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巻頭エッセイ

今日も今日とて教室で，脇道，寄り道，回り道

日本中国語検定協会理事・関西大学　日下恒夫

じゃないですか
　最近の若い者はと言い始めたら老化の始まり。若い頃は年配者から言われるたび
に反感を覚えていた。それがいつしか自分も口ぐせになっている。
　「ぼくって朝が弱いじゃないですか。」思わず「そんなこと知らん」と言いたいと
ころをぐっとこらえ，その言葉に年配者はいい感じをもたないのだと説き，就職面
接なら損するからねと教え諭す。教え諭すのは教師の勤め。
　こんな「～じゃないですか」の多用は阪神大震災のあとあたりからだと思うが，
証拠はない。すると横合いから，その頃お前が老境に入ったのだ……と。
　佐藤雅彦さんの「じゃないですか禁止令」と題する感動的な（！）エッセイを教
室で紹介する時はこんなふうに言う。「私は単行本で読み，思わず膝を打った。」そ
して念のために「膝を打つ」の意味を質し，また「単行本，知っているね」と聞く
ことも忘れない。誤解はいつも細部に宿るものだから。
　「知っています，あの小さな……」思い浮かべているのは文庫本だ。単行本と文
庫版を取り違えているのかと疑ったのは10年以上も昔，ある書店で若者が話してい
るのを耳にした時。以来，年に１度は教室で学生に確かめることにしている。
　ついでに「めっちゃ」の話。この前，姪がやってきて生後５か月のうちの孫を見
るなり「ヤバイ，ヤバイ，めっちゃヤバイ！」を連発。最初は驚いたが，表情と声
の調子から「この赤ちゃんすごくかわいい」と言っているのだと分かった。ヤバイ
が若者のほめ言葉だとはテレビで見て知っていたが現実に耳にすると異空間に身を
置いたような気がする。
　むろん日下ゼミでは「めっちゃ」は禁句。発表が始まる前に学生同士のおしゃべ
りを聞いていると「めっちゃ」のオンパレード。そこでいちいち「めっちゃ？」と
あいの手を入れる。そのせいかこの頃は「すごく，とても」などを使うようになっ
た。それだけで少しは賢そうに見える。激烈な書名でベストセラーになったのは『人
は見た目が９割』。だが，むしろ言葉遣いがしばしば人間の見た目を変える。
小言幸兵衛……
　最近では教室に高校生もやってくる。「大学の第１印象は？」への答えは「けっ
こう大きいです」。最近よく聞くこの「けっこう」は変だ。それを説明していたら「だ
から大学というのです」というおじさんギャグを言いそこねてしまった。
　もう話題にものぼらなくなった「役不足」や「気のおけない人」の意味の取り違
い，「なにげに」なども同類（？），「うざい」など若者語，野球用語（？）の「気
持ちで投げる」，どれも変だ。「目線」は気持ち悪い。「学びの扉，学びを大切に」，
いやはや学びの大流行。野球解説者が「力が入っている」と言うから褒めているの
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第83号　中国語の環 3

かと思いきや「だからダメ」と続く。昔は「肩に力が入る，余計な力が入る」と言
ったのでは？「仕事をした」もスポーツ解説の常套句になってしまった。
　こんな言葉について今更とやかく言うこともないのだが，何しろいまや老人社会
の到来だ，老人力（！）を見せてやれ！とは思ったものの，かの「団塊世代」がも
う老人世代になりだしたのだから無駄かも知れない。何しろ彼らは「反権力」だか
らなあ。手には『朝日ジャーナル』，隠れて読むのは『平凡パンチ』だったとしても。
　閑話休題。外国語を学ぶほど人はまず前提として自分の言語，日本人なら日本語
をしっかり勉強したいもの。と言ってみたものの，最近の簡易日本語みたいな言葉
が放送でもしばしば登場し始めると，あるいは私などが違和感を覚える表現はもう
市民権を得ているのかもしれないと弱気にもなる。市民なんてやめたい。
　こんなことを言い募っていると小言幸兵衛そのものだ。むろん教室では「コゴト
コーベイ，知っているね」と聞く。当然話は落語に移る。だがその話に深入りして
いると授業終了のチャイムが鳴りそうなので，急いで星新一に「いいわけ幸兵衛」
ってショートショートがあるからね，と言って本題の中国語に戻る。 
べつに
　初級クラスではさほど時間に余裕はないのに脱線や寄り道をする。よく言えば「知
的な脱線」。参考書には書いてなさそうな話をしたり，理屈をこねてみたりして，端々
に「おもしろいでしょ？」を入れて反応を見る。講読の時間なら寄り道，脱線は日
常茶飯事。具体例をきっかけに，言語と思考，立ち居振る舞いと言語，時間と空間，
さらには死生観の話と，10のうち１つや２つは記憶に残るはず。学問の進歩も「細
部に宿る」と言う（？）。
　かつては初級の教室で聞いた話題を覚えていてくれて，卒論に「こそあ」と“这，
那”を意味論的に取り上げた学生，“左右”と「みぎひだり」から修論に発展させ
た学生，また“前後上下”と「過去未来」の話がずっと気がかりだったと卒論を書
いた学生もいた。哲学の根本問題である時間論の書物が私の本棚に分不相応なほど
たくさん鎮座しているのはそういうわけだ。また最近では“很村上”（とっても村
上〈春樹〉）から始めて副詞と「名詞」の組み合わせに着目して卒論を書き，また
古白話の“最英雄”などの例を教えてくれて，さらには近代日本語と中国語の交流
にまで話題を広げている院生もいる。
　そういうわけで講読の授業で１コマに数行しか進まないこともある。昔の学生な
ら，いろいろ勉強になったとか，予習していない学生ならラッキーでおさまった。
だが10年ほど前だったか，「先生，先に進んでください」とのたまう学生が登場し
たのだ。これまでに１人しかそんなのはいないけれど。
　ところが最近，さらに想像を絶するのが登場した。そのクラスの学生はほとんど
ネイティブ，中国語でしゃべるのは私より上手な学生ばかり。基礎的なことは言う
必要もないので，ついつい「知的な脱線」話に熱が入った。一段落したあと，いつ
もの調子で，「ね，おもしろいでしょ？」と１人の日本人学生に言った。その学生
さまのお答えは，「べつに……」。

