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2 第81号　中国語の環 3

上野惠司理事長に聞く

……。不偏不党が要求される事業ですから。
―中検フォーラムも動きだしますね。
　中国語学習者や検定試験受験者に対してだけでなしに，これからは中国語教育に
携わっている方々にも呼びかけて，協会の運営・活動に対して意見を述べていただ
き，またこちらからも協会の活動や中国語学習に関する情報を提供していきたいと
いう考えのもとに作られた組織で，昨秋から活動を開始しています。
　現在のところ，協会役員のほかに，試験会場の責任者，試験の出題・採点委員，
大学・高校・専門学校等で教えておられる先生方等百数十名の方が参加しています。
人数に制限はありませんので，これからの参加も歓迎します。
　「フォーラム」を名乗る以上，定期的に一堂に会して賑やかに意見を交換できれ
ばよいのですが，なかなかそこまでは急には行けませんので，当面は紙上での意見
の交換や情報の提供が中心になりそうです。
　昨年11月に「会報」の準備号を発行しましたが，今後は４月と10月に定期的に発
行していく予定です。ご期待ください。
―『中国語の環』も好評のようです。
　自画自賛ですか。確かに好評です。これだけ多くの方々の目に触れる学習情報誌
は他に見当たりませんからね。しかも無料で。
　執筆してくださる方々も渾身の力を傾けてくださっています。
―過去の記事を読みたいという人もいますが……。
　創刊号から第62号までのダイジェスト版が総集編Ｉ・IIとして，また第63号から
第71号までが合冊本として刊行されていますので，入手希望者は協会に問い合わせ
てください。それ以後のものも，近く合冊本として希望者に頒布することを考えて
います。第72号から83号まで，キリのいい４年12号分になりそうです。
―通信添削講座の上級コースも始まりました。
　大好評です。定員を大きくオーバーして，スタッフ一同うれしい悲鳴をあげてい
ます。かなりハイレベルの日文中訳，中文日訳をそれぞれ専門の先生方が添削する
ほか，リスニングに書き取り（听写）を加えたのが今回の特色です。英語教育でも
書き取り（ディクテイション）の重要性が強調されていますが，中国語教育におい
てもこのことに変わりはありません。耳で大意を聴き取るだけで満足するのではな
く，細部まで聴き取って，しかも間違いなく書き写すことができるというところま
できて，はじめて本物の実力だと言えるのです。
　さまざまの話題を男声と女声の美しい録音で聴く，これだけでも十分に楽しめる
講座内容です。
―個別の質問に対する先生の回答も受講生から歓迎されています。
　さまざまの質問が寄せられてきます。即座には答えられない難問もあり（時には
珍問・奇問も），本を調べたり専門家に教えてもらったり，文字どおり「悪戦苦闘」
しています。「教えることは学ぶことなり」とは，よく言ったものですね。語学教
師としての私の，最もやりがいのある仕事です。

不測の事態に備えて法人化

聞き手：『中国語の環』編集室

―今号は恒例の「理事長に聞く」です，年度初めですから。
　任期（２年）途中の年度ですから，特に新たな抱負はありません。この１月に法
人化が実現しましたので，法人の定款に沿った着実な運営を軌道に乗せることでし
ょうか。在任５期10年の仕上げのつもりです。
―一般財団法人になって何が変わるのですか。
　別に何かが変わるというわけではありません。強いて言えば，協会が私的な団体
から公的な団体になったということでしょうか。
　「私的」というのは誤解を招きやすいかもしれませんね。これまでも全国の大学
で中国語教育に携わっている教員を中心に30名で評議員会を構成し，その中から選
ばれた10名が理事として運営の責任を負ってきました。監査役員も置き，運営はす
べて財団法人に準じて行ってきましたから，公的な団体と変わりはありません。事
務組織も整っています。ただ，いくら公正に運営されていても，法人登録がされて
いないかぎり，法律上は「権利能力なき社団」ということになり，今は何の不安も
ありませんが，さきざき不測の事態が生じた時，受験者や周りの方々に大きな迷惑
をかけたり，こちらが損害を被ったりしないとも限りません。そのような混乱を避
けるためにも，法人格を取得しておくのがよいと判断したわけです。
―ＨＳＫとの提携は進んでいますか。
　昨年この欄で，「中検は日本語を母語とする人が日本語を介して学んだことを前
提に中国語の学習成果を測る試験」，「ＨＳＫは間に母語を介さないで，中国語の運
用能力だけを問う，いわばどれだけ中国人に近いかを測る試験」としたうえで，２
つの試験が「長短補い合う関係」にあることを指摘しました。
　この点についてはＨＳＫの側も同じように考えていて，双方の試験の長所の伸展
を図るうえで互いに協力しあっていこうというところまで話し合いが進みました。
話し合いの成果の一部は先の第66回（11月試験）の受験案内にも掲載したとおりで
すが，その後ＨＳＫ側に担当者の交代があって，交渉は足踏み状態にあります。
　いずれにしても，「それぞれの学習環境や今後の目的をよく考えて自分に適した
方を先に受ければよい」という，私の考えに変わりはありません。
―ほかにもいくつか検定試験がありますね。
　中国側の試験やら日本国内の団体の試験やら，いろいろあるようですね。○○中
検などという，私たちの実施する試験と紛らわしいものも含めて……。
　それぞれの理想に基づいていろいろな試験があってよいと思います。ただ，営利
が目的というのは困りますね。「もうかりそうだからやる，思ったほどもうからな
いからやめた」なんてのは。それに，他に目的を有する団体と組んでというのも
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4 第81号　中国語の環 5

飲水思源―中国語教育の開拓者④

　修士１年生の時，もう１人の恩師大河内憲康先生に中
国語学会で発表するように申し渡された。苦し紛れに，
では二重目的語文について発表させていただきます，と
応えた。後日，伊地智先生に学会発表することになりま
したと報告すると，即座に「無理です」と言われた。伊
地智先生は学生にも完璧であることを求められたが，大
河内先生は，少しでも独創的な点があると評価してくだ
さった。その意味で正反対の師につけたことは幸いであ
った。
　師とは40年お付き合いさせていただいたが，私のよう
に怠惰で無能な学生には無理難題としか思われぬ要求を
課せられた。明日までにある本を読むように言われ，果たせないまま授業に出ると，
なぜ読まなかったかと詰問された。アルバイトで時間がなかったと答えると，「昨
晩は寝ましたか」と畳み掛けられ，「少し寝ました」との私の言い逃れに「学問を
するということは睡魔と闘うことです。睡眠不足で死んだ人はいません。食べる物
が無ければ霞を食べなさい」と切り捨てられた。それでも40年も居直り続けられた
のは，私の面の皮の厚さもあるだろうが，師には学生をなんとか世間で通用する人
間にしてやろうという強い思いがあったことを感じ取ることができたからである。
　私は師から１度も褒められたことはない。昔気質と言えばそれまでだが，師がや
り残された辞書の編纂を編者のまとめ役として完成させ，墓前に報告に行った時に
は，「どうですか？一応完成しましたよ。」とやや誇らしかった。もちろん，無条件
に褒められるとは思ってはいない。辞書としての完成度にはまだまだ問題はあるだ
ろうが，師の思いのぎっしり詰まった辞書は，これからも本当に中国語を理解しよ
うとする人にとっては魅力あるものであり続けるだろうし，私にとっては，いつで
も師に会うことができる場である。
　何か，師の思い出というと「悪口」ばかりになってしまう。誓って言うが，これ
は陰口ではない。例えば，ご家族の辞書を早く完成させゆっくりと家族旅行でもし
たいというご希望を無視し，規定の分量・期限に頓着することなく，延々と辞書の
原稿を書き続けられる師の面前で，ご長男と，「辞書は先生が死なないと完成しま
せんね」と話したことさえある。先生は憮然としておられたが，別に気分を害され
ている風もなかった。
　そういうことを言っても許される時期に学生になったことが大きい。それがタイ
ミングというものであろう。縁というものであろう。
〔編集室から〕
　伊地智善継先生は1919年３月大阪府のお生まれ。大阪外国語学校（のち大阪外国
語大学，現大阪大学）支那語部ご卒業後，長く母校で教鞭をとられ，のち学長を務
められた。同大学名誉教授。2001年４月，82歳でご逝去。翌年『白水社中国語辞典』
が刊行されている。

