１人引っ越して行った。）
　上の例で⑴は存在を表し，⑵は現象を表しています。しかし，このような「存在」
「現象」だけでなく，⑶のように「出現」を表す場合も，⑷のように「消失」を表
す文もこのような語順になります。

存現文の特徴
　上の例文で，1）場所詞の部分，2）動詞の部分，3）名詞の前の数詞、量詞の部分を
ご覧いただくと，存現文の特徴が見えてきます。
1）場所詞の部分
　文頭にあります場所詞の前に，“在”とか“从”という前置詞がないことに気づ
かれましたか？場所を表す語の前には前置詞が使われるのが一般的です。例えば，
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ないかも知れませんが，「存在」の「存」と「現象」の「現」を合わせたものです。

自然現象
　まず「雨が降る」とか，「風が吹く」とかいう自然現象に関する中国語を思い出
してください。
　　下雨　　雨が降る
　　刮风　　風が吹く
　　下雪　　雪が降る
　　下雾　　霧がかかる
など沢山ありますが，その共通点は何でしょう？そう，中国語ではすべて動詞が先
にあり，日本語に訳せば「雨が～」「風が～」のように主語になるものが後から表
明され，目的語の位置にあるという点です。これが存現文を理解する基本です。

存現文の文型
　存現文の文型は次のように示すことができます。
　　場所詞＋動詞＋名詞（主体）
具体的には，次の例を見てください。（存現文の特徴を理解しやすくするため，例
文は語と語の間を少し離して書いてあります。）
　　⑴桌子上　有　　　两本　词典。　　（机の上に辞書が２冊ある。）
　　⑵墙上　　挂着　　一张　中国地图。（壁に中国の地図が１枚掛けてある。）
　　⑶前面　　开来了　一辆　汽车。　　（前から車がやってきた。）
　　⑷宿舍里　搬走了　一个　同学。　　（寮から学生が１人引っ越して行った。）
　上の例で⑴は存在を表し，⑵は現象を表しています。しかし，このような「存在」
「現象」だけでなく，⑶のように「出現」を表す場合も，⑷のように「消失」を表
す文もこのような語順になります。

存現文の特徴
　上の例文で，1）場所詞の部分，2）動詞の部分，3）名詞の前の数詞、量詞の部分を
ご覧いただくと，存現文の特徴が見えてきます。
1）場所詞の部分
　文頭にあります場所詞の前に，“在”とか“从”という前置詞がないことに気づ
かれましたか？場所を表す語の前には前置詞が使われるのが一般的です。例えば，
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12 第80号　中国語の環 13

翻訳添削

どこがおかしい？なぜおかしい？
　　──「日文中訳添削講座」から（６）

中国・華東師範大学　高寧

　このページでは，実力養成通信添削講座２級挑戦コースで日文中訳問題の解答を
添削されている高寧先生の講評をご紹介しています。講座は１コース６ヶ月間で，
課題提出が全12回となかなか厳しい条件であるにもかかわらず，多くの方がやり遂
げられ，長く継続して受講されている方もいます。現在は１月からのコースが開講
中で，次回は2009年９月に開講予定（募集期間は７月から８月まで）です。詳しく
は『受験案内』の「協会からのお知らせ」，または協会ホームページをご覧ください。

（文責：髙部）

（22）先に郵便局に寄って，それから駅へ友達を迎えに行く。
　注意していただきたいところは３つあります。まず「寄る」の訳し方です。『広
辞苑』（岩波書店）によると「道の途中で訪れる。立ち寄る」とありますから，そ
の意味を訳出しなければいけませんが，それをうっかり落としてしまった人が多い
ようです。これは“顺路”“顺道”“顺便”のいずれかを使えばいいでしょう。次は
「迎える」の訳し方です。駅に行って出入口で友人を迎える場合，普通“迎接”と
は言いません（ただし普通の友人ではなく，身分の高い賓客（“贵宾”）なら使えま
す。もちろん，その場合は出入口で待つより特別通路を使うのが普通です）。しかし，
駅以外の場合なら“迎接”は一応使えます。例えば“在校门口迎接客人”“在客厅