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   3001_016_中国語の環_1C_213K.indd   3 09.12.8   4:59:30 PM09.12.8   4:59:30 PM



4

飲水思源―中国語教育の開拓者⑤

坂本一郎先生（２）

　日本中国語検定協会理事・神戸市外国語大学　佐藤晴彦

○関西大学へ　坂本一郎先生は，私が４年生に進級した1967年に，当時，東洋文学
から中国文学に改編された関西大学に請われ，神戸市外国語大学を去られた。文学
では魯迅と親交があり，その研究者としても著名だった増田渉先生が赴任された。
それからというもの，関西大学の学生のレベルが目に見えて向上し，反対に神戸外
大の学生のレベルが，まさに坂道を転ぶが如く，落ちていった。
　それを証明する象徴的なできごとが起こった。1967年から始まった朝日新聞主催
の「中国語弁論大会」である。第１回、第２回は神戸外大の学生が１位を獲得した。
ともに坂本先生の薫陶を受けた，いわば先生最後の教え子である。ところが第３回
では関大の学生が１位を獲得した。坂本先生が関大に行かれてから３年目の年であ
り，先生の薫陶よろしきを得て育った学生である。「１人の教師の力が，これほど
まで大きいとは」という事実をまざまざと見せ付けられる思いがした。
○恩返し　私が４年生の時，中国語学研究会（現在の日本中国語学会）が北九州大
学で開催された。その前夜祭として中国語弁論大会が催された。確か1967年10月26
日だったと記憶する。藤堂明保先生が審査委員長で，坂本先生も審査員のお１人だ
った。もちろんすでに関西大学に移られた後だったので，関西大学教授として審査
に当たられたのである。
　出場者のスピーチが終わった後，坂本先生が私のところに来られ，「Zuöténgさ
んは，私が思っていたより上手だね。ただ，私が君の恩師だから，甘い点を付けた
と思われるとイヤなので，私が思った点数から10点引いて採点しておいたよ」とお
っしゃられた。私は一瞬，「エッ!?」と思ったが，すぐ，「坂本先生らしい」と納得
したのである。先生はそれくらい潔癖症だったのである。そして「私が思っていた
より上手だ」と言われたことが何より嬉しく，これで自分なりに恩返しができたか
なと内心思った。
○東亜同文書院　こういう話がある。その昔，先生が母校・東亜同文書院の教員と
して着任された時，ご自身の中国語のレベルの低さに嫌気がさし，北京へ中国語の
修行に赴かれたという。
　語学的に一番参考になったのは“天桥儿”で遊ぶことであったらしい。“相声儿”
は初めギャグの４割程度しか笑えなかったが，北京を去るころには８、９割大衆と
笑えるようになったとか。さらに“评书”を聞くことができた“茶馆儿”に行かれ
たらしい。出しものは『水滸伝』で，３ヶ月毎晩６時から10時頃まで４時間かけて
語ったが，それでも物語の半分くらいにしかならなかったというから，相当詳しく
語られていたらしい。
○新聞広告で家庭教師募集　当時，新聞の広告料というのが非常に安かったので，
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中国語の家庭教師募集の広告を出されたと聞いた。
そうすると応募者が殺到し，３日間で百数十人来た
そうで，採用した先生と同居して中国語を勉強され
たという。その中に孫という先生がおられた。
○中国語学習の執念・集中力　「（孫先生と）２人で
話すばかりで第三者の会話をあまり聞かないのが悪
いと考え，公寓の他の人々の話に耳を傾ける習慣を
作ったら，階下の１室にいる“暗门子”“暗娼”と
噂される女性の痴話喧嘩まで深夜耳に入るようにな
り，遂に不眠症，ノイローゼとなった」（p.175）と
書かれている。この中国語に対する集中力は晩年で
も衰えなかった。「現代語の小説など読むと興奮し
て眠れなくなる。だから古文を読むことにした。最
近は『二十四史』を読んでいて，『史記』から始めて，
もう一通り読んだ。これなら適度の眠気を誘ってくれるので，ちょうどいい」と晩
年に語っておられた。
○Bänbån Búyào xiãnsheng　坂本先生は，東亜同文書院を卒業されて間もなく，
母校の教員になられたと聞いている。ただ，非常に厳しいことで有名だったようだ。
先生が厳しいというのは，学生からすればありがたい反面，迷惑なところがあるの
も確か。当時の学生は，坂本先生に“Bänbån Búyào xiãnsheng”という“绰号”（あ
だ名）を付けたという。その理由がふるっている。「坂本一郎」をピンインでつづ
ると“Bänbån Yïláng”となる。この“Yïláng”という中国音が，関西方言の「い
らん」（＝“不要búyào”）に近いというわけだ。先生に隠れて“Bänbån Búyào 