伊地智善継師の思い出

立命館大学国際機構　中川正之

　晩年の師はおしゃべりだった。奥様を亡くされてからはとくにそうだった。私自
身勤務先の仕事が多忙を極めている時期だったので，夜遅く帰宅することが多かっ
た。そういう時にかぎって師から電話があったと家族に告げられた。すばやく食事
し風呂をすませてから，電話した。電話が長くなるからである。
　かつて，先輩が久しぶりに帰阪され，師のお宅にご機嫌伺いの電話をされたとこ
ろ，「何か具体的な用件がありますか？」と言われたそうである。いかにも師らし
い応対である。それを知るものにとっては，晩年の師の長話は，痛ましくもあった。
　おしゃべりの内容の大半は，執筆中の辞書のことであったが，誰々君はどうして
いますかというような元学生を気遣うものや昔話が増えてきた。寂しいと漏らされ
たこともある。最後の面会となったお見舞いは木村英樹氏と行ったが，評論家佐高
信氏が師の友人であった司馬遼太郎氏のことを悪く言っていることに唇を震わせて
怒っておられた。（多分，佐高信『司馬遼太郎と藤沢周平―「歴史と人間」をど
う読むか』（知恵の森文庫，2002年）を読まれたのだろう）。「司馬君は大きな人です」
とも言われた。めったに感情を露にされなかった師に残された時間はそんなに長く
はないと無性に悲しくなった。
　世間話の割合が増えたとはいえ，中国への関心は終生衰えることはなかった。こ
のことは師のライフワーク『白水社中国語辞典』の「まえがき」に詳しく書いた。
中国に一定の距離を置いてきた私には，なぜかくも中国に思いを込められたのか理
解できない。数え切れないくらい師のお宅にお邪魔し長居したが，やはり話題は中
国のこと，中国語のことであった。四字成語の話などについては，相槌を打てるの
は杉村博文氏くらいであった。他の面々はかしこまって師の話を拝聴する。椅子の
生活に慣れた私には和室で正座され話される師の中国語講話が苦痛であった。膝を
崩し，時には横になって拝聴した。我慢できなくなって別室の奥様のところに逃げ
込み「中国の難しい話ばかりもう嫌！」などと奥様に愚痴をこぼすと「何を言って
るの，私なんかあの話と何十年も四六時中付き合っているのよ」と一蹴された。そ
してご家族と先生の「悪口」に花を咲かせた。まだ言葉もはっきり言えないお孫さ
んにも敬語で話されること，襖をきちんと閉めないお嬢様に「襖は２度閉めるもの
ではありません」などと，ご家族にも伊地智語で話されることなどが話題であった。
伊地智語というのは，例えば私には「君は将来何になってもよいが中国語教師だけ
にはなるな」とか「君は中国語の教師になるべき最後の人です」といった皮肉たっ
ぷりの，英語直訳風の日本語であった。幼馴染の荒川清秀氏が大学に入学された頃，
中川さんに中国語を教えてもらっていますと師に言ったところ，「それなら君は中
国語は上手くありませんね」と応じられたそうである。

伊地智善継先生
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4 第81号　中国語の環 5

飲水思源―中国語教育の開拓者④

　修士１年生の時，もう１人の恩師大河内憲康先生に中
国語学会で発表するように申し渡された。苦し紛れに，
では二重目的語文について発表させていただきます，と
応えた。後日，伊地智先生に学会発表することになりま
したと報告すると，即座に「無理です」と言われた。伊
地智先生は学生にも完璧であることを求められたが，大
河内先生は，少しでも独創的な点があると評価してくだ
さった。その意味で正反対の師につけたことは幸いであ
った。
　師とは40年お付き合いさせていただいたが，私のよう
に怠惰で無能な学生には無理難題としか思われぬ要求を
課せられた。明日までにある本を読むように言われ，果たせないまま授業に出ると，
なぜ読まなかったかと詰問された。アルバイトで時間がなかったと答えると，「昨
晩は寝ましたか」と畳み掛けられ，「少し寝ました」との私の言い逃れに「学問を
するということは睡魔と闘うことです。睡眠不足で死んだ人はいません。食べる物
が無ければ霞を食べなさい」と切り捨てられた。それでも40年も居直り続けられた
のは，私の面の皮の厚さもあるだろうが，師には学生をなんとか世間で通用する人
間にしてやろうという強い思いがあったことを感じ取ることができたからである。
　私は師から１度も褒められたことはない。昔気質と言えばそれまでだが，師がや
り残された辞書の編纂を編者のまとめ役として完成させ，墓前に報告に行った時に
は，「どうですか？一応完成しましたよ。」とやや誇らしかった。もちろん，無条件
に褒められるとは思ってはいない。辞書としての完成度にはまだまだ問題はあるだ
ろうが，師の思いのぎっしり詰まった辞書は，これからも本当に中国語を理解しよ
うとする人にとっては魅力あるものであり続けるだろうし，私にとっては，いつで
も師に会うことができる場である。
　何か，師の思い出というと「悪口」ばかりになってしまう。誓って言うが，これ
は陰口ではない。例えば，ご家族の辞書を早く完成させゆっくりと家族旅行でもし
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〔編集室から〕
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伊地智善継師の思い出

