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2

上野惠司理事長に聞く

設立30周年を目前にして

聞き手：『中国語の環』編集室

──年度初めですから抱負を聞かせてください。
　「年頭教書」ですか。４月が年度初めで６月の検定試験が新しい年度の第１回の
試験であることは変わりないのですが，前年度の締めくくりは６月の試験前に開催
される理事会と評議員会で行われ，新しい年度の予算や運営体制もそこで決められ
ます。ですから，今ここで私があれこれ抱負を述べても，実行に移せるかどうかは，
６月を待たないことには約束できないのです。
──では，この１年の回顧ということで。
　回顧したら展望もしてみたくなりますね。（笑）
　まずは順調でした。志願者数も第68回（６月）が15,574名，第69回（11月）が
21,010名，第70回（３月）が17,900名，合わせて年間54,484名で，前年度の52,619
名を上回っています。特に３月の第70回が前年度の16,253名（第67回）を大きく上
回ったのが目立ちます。
──協会の運営予算にも余裕が生まれましたか。
　「お蔭様で」とお答えしたいのですが，収入がふえた分，支出もふえ，まあトン
トンといったところです。
　協会は営利団体ではありませんから，儲けることは一切考えていません。ただ，
社会的に大きな責任を負っている事業ですから，不測の事態に対応できるよう若干
の蓄えは必要だと考えています。突然中断したり，やめてしまったりするのは無責
任ですから。
　そのうえで余裕があれば受験料を少しでも安くして，より多くの人に検定を受け
ていただきたいですね。
──試験問題が回を追って難しくなってきているとか，平均点や合格基準点が回に
よって異なるのは困るという苦情を耳にしますが……。
　問題が難しくなってきているかどうかはしばらくおいて（中国語教育事情の変遷
や教育水準の向上を反映して，長期的に見れば出題の内容や形式に変化が生じるこ
とは避けられませんし，また必要なことであると考えますが），一部の級の平均点
に回による大きな変動があり，それに伴って合格基準点を調整せざるを得なかった
のは，はなはだ申しわけなかったと思っています。競技の途中でゴールを動かすよ
うなものですから……。
──問題はどんなふうにして作成されるのですか。
　それは詳しくは公表できませんが，およそのところをお話しておきましょう。
　中国語教育の専門家を中心に複数の経験豊かなネイティブを交えて出題委員会を
構成し，この委員会が問題の原案を作成します。この原案をもとに，さらに複数の
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第84号　中国語の環 3

専門家やネイティブが加わって，出題の適否を内容，形式，難易度等，さまざまな
角度から検討されます。
　出題委員会は通常２年間で交代しますが，新しい委員会には前委員会の委員が何
名か残り，また前委員会の委員長は次期の検討委員会に加わります。
──慎重な手順をふんでおられるのですね。
　それでも平均点や基準点を一定に保つのは，なかなか難しい。言いわけにはなり
ませんが，予算も人数も私たちより遥かに大きな規模で取り組んでいる大学入試セ
ンター試験でも，しばしば大きな得点調整が行われているようですね。
──出題のマニュアルとか級別の使用語彙リストとかはあるのですか。
　これもお答えしにくいですね。あったとしても公表するわけにはいきません。
　これは検定試験に出るとか出ないとかということになってしまうと，教育の現場
に大きな混乱をもたらしてしまいます。あまり検定を意識せずに学習に取り組んで
いただき，「どれ，このへんで一つ……」というくらいの気持ちで試験を受けてみ
るというのが望ましい形であると，私は考えていますが……。
　とはいうものの，およその目安はあったほうがいいわけですから，出題内容や認
定基準は毎回の受験案内に級別に示してあります。
　この認定基準はもう少し具体的であったほうがよいかと考え，今，検討を進めて
いるところです。
──『解答解説速報』の解説はもっと詳しいものにできませんか。
　「速報」の性質上，あまり時間をかけるわけにはいきませんので，現状では今の
ままが精一杯です。ただし，１年分をまとめて発行している「年度版」は時間的な
余裕もありますから，こちらはただ３回分を合わせてというのではなしに，もう少
し編集に手間をかけ，解説ももっと充実したものにする余地がありそうですね。
──『中国語の環』が好評です。
　また自画自賛ですか。（笑）確かに有益な記事が多いですね。２年間連載された「飲
水思源──中国教育の開拓者」は，取り上げられた諸先生の元同僚や教え子の方が
たからも，「あの記事はよかった」というお便りが届いています。
　第81号から始まった「絵で見る成語」についても大きな反響があります。ちょう
ど真ん中の頁に見開きになっているから目立つのでしょうか，いちばん先にこの頁
に目がいくという方がおおぜいいらっしゃいます。私も張恢さんの絵が大好きで，
毎回の原稿の絵が届くのを楽しみにしています。
　この『中国語の環』は，昨年この欄で約束しましたように，第72号から第83号ま
での４年12号分を合冊にして近く刊行します。
　創刊号から第62号までの総集編Ⅰ・Ⅱ，第63号から第71号までの合冊本と併せて，
私たちの協会の大きな財産であると誇ってよいかと思っています。
──まもなく30周年を迎えます。
　1981年の設立ですから来年ですね。大きな節目の年になります。派手なお祭り騒ぎ
をするのではなく，静かに30年を振り返り，次の30年を見定める年にしたいものです。
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中国文学作品を読む