xiãnsheng”と呼び合っていた学生たちの，先生の厳しい指導に対して反発を感じ
つつも，どこかに畏敬の念を抱かざるを得ない学生心理を垣間見る思いがして，ほ
ほ笑ましさを覚える。
○『華語月刊』と太田辰夫先生　上海同文書院では『華語月刊』という中国語の研
究誌を発行していた。太田辰夫先生はその熱心な読者であったという。太田先生と
雑談していたおり，『華語月刊』のことが話題になったことがあった。「坂本先生が
編集委員になられてから，俄然面白くなってきたね」と太田先生がおっしゃってお
られた。それを証するかのように，「月刊は内地にはあまり売れなかったが，内地
で引き続き購読し，それを克明に研究しその誤りにまで注意していた人がいた。そ
れが若き日の太田辰夫博士である」（p.180）と坂本先生ご自身が書いておられる。

坂本一郎先生
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飲水思源―中国語教育の開拓者⑤

私はこのくだりを読むたび，因縁浅からぬお２人の結びつきに思いを馳せ，ジンと
きてしまう。
○研究者・坂本一郎　神戸外大に修士課程が創設されて間もない頃，先生、院生が
雑談していたところ，話題が坂本先生に及んだことがあった。その時，院生の１人
が何気なく，「坂本先生は教育者だからなあ」と一言発した。するとその場にいた
Z教授が，血相を変え，「馬鹿！君は坂本先生の研究を知らないからだ！」と怒鳴
られた。そのあまりの形相に私もドキッとしたため，強烈な印象として残っている。
Z教授が血相を変えて怒られたのも故なしとしない。というのも呉方言、山東即墨
方言、貴州方言対象として，『支那研究』や『新修支那省別全誌』などに発表され
た方言研究は，恐らく方言研究の先鞭をつけられた業績ではないかと思われるが，
当時の院生では知る由もなかったからである。
　しかし，神戸外大赴任後は，学問を捨て，教育に徹せられた。「始め１・２年は
外専の伝統を作るため命をかける考えで，（中略）教室で愛する学生に囲まれて死
にたいと考えていた」（p.187）というのは決して誇張ではなく，実際そう思って授
業をされていたのである。
○坂本一郎先生像　坂本先生は，こと中国語となると驚くほど貪欲な方であったが，
金銭的には大層淡白で恬淡としておられた。それが多くの人を惹きつけたのだと思
う。先生の薫陶を受けた外大の卒業生にとって，話題が自然と坂本先生に収斂して
いくというのも，宜なるかなと思う。その先生も1996年（平成８年）３月５日に亡
くなられた。1903年（明治36年）１月１日のお生まれだから，享年94ということ
になる。その昔，「明治生まれの気骨」ということをよく耳にしたが，坂本先生を
見ているとその意味がよく分かる。
　私は高校生まで勉強嫌いで，コンプレックスの塊のような状態で過ごしてきた。
中国語との出会いが，それまでの私を根本的に変えてくれた。勉強することが面白
くて，全く苦にはならなくなったのである。最初にそのきっかけを作ってくださっ
たのが坂本一郎先生であることは間違いない。もし，坂本先生が神戸外大を去られ
た後，１年生を担当されたD先生に習っていたなら，間違いなく中国語が大嫌いに
なっていただろう。
　今，自分は先生と同じく教師という職についているが，いくら努力しても「坂本
先生にはかなわない」と思うばかりである。