迎接经理”のように。最後に，テンスについて考えてみますと，原文は現在形で終
わっているのですから，言うまでもなくこれからのことを話題にしています。今回
の皆さんの訳文は，ほとんどと言ってもいいほど，このテンスの意味が訳し出され
ていませんでした。読者に過去の出来事として受け取られてしまってはいけないと
思います。
　≪参考訳文≫　要先顺道去一趟邮局，然后去车站接朋友。

　　　　　　　　准备先顺路去邮局，后去车站接朋友。

　　　　　　　　先顺便去邮局，然后再去接站。

（23）彼はもともと頭がよいうえに，しかも努力家だ。
　この問題でややこしい存在は「もともと」で，頭の痛い言葉は「努力家」です。「も
ともと」はよく“原来”と訳されますが，ここで使う場合は注意が必要です。もし
も“他原来脑袋很好”と言いますと，「彼は昔は頭の回転が速かったが…」という
意になってしまいますから，正しい訳にはなりません。もちろん“原来”には「（も
とからそうであったのに）それを知らなかった」「今やっと気がついた」の意もあ
りますが，その場合，“原来”と呼応して使う副詞は“很”や“非常”などではな

く“就”です。「しかも努力家だ」を“并且很努力的人”“而且也努力的人”などと
訳した人が多いようですが，これらは述語動詞がないので文になっていません。“的

人”をとって“很努力”を述語に格上げするか，“并且”“而且”のあとに“是”を
入れるかしなければなりません。
　≪参考訳文≫　他脑袋原来／原本就好，而且很努力。

　　　　　　　　他不但生来聪明，而且是一个很努力的人。

　　　　　　　　他本来脑瓜子就灵，又肯卖命地干。

（24）たとえどんなに忙しくても，徹夜をするのはよくない。
　この問題については注意していただきたいところが２つあります。１つ目は，“多

么”や“再”は，“很”や“非常”と一緒に連用修飾語に使ってはいけないという
ことです。例えば“多么很忙”“再非常忙”などは語弊のある言い方です。どちら
かを１つ落とすとよいでしょう。２つ目は，日本語の「徹夜」をそのまま利用でき
ないということです。中国語には“彻夜”ということばはありますが，やや古文的
な感じがし，“彻夜不（难）眠”のほかにはあまり使われていないようです。そし
てこの“彻夜不（难）眠”は日本語の「徹夜をする」とは意味が違い，「一晩中（よ
く）眠れない」ことを表します。
　≪参考訳文≫　即使再忙，开夜车也不好。

　　　　　　　　无论怎么忙，也不好熬夜。

　　　　　　　　不管多么忙，也开不得夜车。

（25）こちらの大きめのになさいますか，あちらの小さめのになさいますか。
　これは問題が少ないようです。気がついたところは２点だけです。まず，皆さん
の解答の中には“要这边大一点儿，还是要那边小一点儿？”のような訳がよく見ら
れました。しかし“大一点儿”や“小一点儿”は，その後に“的”を付け加えなけ
れば体言化することができません。ですから，そのままでは動詞“要”の目的語に
はなることができません。そうかと言って，“的”の代わりに“的东西”を置いて
もいけません。つまり“要这边大一点儿的东西，还是要那边小一点儿的东西”とし
ては問題があります。日本語の原文では，物は同じで大きさだけが違うと言ってい
るのに，“的东西”を付け加えると，物自体が違うという意味に変わってしまうか
らです。
　≪参考訳文≫　你要／买这边大一点儿的，还是要／买那边小一点儿的？
　　　　　　　　你挑这边大一点儿的，还是选那边小一点儿的？
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14 第80号　中国語の環 15