立命館大学国際機構　中川正之

　晩年の師はおしゃべりだった。奥様を亡くされてからはとくにそうだった。私自
身勤務先の仕事が多忙を極めている時期だったので，夜遅く帰宅することが多かっ
た。そういう時にかぎって師から電話があったと家族に告げられた。すばやく食事
し風呂をすませてから，電話した。電話が長くなるからである。
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国のこと，中国語のことであった。四字成語の話などについては，相槌を打てるの
は杉村博文氏くらいであった。他の面々はかしこまって師の話を拝聴する。椅子の
生活に慣れた私には和室で正座され話される師の中国語講話が苦痛であった。膝を
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るの，私なんかあの話と何十年も四六時中付き合っているのよ」と一蹴された。そ
してご家族と先生の「悪口」に花を咲かせた。まだ言葉もはっきり言えないお孫さ
んにも敬語で話されること，襖をきちんと閉めないお嬢様に「襖は２度閉めるもの
ではありません」などと，ご家族にも伊地智語で話されることなどが話題であった。
伊地智語というのは，例えば私には「君は将来何になってもよいが中国語教師だけ
にはなるな」とか「君は中国語の教師になるべき最後の人です」といった皮肉たっ
ぷりの，英語直訳風の日本語であった。幼馴染の荒川清秀氏が大学に入学された頃，
中川さんに中国語を教えてもらっていますと師に言ったところ，「それなら君は中
国語は上手くありませんね」と応じられたそうである。

伊地智善継先生
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6 第81号　中国語の環 7

中国文学作品を読む

雕刻家说比用整块的方石垫在底下好得多。台子非常高，人到市里来，第一眼望见的

就是这石像，就像到巴黎去第一眼望见的是那铁塔一样。

〈訳　文〉　ある古代の英雄を記念し，人々は彫刻家にこの英雄のために石像を彫っ
てもらうことにしました。
　彫刻家は承諾すると，まずこの英雄に関する歴史を調べ，英雄の容貌をイメージ
し，気質や気概を想像しました。彫刻家の考えでは，いい加減に石像を彫るのであ
れば彫らない方がましである，彫るからにはこの英雄を生き生きと彫り上げ，石像
を目にした人にこの英雄を知ってもらい，この英雄を理解してもらい，そしてこの
英雄を崇拝してもらいたい，というものでした。
　努力を怠らなければ実は必ず結ぶものです。彫刻家は研究を重ねながら，イメー
ジを膨らませ，次第に彼の頭の中で石像の形が完成されていきました。石像の全体
的な姿はどのようであるべきか，顔つきはどのようにすべきか，小さなところでは
指先はどうあるべきか，細かなところでは髪の毛１本がどうあるべきかに至るまで，
すっかり決めていました。彫刻家の考えでは，彼が考えた末のイメージどおりに彫
刻して初めて，この英雄が死んだ石像ではなく，生き生きとした本物の姿になる，
というものでした。
　彫刻家は山に行きひとかたまりの大きな石を採取してくると，すぐに仕事に取り
掛かりました。彼の心の中には出来上がった形が存在していて，彫り始めた時から
すでに成算があり，石をちょっと見ただけで，どこを残すべきが，どこを捨てるべ
きか，全てはっきりと分かっていたのでした。（中略）
　完成したこの石像は頭をもたげ，目は真っすぐに遠くを見つめていて，彼の志が
遠大で果てしないことを表しています。口は開いていて，まるで大声で「ああ！」
と叫んでいるようです。左腕は内側に曲げ，力強く，ちょうど彼の下にいる無数の
群衆を抱きかかえているようでした。右手は拳を握り，前に真っすぐ伸ばし，筋骨
は老いた木の幹のように突き出ていて，彼を少しでも侵犯しようとする者があれば，
遠慮なく拳骨を見舞うという意志を表していました。
　市の中心には広場があり，皆はこの新しい石像を広場の真ん中に立てました。石
像を立たせる台座は小さな石のかたまりを積み上げて作られたもので，これらの石
のかたまりは彫刻家が石像を彫った時に削り落とされたものでした。これは一種新
しい美術建築方法で，彫刻家が言うには四角い石を下に敷くよりもずっと良いのだ
そうです。台座は非常に高く，人々が市内に来ると，最初に目に入るのがこの石像
であり，それはちょうどパリに行くと最初に目に入るのがあのエッフェル塔である
のと同じようでした。
※ 葉聖陶（1894 - 1988）：本名は葉紹鈞，江蘇省蘇州市生まれ。小学校教師の傍ら
小説を書き始める。童話集《稻草人》《古代英雄的石像》，小説集《隔膜》《火灾》，
長編小説〈倪焕之〉を世に送り出す。教育者、編集者としても知られ，更に革命
後は中央人民政府出版総署の副署長等の要職を歴任し，今日の普通話の普及に尽
力した。

葉聖陶童話〈古代英雄的石像〉を読む（１）

共立女子大学（非）　赤坂綾

　昨年度と同様に，今年度も葉聖陶（1894 - 1988）の童話を３回に分けて読んで
いきます。今回，皆さんにご紹介するのは1929年に書かれた〈古代英雄的石像〉で
す。この童話もまた先にご紹介した〈稻草人〉（1922年）と同じく童話集のタイト
ルになっており，葉聖陶童話の代表作の１つと言える作品でしょう。〈稻草人〉は
革命前の暗い時代にあった人々の悲痛な心の叫びを描いた作品でしたが，〈古代英
雄的石像〉は民衆が権力に立ち向かい自らの手で未来を切り開いていこうという姿
を映し出した作品であると言えます。
　ある古代の英雄を石像にするために招かれた彫刻家は，この英雄について研究を
重ね，髪の毛の１本１本や指先など細部に至るまでイメージを膨らませていき，遂
には見た者がたちまち崇め敬うような石像を完成させます。今回はこの英雄の石像
がいかにして作りあげられていったのかを見てみましょう。

　　为了纪念一位古代的英雄，大家请雕刻家给这

位英雄雕一个石像。

　　雕刻家答应下来，先去翻看有关这位英雄的历

史，想像他的容貌，想像他的性情和气概。雕刻家

的意思，随随便便雕一个石像不如不雕，要雕就得

把这位英雄活活地雕出来，让看见石像的人认识这

位英雄，明白这位英雄，因而崇拜这位英雄。

　　功到自然成。雕刻家一边研究，一边想像，石

像的模型在他心里渐渐完成了。石像的整个姿态应

该怎样，面目应该怎样，小到一个手指头应该怎样，

细到一根头发应该怎样，他都想好了。他的意思，

只有依照他想好的样子雕出来，才是这位英雄的活

生生的本身，不是死的石像。

　　雕刻家到山里采了一块大石，就动手工作。他心里有现成的模型，雕起来就有数，

看看那块大石，什么地方应该留，什么地方应该去，都清楚明白。（中略）

　　这石像抬着头，眼睛直盯着远方，表示他的志向远大无边。嘴张着，好像在那里

喊“啊！”左胳膊圈向里，坚强有力，仿佛拢着他下面的千百万群众。右手握着拳，

向前方伸着，筋骨突出像老树干，意思是谁敢侵犯他一丝一毫，他就不客气给他一下

子。

　　市中心有一片空场，大家就把这新雕成的石像立在空场的中心。立石像的台子是

用石块砌成的，这些石块就是雕刻家雕像的时候凿下来的。这是一种新的美术建筑法，
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6 第81号　中国語の環 7