＊文中の引用は，坂本一郎「自叙」（『久重福三郎先生，坂本一郎先生還暦記念中国
研究―経済・文学・語学―』1965年，天理時報社）による。
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インターネット上に見られる流行語

共立女子大学　李錚強

　インターネット通信がアメリカで最初に行われてから40年が経った。中国におい
てインターネットの使用は比較的に遅れていたが，ここ10年来，その普及の速さは
予想以上である。2009年３月末の時点で，利用者は３億人の大台を突破し，アメリ
カを超え世界一となった。それまでになかったコミュニケーション・メディアがこ
れだけ普及すると，そのメディアに合わせた，ウェブ上の中国語表現が次々と生ま
れ，定着していくことは驚くべきことではない。中国語圏におけるウェブ上のチャ
ットルームやBBS（電子掲示板）で使用されるネット用語は，一般語として認めら
れてはいないが，表現の便利さや視覚の面での面白さによって，一般の言語生活に
も浸透しつつある。ここで最も流行っているネット用語をいくつか紹介しよう。
●“雷”léiは，一般語では名詞として自然現象の「雷」や中国人の名字として使わ
れるが，ネット上では“被雷到”（落雷に遭ったように精神的に強い衝撃を受ける）
のように動詞として用いられる。また形容詞として“雷人”という使い方もよく見
られる。例えば“你看过那首雷人的诗吗？”（あの衝撃的な詩を読んだかい）。このよ
うに動詞または形容詞の連語の形で用いることで，衝撃を受けた様子をイメージさ
せる独特なニュアンスを伝えることができるためか，2008年より急速に広がった。
●“ ”はjiöngと読む古字であるが，今では“冏”という文字になっている。「照
らす」「光明」が本来の意味だが，字音から見れば「困惑する，困窮する」という
意味の“窘”と同音で，字形から見れば“ ”の“八”は悲しみと落胆で垂れ下が
った眉,“口”は大きく開いた口というように，人の顔を連想できるため，落胆し
た様子，或いは気持ちが悪いという意味を表すネット用語として使われる。この“ ”
が用いられたきっかけは，日本の絵文字「orz」（落胆した気持ちなどを，ひざまず
いて手をつき頭を垂らした姿で表したもの）からヒントを得たことによるという。
中国、台湾、香港などの漢字圏におけるネットユーザーの間で「21世紀最高の漢字」
という評がある。北京五輪の聖火リレーで最終走者を務めた李寧氏（中国スポーツ
用品のトップブランドの創始者）が“ ”をデザインしたシューズを発売したこと
を皮切りに,“ 包”（“ ”マークのかばん）、“ Ｔ恤衫”（“ ”マークのTシャツ）、

“ 蛋糕”（“ ”マークのケーキ）などの商品が続々と現れ，“ ”が，バーチャル
な世界だけではなく現実の社会においても爆発的な人気を得ている。
●“ ”はméiと読む古字だが，≪现代汉语词典≫第５版によれば“梅”の異体字
となっている。本来の意味はともかくとして,「愚鈍である，ぼんやりしている」
という意味の“呆”が２つ並んでいる字形により，ネット上では２倍も間抜けであ
ったり純粋であったりする意味で使われるようになった。この“ ”は“雷”“ ”
とともに2008年度に最も愛用されたネット用語となった。

新しいことばと古いことば
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看图学成语

絵で見る成語（３）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

多此一举　duõ cœ yì jŒ

余計な事をする。無駄な事をする。
多多益善　duõ duõ yì shàn

多々ますます弁ず；多ければ多いほ
ど好都合である。用兵についての劉
邦の問いに対する韓信の答えから。

耳濡目染　 år rú mù rän

（何度も見たり聞いたりしているう
ちに）知らず知らずに身に付いてし
まう。

发愤图强　fã fèn tú qiáng

意気込んで向上に努める。発奮して
物事に取り組む。

翻箱倒柜　fãn xiãng däo guì

たんすや戸棚を掻き回す；家中くま
なく捜す。

飞蛾投火　fëi é tóu huö

飛んで火に入る夏の虫；自ら災いに
身を投じるたとえ。
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第83号　中国語の環 9