学習者の声

新しいことばと古いことば

夢へ向かって今日も努力，明日も努力
―将来の夢は中国語教師―

天津・南開大学（院）　平野由季
　「人民の総理」と深く敬愛された周恩来総理の像が凛々しく聳え立つ中国天津市・
南開大学。“允公允能 日新月异”（日々前進，努力し，社会に貢献していく）との
建学の精神が学生１人ひとりの心に漲るこの大学が，私の第２の母校になりました。
　私は，日本の大学を卒業後，現在，この尊敬する周総理の母校・南開大学の大学
院生となり，漢語言文化学院で対外漢語教育を専門に勉強しています。クラスには
中国人学生23名と留学生６名（日本，韓国，アメリカ，ロシア）がおり，非常に熱
心な先生方のもと，皆一流の中国語の教師を目指し，日々努力しています。
　私の夢は「中国語教員になって，日中友好に貢献する本物の人材を幾重にも輩出
すること」です。では，その「日中友好」とはいったい何なのか―？それを肌で
実感できる出来事がありました。天津市にある中学校で日本語教師をしたときのこ
とです。
　この授業は，課外授業でもあり，目的が“日本を好きになること”だったため，
さまざまな工夫をして日本の文化を教えました。お寿司の作り方、ひらがなビンゴ、
桃太郎の寸劇、さくらの歌の合唱，また日本舞踊のできる友人をよんで披露しても
らい，ゆかたを生徒たちに着せてあげて，その記念写真をプレゼントしたり，笑顔
と笑い声の絶えない授業でした。最終日，思いがけず多くの生徒が「日本は好きで
はなかったけれども，好きになった。これからも日本語を勉強したい」，「日本語も
英語と同じくらい大切だと思った」，「日本人は親切ではないと思っていたけど，そ
うでないことがわかった」等の感想を寄せてくれ，大変感動しました。日中友好と
は，こういう未来を担う子どもたちの「意識変革」こそが一番大切な要素なのでは
ないかと，一筋の光を見出したように感じました。そして，たとえ地道であっても，
この「教育の道」で私も生徒１人ひとりの幸福のために貢献していきたいと，心に
決めることができました。
　現在，私は中国政府奨学金を受けて生活しています。この奨学金は，学費・宿舎
費が免除され，１ヶ月1100元（本科生の場合は800元）の生活費がもらえます。物
価の安い天津では，十分に生活していけます。私は毎月節約を心がけ貯金をして，
一時帰国のための航空券を買います。また，中国の保険にも加入します。南開大学
の場合，大学院生は２人部屋を１人で使えるので，とても快適です。私も今の部屋
がとても気に入っています。
　授業終了後はいつも散歩をかねて，よく市場に買い物に行きます。市場では狭い
通路に多くの人が行き交い，左右には溢れ出さんばかりの新鮮な野菜や果物が並べ
られ，活気づいています。そして，顔なじみの阿姨たちが，それぞれの店舗から人

中国語の新語に吸収された日本語からの借用語の意味変化（続２）

共立女子大学　李錚強

　今回は前回に引き続き，日本語からの借用語について，中国語の語彙体系を変容
させ，それまでに見られなかった言葉の使い方を生み，個別の語彙の用法にも影響
を与えた現象を探ってみよう。
⑴接頭語の活用
　1984年，日本のマーケティング情報誌の『アクロス』（パルコ刊）が最初に提唱
した「新人類」という言葉にはインパクトがあったため，マスコミによって間もな
く中国に広まった。同じ時期に中国にも“新人类”的な若者が存在したため，日本
語と同じ意味で受け入れられたのである。さらに90年代になると，これに接頭語の
「新」を加え，“新新人类”という派生語まで誕生し，より新しい感性や価値観を持
つ1980年代以降に生まれた世代を意味するようになった。
　接頭語について言えば，「超～」という用法も挙げられる。“超便利”（超便利）、“超

大型”（超大型）、“超豪华”（超豪華）などは，かつて中国語の語構成の方法には見
られなかった表現であるが，日本語の用法がそのまま中国語に吸収された。
⑵接尾語の活用
Ａ「～族」からの派生語
　かつて，「暴走族」や「脱サラ族」のように用いられる「共通の性質をもつ仲間」
を指す「～族」は，中国語では“〜党”や“〜帮”などと表された。しかし“黑手

党”（マフィア）や“青帮”（悪党）のように，多くマイナスの意味しか表さないた
め，日本語の「～族」という表現が中国語に入ると，“北漂一族”（北京の戸籍を持
たないフリーター）、“非特族”（フリーター）、“啃老族”（ニート）、“炒股族”（株
の売買に熱中する人々）、“哈日族”（日本ファン）、“月光族”（毎月給料を使い切る
人々）、“追星族”（芸能人などの追っかけ）など，その派生語が次々と生まれた。
Ｂ「～屋」からの派生語
　日本語の「～屋」は，「花屋」や「八百屋」のように「その職業の家またはその人
を表す」接尾語として用いる。これを中国語では，従来“文具店”（文具店）、“照相