中国文学作品を読む

雕刻家说比用整块的方石垫在底下好得多。台子非常高，人到市里来，第一眼望见的

就是这石像，就像到巴黎去第一眼望见的是那铁塔一样。

〈訳　文〉　ある古代の英雄を記念し，人々は彫刻家にこの英雄のために石像を彫っ
てもらうことにしました。
　彫刻家は承諾すると，まずこの英雄に関する歴史を調べ，英雄の容貌をイメージ
し，気質や気概を想像しました。彫刻家の考えでは，いい加減に石像を彫るのであ
れば彫らない方がましである，彫るからにはこの英雄を生き生きと彫り上げ，石像
を目にした人にこの英雄を知ってもらい，この英雄を理解してもらい，そしてこの
英雄を崇拝してもらいたい，というものでした。
　努力を怠らなければ実は必ず結ぶものです。彫刻家は研究を重ねながら，イメー
ジを膨らませ，次第に彼の頭の中で石像の形が完成されていきました。石像の全体
的な姿はどのようであるべきか，顔つきはどのようにすべきか，小さなところでは
指先はどうあるべきか，細かなところでは髪の毛１本がどうあるべきかに至るまで，
すっかり決めていました。彫刻家の考えでは，彼が考えた末のイメージどおりに彫
刻して初めて，この英雄が死んだ石像ではなく，生き生きとした本物の姿になる，
というものでした。
　彫刻家は山に行きひとかたまりの大きな石を採取してくると，すぐに仕事に取り
掛かりました。彼の心の中には出来上がった形が存在していて，彫り始めた時から
すでに成算があり，石をちょっと見ただけで，どこを残すべきが，どこを捨てるべ
きか，全てはっきりと分かっていたのでした。（中略）
　完成したこの石像は頭をもたげ，目は真っすぐに遠くを見つめていて，彼の志が
遠大で果てしないことを表しています。口は開いていて，まるで大声で「ああ！」
と叫んでいるようです。左腕は内側に曲げ，力強く，ちょうど彼の下にいる無数の
群衆を抱きかかえているようでした。右手は拳を握り，前に真っすぐ伸ばし，筋骨
は老いた木の幹のように突き出ていて，彼を少しでも侵犯しようとする者があれば，
遠慮なく拳骨を見舞うという意志を表していました。
　市の中心には広場があり，皆はこの新しい石像を広場の真ん中に立てました。石
像を立たせる台座は小さな石のかたまりを積み上げて作られたもので，これらの石
のかたまりは彫刻家が石像を彫った時に削り落とされたものでした。これは一種新
しい美術建築方法で，彫刻家が言うには四角い石を下に敷くよりもずっと良いのだ
そうです。台座は非常に高く，人々が市内に来ると，最初に目に入るのがこの石像
であり，それはちょうどパリに行くと最初に目に入るのがあのエッフェル塔である
のと同じようでした。
※ 葉聖陶（1894 - 1988）：本名は葉紹鈞，江蘇省蘇州市生まれ。小学校教師の傍ら
小説を書き始める。童話集《稻草人》《古代英雄的石像》，小説集《隔膜》《火灾》，
長編小説〈倪焕之〉を世に送り出す。教育者、編集者としても知られ，更に革命
後は中央人民政府出版総署の副署長等の要職を歴任し，今日の普通話の普及に尽
力した。

葉聖陶童話〈古代英雄的石像〉を読む（１）

共立女子大学（非）　赤坂綾

　昨年度と同様に，今年度も葉聖陶（1894 - 1988）の童話を３回に分けて読んで
いきます。今回，皆さんにご紹介するのは1929年に書かれた〈古代英雄的石像〉で
す。この童話もまた先にご紹介した〈稻草人〉（1922年）と同じく童話集のタイト
ルになっており，葉聖陶童話の代表作の１つと言える作品でしょう。〈稻草人〉は
革命前の暗い時代にあった人々の悲痛な心の叫びを描いた作品でしたが，〈古代英
雄的石像〉は民衆が権力に立ち向かい自らの手で未来を切り開いていこうという姿
を映し出した作品であると言えます。
　ある古代の英雄を石像にするために招かれた彫刻家は，この英雄について研究を
重ね，髪の毛の１本１本や指先など細部に至るまでイメージを膨らませていき，遂
には見た者がたちまち崇め敬うような石像を完成させます。今回はこの英雄の石像
がいかにして作りあげられていったのかを見てみましょう。

　　为了纪念一位古代的英雄，大家请雕刻家给这

位英雄雕一个石像。

　　雕刻家答应下来，先去翻看有关这位英雄的历

史，想像他的容貌，想像他的性情和气概。雕刻家

的意思，随随便便雕一个石像不如不雕，要雕就得

把这位英雄活活地雕出来，让看见石像的人认识这

位英雄，明白这位英雄，因而崇拜这位英雄。

　　功到自然成。雕刻家一边研究，一边想像，石

像的模型在他心里渐渐完成了。石像的整个姿态应

该怎样，面目应该怎样，小到一个手指头应该怎样，

细到一根头发应该怎样，他都想好了。他的意思，
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8 第81号　中国語の環 9

看图学成语

絵で見る成語（１）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

爱不释手　ài bù shì shöu

気に入って片時も手放せない。熱中
してやめられない。

暗箭伤人　àn jiàn shãng rén

ひそかに人を陥れる。闇討ちを食わ
せる。

傲然屹立　ào rán yì lì

誇らしげにそびえ立つ。毅然として
立つ。

拔苗助长　bá miáo zhù zhäng

苗を助けて長ぜしむ。功を焦って方
法を誤り失敗するたとえ。“揠苗助
长（yà miáo zhù zhäng）”とも。

百发百中　bäi fã bäi zhòng

百発百中。射術の巧みなさま，また
推測に狂いのないたとえ。

班门弄斧　Bãn mén nòng fŒ

名匠・魯班の門前で斧を振るう。身
のほど知らず。釈迦に説法。

半斤八两　bàn jïn bã liäng

似たり寄ったり。ドングリの背くら
べ。旧制では１斤が16両であったか
ら，半斤と８両は同じである。

抱薪救火　bào xïn jiù huö

薪を抱えて火を消そうとする。災い
を除こうとして，かえって災いを大
きくするたとえ。

杯弓蛇影　bëi gõng shé yœng

杯中の蛇影。杯に映った弓が蛇に見
えること。疑心暗鬼を生ず。

杯盘狼藉　bëi pán láng jí

杯盤狼藉。宴席が果ててテーブルの
上が散らかっているさま。

不耻下问　bù chœ xià wèn

下問を恥じず。目下の者に教えを請
うことを恥じとしない。

步人后尘　bù rén hòu chén

人後に従う。後塵を拝する。模倣・
追随し独創性を欠くたとえ。
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10 第81号　中国語の環 11