废寝忘食　fèi qœn wàng shí

寝食を忘れる；物事に熱中する形容。
风流才子　fëngliú cáizœ

風流才子；風雅な趣味・文才を備え
た男子。

风雨同舟　fëng yŒ tóng zhõu

暴風雨の中，同じ船に乗り合わす；
艱
かん

難
なん

辛苦を共にする。

釜底游鱼　fŒ dœ yóu yú

釜
 ふちゅう

中の魚
うお

；釜の中で煮られようとし
ている魚。目前に死の迫った状態。

负荆请罪　fù jïng qœng zuì

処罰を待つ。いばらの枝を背負って
罪を請う；自ら非を認めて謝罪する。

覆水难收　fù shuœ nán shõu

覆水盆に返らず；済んだ事は取り返
しがつかないものである。特に離別
した夫婦の仲について。
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中国文学作品を読む

葉聖陶童話〈古代英雄的石像〉を読む（３）

共立女子大学（非）　赤坂綾

　昨年度から始まった「葉聖陶童話を読む」も今回でいよいよ最終回となりました。
　前回は市民に崇拝され傲慢になった石像と，石像の台座となっている小石たちと
の論争の場面をご紹介しました。この台座は，石像を彫った時に削り落とされた小
石を積み上げて作られたもので，つまり石像と台座はもとは「１つの大きな石のか
たまり」でした。
　石像と台座の激しい言い争いは次第にエスカレートしていきます。そして，最後
には……。

　　一块小石头带着讥笑的口气说∶“历史全靠得住吗？几千年前的人自个儿想的事
情，写历史的人都会知道，都会写下来。你说历史能不能全信？”
　　另一块石头接着说∶“尤其是英雄，也许是个很平常的人，甚至是个坏蛋，让写

历史的人那么一吹嘘，就变成英雄了；反正谁也不能倒过年代来对证。还有更荒唐的，
本来没有这个人，明明是空的，经人一写，也就成了英雄了。哪吒，孙行者，不都是

英雄吗？这些虽说是小说里的人物，可是也在人的心里扎了根，这就小说跟历史也差
不了多少。”

　　“我代表的那位英雄总不会是空虚的，”上面那石头有点儿不高兴，竭力想说服底

下的那些石头，“看市民这样纪念他，崇拜他，一定是历史上的实实在在的英雄。”（中

略）

　　大家不再说话了，像是都在想事情。

　　半夜里，石像忽然倒下来，像游泳的人由高处跳到水里。离地高，摔得重，碎成

千块万块。石像，连下面的台子，一点儿原来的样子也没有了，变成大大小小的石块，

堆在地上。（中略）

　　乱石块堆在空场的中心很讨厌，有人提议用它筑市外往北去的马路，大家都赞成。

新路筑成以后，市民从那里走，都觉得很方便，又开了一个庆祝的盛会。

　　晴和的阳光照在新路上，块块石头都露出笑脸。他们都赞美自己说∶

　　“咱们真平等！”

　　“咱们一点儿也不空虚！”

　　“咱们集合在一块儿，铺成真实的路，让人们在上面高高兴兴地走！”

〈訳　文〉
　ある小石があざ笑うような口調で言いました。「歴史はすべて信用できるのかね？
数千年前の人が自分で考えたことを，歴史を書いた人はすべて知っていて，すべて
書き記すことができるだろうか。歴史をすべて信じることができるとでも？」と。
　ほかの小石が続けて言いました。「とくに英雄というのはね，もしかしたらごく
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第83号　中国語の環 11

ありふれた人かもしれない，いや，悪者かもしれない，
歴史を書く人にほらを吹かせれば，たちまち英雄に変
わってしまうからね。いずれにせよ誰にも時代をさか
のぼって確かめることはできないのだから。もっとで
たらめなのは，もともとそんな人はいなくて，実在し
なかったことが明らかなのに，誰かが書いたことによ
って，英雄になってしまったのだっているのだ。ナタ
太子や孫悟空はみな英雄ではないかね。彼らは小説の
中の人物だけれども，人の心の中に深く入り込んでい
る。だから小説と歴史も差がほとんどないのだよ。」
　「わたしが表しているこの英雄は空虚であるはずが
ない。」上の石は少し不機嫌になり，必死になって足
元の小石たちを説き伏せようとしました。「市民がこ
のように彼を記念し，彼を崇拝しているということは，絶対に歴史上の本物の英雄
であるにちがいない。」（中略）
　みなはそれ以上話さなくなり，何か考えごとをしているようでした。
　真夜中，石像が突然くずれ落ちました。まるで泳いでいる人が高いところから水
中に跳び込むように。地面から高く離れていて強く倒れたために，ばらばらに砕け
散ってしまいました。石像は下の台座もろとも，少しも元の形をとどめず，大小さ
まざまな石ころに変わり，地面に積み重なりました。（中略）
　ばらばらの石ころが広場の真ん中に積み重なっているのは見苦しく，だれかがこ
れを用いて市外の北へ向かう道路を建設しようと提案し，みな賛成しました。新し
い道路が完成した後，市民はここを通り，みななんと便利なんだろうと感じ，盛大
な祝賀パーティーを開きました。
　うららかな太陽の光が新しい通りを照らし，小石たちはみな笑顔を見せていまし
た。彼らは自分自身を称えてこう言いました。
　「われわれは本当に平等だ！」
　「われわれは決して空虚なんかではない！」
　「われわれは１つになって，真実の道を敷いたのだ。人々にその上を喜んで通っ
てもらおう！」