馆”（写真屋）、“杂货铺”（雑貨屋）、“同仁堂”（北京の有名な薬屋）、“餐厅”（食堂）の
ように，“〜店”“〜馆”“〜铺”“〜堂”“〜厅”などの接尾語で表した。本来，中
国語で“屋”は「部屋，家屋」という名詞として使われたが，日本語で「商店」を
意味する「屋」と意味的に近く，“〜屋”という看板を使っても意味は容易に理解
できる。ただ日本語の「～屋」は「八百屋」「靴屋」「時計屋」のように庶民的な印
象を与えるのに対し，中国語の“〜屋”は外来のものとして新鮮な感じを与える。
それ故，モダンでシャレた感じの店の看板として“精品屋”（ブティック）、“咖啡屋”
（喫茶店）、“啤酒屋”（ビヤホール）、“美发屋”（美容室）といったものが多く見られる。
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14 第80号　中国語の環 15

学習者の声

新しいことばと古いことば

夢へ向かって今日も努力，明日も努力
―将来の夢は中国語教師―

天津・南開大学（院）　平野由季
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らい，ゆかたを生徒たちに着せてあげて，その記念写真をプレゼントしたり，笑顔
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共立女子大学　李錚強
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懐っこい笑顔で迎えてくれます。私は日常会話の練習も兼ねて何度も足を運んでい
たので，自然と市場中にたくさんの友達ができました。勉強が思うように進まなく
て憂鬱な気分の日でも，この市場に行って阿姨たちと愉快な会話を交わすと，不思
議に心がパッと軽くなり，楽しくなってきます。１つの小さな市場に過ぎませんが，
ここには平和の心が溢れています。昨今，日本で報道される中国は，反日運動や緊
張した外交問題などネガティブなイメージが印象付けられます。しかし，私が毎日
出会う中国の人たちは，笑顔を向ければ，必ず笑顔で答えてくれる，そんな温かさ
を感じさせてくれます。また20カ国以上の留学生が共同で生活している私の宿舎
は，それこそ「世界の縮図」を感じさせてくれます。この世界の友人たちとの留学
生活を通じて，世界はどこかにあるのではなく，自分自身がすでにその世界性を持
ち備えていることに気付かされました。私たち１人ひとりは，国や文化，言葉も，
肌の色も違います。しかし，同じ地球に住む「世界市民」としての意識，また努力
こそが，21世紀の多様性社会に対応していくために必要だと感じました。
　留学生活の現実は楽しいことばかりではなく，難しい勉強を前に，限りなく続く
自己闘争であり，自己の限界を破る挑戦の日々です。正直自分の弱さに嫌気がさし
て，崩れそうになる時も何度もあります。しかし，私には夢と使命があり，絶対に
負けるわけにはいきません。周恩来総理が「民間外交」を以て祖国の発展のため，
世界平和のために尽力されてきたことを思えば，今こそ私たち若い世代がその精神
を受け継ぎ，実践していかなければいけないのではないかと思います。苦しい時，
私はいつも１人で周総理の像の前に行き，周総理と語り合います。総理はいつも私
に大きな志を持ってそれを貫くよう，また，自分に負けるなと，慈愛の目をもって
鼓舞してくれます。文化大恩の国である中国に，少しでも恩返しできるように，ま
た日中の文化・教育交流に少しでも貢献できるように，自分自身に打ち勝って猛勉
強をし，学問と人格を両方兼ね備える真の人材に成長したいと思っています。
　最後に，女性初の２つのノーベル賞を受賞したことで有名なキュリー夫人が若き
青春時代，フランスに留学していたときの言葉を皆さんに紹介したいと思います。
「勉強が足りない？ではもっと勉強す
ればいい！まだ足りない？ではもっ
ともっと勉強すればいい！今までの
十倍，百倍，いや千倍も！！」。その後，
若きキュリー夫人は家族への手紙の
中で「千倍も猛勉強している」ときっ
ぱりと書いていたそうです。私もこの
キュリー夫人と同じ志で，今日も努力，
明日も努力し，夢実現へ向けて走りぬ
きたいと思います。

周恩来像の前に集合したのは，日本、中国、ラオス、カン
ボジアから来たアジアの青年たち。筆者は右から３番目。
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