文法のポイント　第10回

　⑽对不起，让你久等了。（どうもすみません，お待たせしました。）
　×对不起，被他久等了。
　「受け身」と「使役」といえば，わたしたちにとっては全く反対の概念なので，
それが同じ言葉で表現できるといわれると不思議に思われるかも知れません。しか
しよく考えますと，受け身と使役では，シテSが同じという共通点があります。あ
まりいい例ではありませんが，シテ、受け手の関係が理解しやすいので，次の例を
挙げてみましょう。
　⑾小张叫小李打了。（張君は李君になぐられた。）
　⑿小张叫小李打了小王。（張君は李君に王君をなぐらせた。）
　⑾⑿ともにシテSは“小李”ですが，例⑾は，“小张”“小李”の２人しかいませ
んから，“打”の対象は“小张”になってしまい，受け身となります。しかし，例
⑿は“打”の対象として“小王”がいますので，“打”という動作は“小王”に向
かい，“小王”が「なぐられ」，それをさせたのは“小张”だという使役の意味に理
解されるわけです。しかし“被”は「被（こうむ）る」という意味ですから受け身
以外の意味になれないわけです。
（２）“被”はシテSを省略できますが，“叫”“让”はできません。
 　“被”は，シテのSを省略できますが，“叫”“让”はそれができないという点で
異なります。
　○他被（ S ）选为代表。（かれは代表に選出された。）
　×《水浒传》叫（ S ）借走了。
　×手机让（ S ）弄坏了。
否定詞など副詞は “被” の前
　“被”構文を否定したり，あるいは他の副詞を必要とする場合，否定詞や副詞は
基本的に“被”の前に使われます。
　⒀那棵树没被大风刮倒。（その木は大風に吹き倒されなかった。）
　⒁他刚被送进了医院。（かれは病院に運び込まれたばかりだ。）
これは“被”構文だけにとどまらず，前置詞句を否定したり，他の副詞を併用する
場合，前置詞句全体を否定，修飾する必要があるのでこういう語順になるわけです。
迷惑受け身
　受け身はどちらかと言えば，あまり好ましくないことに使われる傾向があります。
例えば，
　⒂他听见了刚才的话。（かれはさっきの話を聞いた。）
　⒃刚才的话被他听见了。（さっきの話，かれに聞かれた。）
を比べてみますと，⒂が単なるできごとの描写であるのに対し，⒃は「しまった，
かれに聞かれてしまった」というニュアンスを含むことになります。もちろん，こ
れは１つの傾向であって，次のような文もごく普通に言われるようになっています
から，「好ましくないことに限られる」わけではありません。
　⒄他被选做学生代表了。（かれは学生の代表に選ばれた。）

“被” 構文

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“被”構文についてお話しましょう。
　“被”構文は，
　　O　＋　“被”　＋　S　＋　VP（O：目的語，S：主語，VP：動詞句）
という形を取り，Oは受け手，Sはシテという受け身を表します。例えば，
　⑴自行车　被　弟弟　骑走了。（自転車は弟に乗って行かれた。）
　　O　＋　“被”　＋　S　＋　VP
 “被” 構文はなぜ必要？
　同じようなことを表すのに，⑵⑶両方の表現が可能です。
　⑵那棵树被大风刮倒了。（その木は強風に吹き倒された。）
　⑶大风刮倒了那棵树。（強風がその木を吹き倒した。）
しかし，話の展開上，“那棵树”が話題になったり，あるいは強調したりする必要
があれば，“那棵树”を文頭にもってこざるを得なくなるわけです。そうすれば自
ずと受け身表現になるわけです。
自然被動文
　では「受け身」ならば，必ず“被”構文になるかというと，そうではありません。
次のような文は「自然被動文」などと呼ばれ，受け身を示す標識（マーカー）なし
で受け身を表しています。
　⑷信写好了。（手紙は書きあげられた。）
　⑸任务完成了。（任務は成し遂げられた。）
　⑹行李收拾完了。（荷物の準備が整えられた。）
こういう文では，“被”が使われていないのですが，本来目的語であるものが表現
の必要から文頭に置かれ，自然な受け身文となっているわけです。こういう文は“被”
を使った方が却って不自然に感じられます。
口頭語では “叫” “让”
　“被”は口頭語、書面語ともに使われますが，口頭語で受け身を表すには“叫”“让”
の方がより多く使われる傾向があります。
　⑺《水浒传》叫小李借走了。（『水滸伝』は李君に借りていかれた。）
　⑻手机让弟弟弄坏了。（携帯は弟に壊された。）
“被” と “叫” “让”
　口頭語では“叫”“让”の方がよく使われると説明しましたが，それ以外に，“被”
と“叫”“让”とでは次の点で違いがあります。
（１）“叫”“让”は受け身以外，使役にも使えますが，“被”は受け身専用です。
　⑼医生叫他戒烟。（医者はかれに禁煙するように言った。）
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12 第81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（７）

中国・華東師範大学　高寧

　好評につき，新年度も引き続き高寧先生による日文中訳問題の講評をご紹介して
いきます。これは日本中国語検定協会主催の実力養成通信添削講座２級挑戦コース
の問題について，添削を担当された高寧先生が受講者に向けて解説なさったもので
す。文法のみならず，添削する中で気付いた点や，外国人には難しい単語の選び方
についても，わかりやすく説明してくださっています。 （文責：髙部）

（26）わたしは知りません，誰も知らせてくれなかったので。
　一番気になる訳は，“我不知道，因为谁也没告诉”です。と言うのは，中国人の
語感では，このままではどうも文が終わっていないような気がするからです。“告诉”
は他動詞で，目的語が必要です。“告诉”の代わりに“通知”を用いたなら，目的
語がないままでも通じるようになります。
　もう１つ，否定文の主語として“谁”や“什么”などの疑問詞が使われる場合，
そのあとに“也”か“都”が必要です。ですから，“我不知道，因为谁没告诉我”
は誤訳です。
　≪参考訳文≫　我不知道，因为谁也没有通知（我）。
　　　　　　　　我不晓得，因为什么人也没告诉我。

　　　　　　　　我不知道，谁都没说一声。　

（27）中国語をマスターするために，彼は毎年中国へ来ます。
　この問題は誤訳が少ないようです。注意していただきたい点は１つだけです。「彼
は毎年中国へ来ます」の部分は，“他每年来到中国”と訳したのでは違和感があり
ます。理屈から考えてみますと，問題は“来到”にあります。“来到”はすでに来
ている意なので，“他去年来到中国”や“他昨日来到中国”のように，到着時点か
ら状態が変わっていないことを表したい場合にはそのまま使えますが，毎年のこと
なら，“他每年来到中国”は落ち着かない言い方になるでしょう。　
　≪参考訳文≫　为了学好汉语，他每年来中国。
　　　　　　　　为掌握好中文，他每年到中国来。

　　　　　　　　他为学汉语每年来中国。

（28）あなたの住所を書いてください，あなたに返事を出せるように。
　この問題では，“你”を２回も３回も使って訳した人が少なくないようです。例
えば“请你写下你的住址，以便给你回信”。いけないこともありませんが，ちょっ
と幼稚な言い方です。ここでは“你”を１回だけ使えばもう十分です。上に挙げた

訳にある“你”は，どれを落としても，どれを残しても，文の意味は変わりません。
もう１つ，後半を“为的是能够给你回信”のように直訳した人がいました。間違っ
ていませんが，ちょっとかたいです。日常生活ではおそらく“好给你回信”や“以
便给你回信”と言うことのほうが圧倒的に多いでしょう。
　≪参考訳文≫　请写／留住址，好给你回信。
　　　　　　　　写下你的住址，以便回信。
　　　　　　　　请你写个住址，好回信。