　みなさんいかがでしたでしょうか。初級レベルの学習を終えられた方にも比較的
読みやすかったのではないかと思います。葉聖陶の童話にはこの〈古代英雄的石像〉
のほかに，昨年度の『中国語の環』第78号～80号でご紹介した〈稻草人〉や，アン
デルセン童話の「裸の王様」をモチーフにした〈皇帝的新衣〉など40数編の作品が
あります。ひと通りの学習を終えられたら，中国の様々な文学作品に挑戦してみる
のもいいですね。中国語のレベルを向上させるうえでも，中国に関する知識を深め
るうえでもたいへん有意義です。

〈許敦谷画〉
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文法のポイント　第12回

複文

日本中国語検定協会理事・神戸市外国語大学　佐藤晴彦
　

　これまで中国語の基礎的でかつ重要な文法事項をいくつか説明してきましたが，
このコーナーも今回で最終回となりました。これまでは主として単文を扱ってきま
したので，最後に締めくくりとして，複文を取り上げようと思います。

単文と複文
　まず初めに単文と複文の違いを見ておきましょう。
　　⑴明天我去。（明日，僕は行く。）
　　⑵明天你不去，我也不去。（明日，君が行かないのなら，僕も行かない。）
　⑴は主語、述語がそれぞれ１つですが，⑵は主語、述語がそれぞれ２つあります。
主語、述語（無主語文であれば述語のみ）が１つの場合を単文と言い，それが２つ，
あるいは２つ以上あるものを複文と言います。では，次のような文はどうでしょう。
　　我期待着，这一天早日到来。（僕は，その日が早く来ないかと心待ちにしている。）
このような文は一見複文のようですが，“这一天早日到来”全体が“期待着”の目
的語になっていますから，複文ではありません。
同位タイプと主従タイプ
　複文は大きく同位タイプと主従タイプに分けることができます。
　　⑶前边是河，后边是山。（前は川で，後ろは山だ。）
　　⑷或者你去，或者我去。（君が行くか，私が行くか(のいずれか)だ。）
　　⑸因为风太大，所以不去长城了。（風が強すぎるので，長城へ行くのをやめた。）
　　⑹ 如果考不上大学，我就找工作。（もし大学に合格しなかったら，僕は仕事を

探すつもりだ。）
　⑶⑷と⑸⑹では，前後の関係が違っています。“前边是河”と“后边是山”，“或
者你去”と“或者我去”は，どちらが主でどちらが従という関係ではなく，それぞ
れが同等の関係にあります。それに対し，⑸は“因为风太大”なので，“所以不去
长城了”という因果関係であり，⑹は“如果考不上大学”なら，“我就找工作”と
いう仮定とその結果という関係にあり，いずれも後に重点がある主従関係となって
います。
複文と関連詞
　⑸は，
　　⑸’风太大，不去长城了。
のように，“因为〜，所以⋯”を言わなくても，“风太大”（風が強すぎる）と“不
去长城了”（長城へ行くのをやめた）という２つの文の関係は，「風が強すぎるので，
長城へ行くのをやめた」という因果関係に理解されるのが最も自然なので，因果関
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第83号　中国語の環 13

係に理解されます。しかしより明確な前後関係を示すには，関連詞と呼ばれている
語が使われます。上の例では，⑷は“或者Ａ，或者Ｂ”（Ａするか，あるいはＢす
るか），⑸は“因为Ａ，所以Ｂ”（ＡだからＢ），⑹は“如果Ａ，就Ｂ”（もしＡなら
Ｂ）のようなものが関連詞と呼ばれるもので，これらの語義をしっかり覚えておく
必要があります。
いろいろな関連詞
　こうした関連詞は，その前後がどういうつながりになっているかを理解するのに
大切なことですから，しっかり覚えておきましょう。以下，よく使われる関連詞を
挙げておきます。□印を付したところが，呼応，つまり「係り結び」となっています。
　　⑺ 因为这里是景点，所以游人很多。（ここは観光スポットなので，観光客が多い。）
　　⑻文章虽然很短，但是很有说服力。（文章は短いけれど，大変説得性がある。）
　　⑼ 他不但会开汽车，而且还会维修。（彼は車の運転ができるだけでなく，修理

もできる。）
　　⑽ 你既然订了计划，就该照着去做。（君は計画を立てた以上，その通りやるべ

きだ。）
　　⑾只要下功夫，就一定能学会。（努力しさえすれば，きっとマスターできる。）
　　⑿ 星期天她不是看看书，就是听听音乐。（日曜日，彼女は本を読むか，音楽を

聴いているかだ。）
　　⒀ 不管工作怎么忙，他也坚持外语学习。（仕事がどれほど忙しくても，彼は断

固外国語の勉強を続けている。）
　　⒁ 即使遇到多大的困难，也要继续克服。（どんなに大きな困難に遭おうとも，

引き続き克服していかねばならない。）
　　⒂  只有你亲自跟他说，他才会同意去。（君自ら彼に言わない限り，彼は行くこ

とを承知しないよ。）
類似表現
　複文の中には類似表現がありますので，意味の違いに注意しておく必要がありま
す。例えば，
　　⒃不是你去，就是我去。（君が行くか私が行くか(のどちらか)だ。）
　　⒄不是你去，而是我去。（君が行くのではなく，私が行く。）
がそうです。⒃は“你去”、“我去”ともその可能性が残っている同位タイプですが，
⒄は“我去”が選択されている主従タイプになるわけです。
疑問詞併用タイプ
　もう１つ，疑問詞併用タイプも覚えておくと便利です。
　　⒅谁要这个，我就给谁。（ほしい人にこれをあげる。）
　　⒆你什么时候方便，就什么时候来。（都合が良い時に来てくれればいい。）
これは日本語にない表現なので，十分練習してください。⒅を直訳すれば，「誰か
がこれをほしいのなら，その誰かにあげる」となります。これでは日本語としてヘ
ンですから上のような日本語にすればいいわけです。
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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（９）

中国・華東師範大学　高寧

　日本中国語検定協会が主催している実力養成通信添削講座で，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皆さんにご紹介しています。講座は３級、２
級の各挑戦コースの他，翻訳中心の上級コースが設置されています。次回は2010年
５月に開講する予定で，募集は同３月１日から始まります。 （文責：髙部）

（35）李さんは60歳を過ぎているが，見たところまるで40歳そこそこのようだ。
　「見たところ…のようだ」は“看上去”“看起来”“看来”といった訳が見られま
した。“看上去”は「見た目から推測する」の意です。“看起来”は“看上去”と大
体同じ意味で，直訳すれば「見たところ（…のようだ）」になります。“看来”は，
辞書を調べるとやはり「見たところ…らしい」の意ですが，“看上去”や“看起来”
とは異なり，他人を目の前にしてその年齢を判断したり推測したりするのに用いる
ことは少ないようです。“老李虽然已过六十岁了，但是他看来好像四十上下”のよ
うに訳したのでは，どうも違和感があります。ただし，顔かたちや身なりからの判
断ではなく，その人の話しぶりやものごしから推測するのであれば，“看来”もち
ゃんと使えます。例えば“看他说话办事，看来至少已有二十了”。
　≪参考訳文≫　虽然老李已经60岁，但是看起来他好像才40岁左右。
　　　　　　　　虽然老李已过60，但看上去40岁左右。
　　　　　　　　老李年逾花甲，看着却年轻20岁。　

（36）食べたいものがあれば，なんでも買いに行ってあげます。
　大半の人は“你想吃什么，我给你买什么”のように訳していました。“⋯什么⋯
什么”という文型を利用したものですが，ここでは少し微妙だと思います。
　“你想吃什么，我给你买什么”は，重点が「わたしが買えないものはない」にあ
ります。食物の名を出しさえすれば，何でも買ってくるという語感です。しかし，
原文はこれと違います。その前提になるものは「食べたいものがあれば」です。言
い換えれば，「あなたに食欲があれば，わたしはなんでも買いに行ってあげます」
という意味です。ですから，“有什么想吃的话，什么我都去给你买”と訳したほう
が原文に近いのではないかと思います。前の“什么”は不定を表す代詞で「何か」
という意味です。２番目の“什么”は任意を表す代詞で「何でも」の意です。もち
ろん前の“什么”を落として“有想吃的，什么我都去给你买”と書き直すこともで
きます。
　中国語では“⋯什么⋯什么”は連鎖関係を示し，「何かをすれば，その何かをする」
の意です。多くの人の解答に見られた“你想吃什么，我给你买什么”を，逆に日本
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語に戻しますと「あなたが食べたいものは，なんでも買って（買いに行って）あげ
ます」になり，出題文とは少しズレが生じると思います。
　≪参考訳文≫　有想吃的，什么我都去给你买。
　　　　　　　　你要是想吃点啥，我什么都去给你买。