（29）わたしは彼女を知っているが，しかし彼女についてはそれほどよく知らない。
　この文を翻訳する時，注意しなければならないのは２つの「知る」です。どちら
も同じように訳してはいけません。と言うのは，原文では前後の「知る」が同じ意
味ではないからです。そのため，“虽然我认识她，但是关于她又不那么认识”や“我
虽然知道她，但是对她又不太知道”としては誤訳になります。後半の“认识”と“知
道”を“了解”に直せば正しい文になります。もちろん，“虽然我认识她，可是知
道的不多”と書き直してもけっこうです。しかしこの場合，“知道”は“了解”の
意です。
　もう１つコメントしたいところは，“虽然我认识她，但是和她不是那么熟悉”の
ような訳文です。厳しく言いますと，誤訳に近いと思います。この文を読んで，多
くの中国人は「この２人は互いに知っているけれど，普段はあまり親しく付き合っ
ていない」と受け取るでしょう。しかし，原文で言っているのは「彼女については」
です。言い換えれば，「彼女のことに関しては」の意です。付き合っているかどう
かは話題にされていません。
　≪参考訳文≫　虽然我知道她，但是对她不太了解／熟悉。
　　　　　　　　我认识她，可是不太了解／熟悉。

（30）中国語を学ぶ人はますます増えている。
　この問題で気付いたところは“学习汉语的人越来越增加”の“增加”です。意味
的には間違っていませんが，双音節語の“增加”を使うより単音節語の“多”を使
ったほうが自然です。“越来越…”という文型では，後半に入れる語は，適切な単
音節の語がなければ双音節の語でも構いませんが，単音節語があるのに双音節語を
使うのはやや不自然な感じがします。
　≪参考訳文≫　学习汉语的人越来越多。
　　　　　　　　汉语／中文学习者越来越多。
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12 第81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（７）

中国・華東師範大学　高寧

　好評につき，新年度も引き続き高寧先生による日文中訳問題の講評をご紹介して
いきます。これは日本中国語検定協会主催の実力養成通信添削講座２級挑戦コース
の問題について，添削を担当された高寧先生が受講者に向けて解説なさったもので
す。文法のみならず，添削する中で気付いた点や，外国人には難しい単語の選び方
についても，わかりやすく説明してくださっています。 （文責：髙部）

（26）わたしは知りません，誰も知らせてくれなかったので。
　一番気になる訳は，“我不知道，因为谁也没告诉”です。と言うのは，中国人の
語感では，このままではどうも文が終わっていないような気がするからです。“告诉”
は他動詞で，目的語が必要です。“告诉”の代わりに“通知”を用いたなら，目的
語がないままでも通じるようになります。
　もう１つ，否定文の主語として“谁”や“什么”などの疑問詞が使われる場合，
そのあとに“也”か“都”が必要です。ですから，“我不知道，因为谁没告诉我”
は誤訳です。
　≪参考訳文≫　我不知道，因为谁也没有通知（我）。
　　　　　　　　我不晓得，因为什么人也没告诉我。

　　　　　　　　我不知道，谁都没说一声。　

（27）中国語をマスターするために，彼は毎年中国へ来ます。
　この問題は誤訳が少ないようです。注意していただきたい点は１つだけです。「彼
は毎年中国へ来ます」の部分は，“他每年来到中国”と訳したのでは違和感があり
ます。理屈から考えてみますと，問題は“来到”にあります。“来到”はすでに来
ている意なので，“他去年来到中国”や“他昨日来到中国”のように，到着時点か
ら状態が変わっていないことを表したい場合にはそのまま使えますが，毎年のこと
なら，“他每年来到中国”は落ち着かない言い方になるでしょう。　
　≪参考訳文≫　为了学好汉语，他每年来中国。
　　　　　　　　为掌握好中文，他每年到中国来。

　　　　　　　　他为学汉语每年来中国。

（28）あなたの住所を書いてください，あなたに返事を出せるように。
　この問題では，“你”を２回も３回も使って訳した人が少なくないようです。例
えば“请你写下你的住址，以便给你回信”。いけないこともありませんが，ちょっ
と幼稚な言い方です。ここでは“你”を１回だけ使えばもう十分です。上に挙げた

訳にある“你”は，どれを落としても，どれを残しても，文の意味は変わりません。
もう１つ，後半を“为的是能够给你回信”のように直訳した人がいました。間違っ
ていませんが，ちょっとかたいです。日常生活ではおそらく“好给你回信”や“以
便给你回信”と言うことのほうが圧倒的に多いでしょう。
　≪参考訳文≫　请写／留住址，好给你回信。
　　　　　　　　写下你的住址，以便回信。
　　　　　　　　请你写个住址，好回信。

（29）わたしは彼女を知っているが，しかし彼女についてはそれほどよく知らない。
　この文を翻訳する時，注意しなければならないのは２つの「知る」です。どちら
も同じように訳してはいけません。と言うのは，原文では前後の「知る」が同じ意
味ではないからです。そのため，“虽然我认识她，但是关于她又不那么认识”や“我
虽然知道她，但是对她又不太知道”としては誤訳になります。後半の“认识”と“知
道”を“了解”に直せば正しい文になります。もちろん，“虽然我认识她，可是知
道的不多”と書き直してもけっこうです。しかしこの場合，“知道”は“了解”の
意です。
　もう１つコメントしたいところは，“虽然我认识她，但是和她不是那么熟悉”の
ような訳文です。厳しく言いますと，誤訳に近いと思います。この文を読んで，多
くの中国人は「この２人は互いに知っているけれど，普段はあまり親しく付き合っ
ていない」と受け取るでしょう。しかし，原文で言っているのは「彼女については」
です。言い換えれば，「彼女のことに関しては」の意です。付き合っているかどう
かは話題にされていません。
　≪参考訳文≫　虽然我知道她，但是对她不太了解／熟悉。
　　　　　　　　我认识她，可是不太了解／熟悉。

（30）中国語を学ぶ人はますます増えている。
　この問題で気付いたところは“学习汉语的人越来越增加”の“增加”です。意味
的には間違っていませんが，双音節語の“增加”を使うより単音節語の“多”を使
ったほうが自然です。“越来越…”という文型では，後半に入れる語は，適切な単
音節の語がなければ双音節の語でも構いませんが，単音節語があるのに双音節語を
使うのはやや不自然な感じがします。
　≪参考訳文≫　学习汉语的人越来越多。
　　　　　　　　汉语／中文学习者越来越多。
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14 第81号　中国語の環 15

学習者の声

新しいことばと古いことば

私と中国語
門前裕子

（共立女子大学４年　2008年２月から１年間上海へ留学）

　去年のちょうど今頃，私は上海へ留学する準備を進めていました。ビザの手続き，
健康診断書の確保，インターナショナルカードの作成……。他にもたくさんの手続
きがあり，もともと無計画な私は前日に徹夜して荷造りという最大の禁忌を犯し，
空港へと向かいました。空港へは家族が送ってくれて，友達も見送りに来てくれた
ので，あまり寂しさに襲われることなく出国することができました。
　中国語は大学１年生の時から学び，２年時には中国文化コースへ進みました。主
に国際関係についての講義を受け，その他に中国の歴史や文化や経済，活躍した人
物や思想家などについて勉強してきました。とても充実した授業でしたが，もとも
とこの方面にあまり詳しくなかった私は，講義の理解にとても苦労しました。旅行
では何度も足を運んでいた中国でしたが，学問となるとまだまだ現実味が薄く，授
業内の紙の上での話であるような感覚が残っていました。
　そもそも私が中国語を勉強しようとしたきっかけは，「当時お付き合いしていた
彼が偶然中国人だったから」というような面白い話は一切なく，一種のリベンジに
駆られてでした。今から○年前，当時高校２年生だった私は，修学旅行が北京だっ
たことから学年全体で資料作成などをして高校生活最大とも言えるイベントに向け
て備えていました。お隣の国であっても訪れたことはなかった中国への期待は大き
いもので，何より友達と海外へ行けるということが嬉しくてたまりませんでした。
しかしそこへ訪れたSARSの影。重症急性呼吸器症候群の病原体とする新種のコロ
ナウイルスは，飛沫感染により中国広東省を起点とし，各地で猛威をふるっていま
した。生徒の気持ちを酌んでぎりぎりまで様子を見てくれていた学校側の努力も空
しく，結局修学旅行は中止となってしまったのです。待ちに待った修学旅行。なく
なった青春の１ページ。これは私たち無垢な高校生のハートを粉々にするには十分
すぎる大きな衝撃……であったのかどうかは分かりませんが，とりあえず私の中国
に対する興味を開花させたきっかけにはなりました。今思うと，この時満たされな
かった思いが中国語学習への１歩へ，ひいては留学へと結びついたのだとすれば，
残念に思った気持ちも無駄ではなかったなと思います。
　そしてその頃すでに新たな超大国として世間を沸かせていた中国には，周囲のた
くさんの大人も興味を持って見ていました。「これからは中国が来るぞ」というよ
うな話を多く耳にし，政治経済の先生も「これからは中国語を勉強しておいて損は
ないだろう」と仰っていました。私が留学先を上海に決定した理由はここにあると
も言えます。中国の中で深圳と共に経済の中心地である上海は，日々絶え間なく変
化し続け，将来語学を用いて大学で学んだことを生かせるような仕事に就くことが

中国の乗り物に関わる新語

共立女子大学　李錚強

　私は来日して10年以上になるが，最近中国の各地を回って，特に乗り物に関わる
語の変化の大きさに驚かされた。
　21世紀に入ってから，中国の都市部では公共交通の新しい手段として，“轨道交
通”と呼ばれる集団輸送システムの構築に全力を挙げて取り組んでいる。その大き
な進展を見せたのは2003年末，世界初の商業運営を実現した“磁悬浮列车”（リニ
アモーターカー。“磁浮列车”とも）であろう。浦東国際空港と龍陽路駅の間約30
㎞を７分間で走る“上海磁悬浮列车”（上海リニアモーターカー）は最高速度が430
㎞/hにも達し，これにより，中国で“磁悬浮列车”という語が一気に広がった。さ
らに，現在運行している“上海磁悬浮列车”を“杭州东站”まで延長させる“沪杭
磁悬浮”（上海－杭州リニアモーターカー）の建設プロジェクトも認可された。2010
年に迫った上海万国博覧会開会前の着工を目指しており，最高時速は450㎞に達す
るといわれている。このスピードになると，現在鉄道で最速でも１時間半かかる上
海－杭州間が，約30分に短縮されることとなり，人々の大きな関心を集めている。
　また，人口が密集し集団輸送に対するニーズが高い大都市では，地下鉄のかわり
に，地面を出て地上または高架上を走る交通システム“轻轨”（市内と近郊を結ぶ
新型電車）が登場した。この“轻轨”は“轻型轨道交通”の略で，２本のレールの
上を走るものである。列車は通常４両までの小型車両で編成されている。
　このような市内と近郊を走る“轻轨”の構築と共に，最近，近隣都市間のスピー
ド輸送を担う次世代交通システムとして“城际铁路”（都市間鉄道）の建設プログ
ラムが発表された。まず北京－天津間を30分で結ぶ“京津城际铁路”（北京－天津
高速鉄道）が北京オリンピック開催の直前に開通したのを皮切りに，さらに“沪宁
城际铁路”（上海－南京高速鉄道）,“长吉城际铁路”（長春－吉林高速鉄道）など
のプロジェクトも相次いで始動している。この“城际铁路”に使用する車両は“动
车组”と呼ばれるが，これは日本の新幹線に相当する新型高速列車のことである。
この名称は，先頭の機関車である“内燃蒸气机车”（内燃・蒸気機関車）の動力で
客車を牽引する従来のタイプの鉄道車両に対して，客車の一部にも動力を備える技
術を採用し，動力を備えた車両と備えない車両とを組み合わせた“动力机车组合”
に由来する新語である。この新型高速列車のダイヤが“Ｄ”から始まるのも，この
“动车组”（DòngchëzŒ）の発音によるものである。
　新しい交通手段の登場と共に，関連施設にも新しい技術が応用され，その新技術
を表す専門用語も注目を浴び始めた。北京や上海などでは“一卡通”（ICカード）
で“地铁”（地下鉄）や“轻轨”に乗れるようになった。この“卡”（カード）にお
金をチャージすることを“充值”，カードで運賃を支払うことを“刷卡”と呼ぶ。
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14 第81号　中国語の環 15

学習者の声

新しいことばと古いことば

私と中国語
門前裕子

（共立女子大学４年　2008年２月から１年間上海へ留学）

　去年のちょうど今頃，私は上海へ留学する準備を進めていました。ビザの手続き，
健康診断書の確保，インターナショナルカードの作成……。他にもたくさんの手続
きがあり，もともと無計画な私は前日に徹夜して荷造りという最大の禁忌を犯し，
空港へと向かいました。空港へは家族が送ってくれて，友達も見送りに来てくれた
ので，あまり寂しさに襲われることなく出国することができました。
　中国語は大学１年生の時から学び，２年時には中国文化コースへ進みました。主
に国際関係についての講義を受け，その他に中国の歴史や文化や経済，活躍した人
物や思想家などについて勉強してきました。とても充実した授業でしたが，もとも
とこの方面にあまり詳しくなかった私は，講義の理解にとても苦労しました。旅行
では何度も足を運んでいた中国でしたが，学問となるとまだまだ現実味が薄く，授
業内の紙の上での話であるような感覚が残っていました。
　そもそも私が中国語を勉強しようとしたきっかけは，「当時お付き合いしていた
彼が偶然中国人だったから」というような面白い話は一切なく，一種のリベンジに
駆られてでした。今から○年前，当時高校２年生だった私は，修学旅行が北京だっ
たことから学年全体で資料作成などをして高校生活最大とも言えるイベントに向け
て備えていました。お隣の国であっても訪れたことはなかった中国への期待は大き
いもので，何より友達と海外へ行けるということが嬉しくてたまりませんでした。
しかしそこへ訪れたSARSの影。重症急性呼吸器症候群の病原体とする新種のコロ
ナウイルスは，飛沫感染により中国広東省を起点とし，各地で猛威をふるっていま
した。生徒の気持ちを酌んでぎりぎりまで様子を見てくれていた学校側の努力も空
しく，結局修学旅行は中止となってしまったのです。待ちに待った修学旅行。なく
なった青春の１ページ。これは私たち無垢な高校生のハートを粉々にするには十分
すぎる大きな衝撃……であったのかどうかは分かりませんが，とりあえず私の中国
に対する興味を開花させたきっかけにはなりました。今思うと，この時満たされな
かった思いが中国語学習への１歩へ，ひいては留学へと結びついたのだとすれば，
残念に思った気持ちも無駄ではなかったなと思います。
　そしてその頃すでに新たな超大国として世間を沸かせていた中国には，周囲のた
くさんの大人も興味を持って見ていました。「これからは中国が来るぞ」というよ
うな話を多く耳にし，政治経済の先生も「これからは中国語を勉強しておいて損は
ないだろう」と仰っていました。私が留学先を上海に決定した理由はここにあると
も言えます。中国の中で深圳と共に経済の中心地である上海は，日々絶え間なく変
化し続け，将来語学を用いて大学で学んだことを生かせるような仕事に就くことが