　　　　　　　　有想吃的，不管什么都去买。

（37）彼は昨日も会社を休んだし，今日も休んだ。
　例えば“昨天他既没上班，今天又没上班”のような訳は悪文であると言わなけれ
ばなりません。“既⋯又⋯”という文型の誤用だからです。“既⋯又⋯”は同じ時
間や空間のことを言う場合には使えますが，違う時間や空間の場合，例えば「昨日
はどうだ，今日はどうだ」と言う場合には使えません。上の文は，例えば“昨天他
既没上班，又没去客户那里”とするなら，違和感がなくなります。
　その他，“昨天他也不上班，今天也不上班了”のような訳も見られました。ちょ
っといけないと思います。というのは，“了”を用いたために，語感が微妙に変わ
ってしまったからです。つまり“昨天他也不上班”は事実ですけれども，今日につ
いてはもともと出勤すべきであったのが，何らかの原因で会社を休むことになって
しまったというふうに読みとられる可能性が大きいからです。
　また，「会社を休む」を“请假”と訳した人も少なくないようです。厳しく言い
ますと，やはり問題があると思います。中国語としては“昨天他请假，今天又请假”
は多義文です。まる１日会社を休むことを言っていると理解することも可能ですが，
２、３時間だけ休みを取る場合も考えられます。つまり，彼は昨日３時間暇をもら
い，今日もまた３時間暇をもらったというふうに読み取ることができるからです。
　≪参考訳文≫　他昨天没来公司上班，今天也没来上班。
　　　　　　　　他昨天没上班，今天也没上班。

（38）買う気がないのなら，やたらに商品に手を触れないでください。
　「触れる」を“触摸”，「やたらに」を“胡乱”と訳した人が多いようです。典型
的な訳は“要是你不想买，请勿胡乱触摸商品”です。どうも違和感の大きい言い方
です。“要是你不想买，请勿乱摸（商品）”と書き直さなければならないと思います。
中国では，このような場合は“乱摸”の目的語（“商品”）を出さないのが普通です。
いわずと知れたことだからです。また「買う気がないのなら」を“你没有想买的话”
と訳した人も何人かいるようです。しかし，中国語では“没有”は副詞として否定
を表す場合，主として過去のことしか否定できません。（もちろん“要是你没有买
的意思”というように訳した場合の“没有”は認められます。この“没有”は副詞
ではなく動詞で，つまり“有”の否定形だからです。）　
　≪参考訳文≫　要是你不想买的话，请别乱摸商品。
　　　　　　　　如果不想买的话，别用手乱摸商品。

　　　　　　　　不想买的话，不要随便用手摸。
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学習者の声

中国あきらめない

東京都　伊地知太郎

　私は大学時代に第２外国語として中国語を選択しましたが，入学当初はバンド活
動に夢中で勉強どころではありませんでした。そんな私が中国語と真剣に向き合お
うと考えたのは，良き先生に出会えたからです。
　ある日，私がいつものようにモヒカン頭に革ジャンという姿で教室にいると，中
国語の先生がふいに「お前は本当に勉強しないよなあ，でもいろんなことをやって，
自分は何が好きなのかを知ってるからすごくいいと思うんだよ」とおっしゃって下
さいました。かつて私をこれほど肯定的な眼で見てくれた人はなく，私は先生の人
間としての大きさに感動したと同時に，この先生に学んでみたいという気持ちにな
ったのです。
　それから２年間は日本であらゆる機会をとらえて中国語を学び，大学４年生の時
には北京で１年間の留学を経験しました。留学中は語学力を向上させることだけで
なく，日本にいては得られなかったであろう貴重な体験もたくさんすることができ
ました。
　そして，私が就職活動を終えいよいよ働くという時，改めて自分の夢は何なのか
を真剣に考えました。例えば，私は落語も好きだったので，噺家になって中国で中
国語の落語をやってやろうか，それとも日本で中国のパンクロックバンドを広めら
れないか，日本で中国茶がもっと手軽に飲めるように奮闘してみようか，大学院に
行ってもっと踏み込んだ中国語学習をしたいなあ等，いろいろなことが頭に浮かび
ました。結局は明確な夢はわからないまま，就職活動中にココと決めた会社に入社
したのですが，１つだけハッキリとしたことがあります。その夢は必ず中国と関係
している，ということです。いくつも出てきた夢は１つ残らず全て中国と関係する
ことばかりだったのです。
　現在は大手重工メーカーで人事の勉強をしているため，直接中国語を使う機会は
ありませんが，この会社で少しでも早く中国と関わる仕事ができるように，またそ
れがかなった時のためにと中国語学習を続けています。私は毎朝，その日やること
や意識すべきことを手帳に記しているのですが，その手帳には毎日「中国あきらめ
ない」と書かれています。

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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