中国の乗り物に関わる新語

共立女子大学　李錚強

　私は来日して10年以上になるが，最近中国の各地を回って，特に乗り物に関わる
語の変化の大きさに驚かされた。
　21世紀に入ってから，中国の都市部では公共交通の新しい手段として，“轨道交
通”と呼ばれる集団輸送システムの構築に全力を挙げて取り組んでいる。その大き
な進展を見せたのは2003年末，世界初の商業運営を実現した“磁悬浮列车”（リニ
アモーターカー。“磁浮列车”とも）であろう。浦東国際空港と龍陽路駅の間約30
㎞を７分間で走る“上海磁悬浮列车”（上海リニアモーターカー）は最高速度が430
㎞/hにも達し，これにより，中国で“磁悬浮列车”という語が一気に広がった。さ
らに，現在運行している“上海磁悬浮列车”を“杭州东站”まで延長させる“沪杭
磁悬浮”（上海－杭州リニアモーターカー）の建設プロジェクトも認可された。2010
年に迫った上海万国博覧会開会前の着工を目指しており，最高時速は450㎞に達す
るといわれている。このスピードになると，現在鉄道で最速でも１時間半かかる上
海－杭州間が，約30分に短縮されることとなり，人々の大きな関心を集めている。
　また，人口が密集し集団輸送に対するニーズが高い大都市では，地下鉄のかわり
に，地面を出て地上または高架上を走る交通システム“轻轨”（市内と近郊を結ぶ
新型電車）が登場した。この“轻轨”は“轻型轨道交通”の略で，２本のレールの
上を走るものである。列車は通常４両までの小型車両で編成されている。
　このような市内と近郊を走る“轻轨”の構築と共に，最近，近隣都市間のスピー
ド輸送を担う次世代交通システムとして“城际铁路”（都市間鉄道）の建設プログ
ラムが発表された。まず北京－天津間を30分で結ぶ“京津城际铁路”（北京－天津
高速鉄道）が北京オリンピック開催の直前に開通したのを皮切りに，さらに“沪宁
城际铁路”（上海－南京高速鉄道）,“长吉城际铁路”（長春－吉林高速鉄道）など
のプロジェクトも相次いで始動している。この“城际铁路”に使用する車両は“动
车组”と呼ばれるが，これは日本の新幹線に相当する新型高速列車のことである。
この名称は，先頭の機関車である“内燃蒸气机车”（内燃・蒸気機関車）の動力で
客車を牽引する従来のタイプの鉄道車両に対して，客車の一部にも動力を備える技
術を採用し，動力を備えた車両と備えない車両とを組み合わせた“动力机车组合”
に由来する新語である。この新型高速列車のダイヤが“Ｄ”から始まるのも，この
“动车组”（DòngchëzŒ）の発音によるものである。
　新しい交通手段の登場と共に，関連施設にも新しい技術が応用され，その新技術
を表す専門用語も注目を浴び始めた。北京や上海などでは“一卡通”（ICカード）
で“地铁”（地下鉄）や“轻轨”に乗れるようになった。この“卡”（カード）にお
金をチャージすることを“充值”，カードで運賃を支払うことを“刷卡”と呼ぶ。
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夢であった私にとって，まさにその移り行く経済の流れを肌で感じながら勉強する
ことができる場所であると思えました。
　そうして迎えた上海への留学。中国独特のあの匂いに新鮮さを感じながら街を歩
いていると，自分がその場にいることが急に不思議なことに思え，その一方で全く
違和感なく受け入れることができ，ようやく現実味が帯びてきて，これから始まる
未知の世界にわくわくしていました。クラスには学生のみならず社会人の方も多く
在籍し，日本の大学にいるだけではめぐり合うことのできないような人々と授業を
共にし，生活を共有することができました。２月の上海は想像した以上にとても寒
く，私たちに課せられた最初の試練はこの寒さとの戦いでした。みんなで仲良く風
邪を引き，耐え切れずに購入した電気毛布は寝ている間に焦げたり，エアコンは入
居前から壊れていたりと中国ならではのハプニングの続出でしたが，自分からきち
んと伝えさえすれば，上海の人々はどれも笑顔で対応してくれました。寮の管理人
さんや饅頭を売っているおばちゃんなど，毎日気軽に挨拶や会話をすればその分仲
良くなることができ，上海語で何か話してきてこちらが分からなかったりすると，
慣れない普通話で私が分かるまで説明してくれたりしたこともあります。学校での
授業は中国人の先生によって中国語のみで教えられ，聴力に自信のなかった私は，
最初先生の話す全ての中国語までは聞き取ることができませんでした。同じクラス
でももちろん個人差はあるので，自分の不甲斐なさをクラスメートと比べて落ち込
んでしまったり，今の勉強法で良いのかなどと焦ってしまったりしたこともありま
した。しかし，数日も過ぎると自分に足りないものやそれを埋める解決策が分かる
ようになり，自分なりの勉強スタイルを確立してゆくことができました。また，留
学における楽しみの１つでもある他の外国人との交流は，学校主催の旅行などをき
っかけに深めることができました。彼らの国籍や年齢や価値観も実に様々で，一緒
に過ごしていると，日本にいる時には気がつかなかった感覚や面白さを発見するこ
とができました。留学最後の方では，当初大分意識していた頭の中での言語変換機
能も全く意識することなく中国語と接することができ，語学を学ぶ楽しさと，それ
が身についてゆく嬉しさを共に感じることができました。
　「夢に期限をつけた時，それが目標になる」。これは向こうにいた時に耳にした言
葉です。言われてみなくても当たり前のようなこの言葉ですが，何かをする上でと
ても大事な要素が含まれていると思います。私もこの言葉を胸に，夢に向かって今
後も色々なことに挑戦していきたいと思います。

本欄への投稿を募集しています。中国語に関すること，検定試験に関することなど，
400字～1200字程度でお寄せください（Eメール，郵便ともに可）。採用された方には，
記念品を進呈いたします。なお，ご投稿いただいた原稿を掲載するにあたり，編集室
側で若干の加筆・修正をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
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