朱自清散文〈背影〉を読む（１）

杏林大学　千野万里子

　今回から２回に分けて朱自清の散文〈背影〉を読んでいきたいと思います。
　朱自清（1898－1948）は，中国を代表する詩人・散文家です。本名を朱自華，字
を佩弦といい，江蘇省揚州の出身です。1920年に北京大学を卒業し，1922年に長
編詩〈毁灭〉を発表。その後も執筆活動に従事していきます。1931年から1932年
までイギリスへの留学も経験しており，この前後で，教員として江蘇省や浙江省の
中学校の教壇に立ちました。また，清華大学や西南聯合大学などの教授も務め，学
術研究にも力を注ぎました。　
　朱自清の代表作としては，詩集《雪朝》（共著），詩文集《踪迹》，散文集《背影》
《欧游杂记》《你我》《伦敦杂记》，文芸論著《诗文志辨》《论雅俗共赏》などが挙げ
られます。朱自清の作品は名文が多いことでも知られ，ここで取り上げる〈背影〉
は中学生の国語の教科書に収められています。
　〈背影〉は1925年に発表されました。1400字に満たない短篇作品ですが，息子（作
者）のために色々と世話を焼く父親と若さゆえにそれを素直に受け取ることのでき
ない作者自身の姿が，飾り気のない簡潔な文章で描き出されています。作品冒頭の
“我与父亲不相见已二年了，我最不能忘记的是他的背影（父とはもう２年会ってい
ないが，私の中で最も忘れがたいのが父の後姿である）”という１文が大変印象的
です。
　その年の冬，作者の家族は２つの不幸に見舞われます。祖母の死と父親の失業で
す。作者は祖母の葬儀に参列するために一時的に故郷に戻ってきますが，葬儀がす
むと勉学のためにまた北京へ向かいます。一方，失業中の父親も職探しのために南
京へ行くとのことで，２人は南京まで同道することになりました。
　今回は南京到着直後の父子の様子を見ていきましょう。

　　到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日；第二日上午便须渡江到浦口，下午上

车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再

三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖；颇踌躇了一会。其实我那

年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会，终于决定

还是自己送我去。我两三回劝他不必去；他只说：“不要紧，他们去不好！”

　　我们过了江，进了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些

小费，才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉他说话不大

漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱；就送我上车。他给我拣定了靠车门的

一张椅子；我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里要警醒些，不

要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂；他们只认得钱，托他们直是白
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第84号　中国語の環 5

托！而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己么？唉，我现在想想，那时真是太

聪明了！

〈訳　文〉
　南京に到着すると，ある友人が見物に誘ってくれたので，１日滞在することにし
た。翌日は午前中には長江を渡って浦口に行き，午後の汽車で北へ向かわなければ
ならなかった。父は何かと忙しかったので，最初は私の見送りはせず，代わりに，
旅館の馴染みのボーイを付き添わせることにしていた。父は何度も何度もボーイに
言い含めていて，それは細かかった。しかし，結局，父は安心できなかった。父は
ボーイでは行き届かないのではないかと心配で，しばらくためらっていた。しかし
ながら，私はその時すでに20歳で，北京も数回往復したことがあり，大変なことな
ど何もなかった。父はしばらく迷った末，最後にはやはり自分が送りに行くことに
決めてしまった。私は何度も来る必要はないと言ったが，父は「大丈夫だ。あいつ
らではだめだ！」とだけ答えた。
　私たちは長江を渡り，駅の構内へ入った。私は切符を買い，父はせわしなく荷物
の番をしていた。荷物は非常に多く，人足に駄賃を払って運ばせなければならなか
った。父はなりふりかまわず彼らと値段交渉をしていた。私はこの時，自分が賢い
つもりでいた。（交渉の間中）父の話し方はみっともないので，自分が口を挟まな
ければならない，とずっと思っていた。しかし，父はついに値段を決めてしまうと，
私を車内まで送って行った。父が私のためにドアに近い席を選ぶと，私は父が作っ
てくれた紫色の毛皮のコートを座席の上に敷いた。父は私に，道中気を付けるよう
に，夜は用心するように，風邪を引かないように，と言い含めた。そして，ボーイ
たちにしっかりと私の面倒を見るように言い付けた。私は心の中で父の古臭さをあ
ざ笑った。彼らはお金でしか動かないのだから，彼らに頼んだところで無駄なこと
だ！それに，私はもういい大人なのだから，まさか自分の面倒も見られないと言う
わけでもあるまい。ああ，今，思い返しても，あの頃の私は本当に賢かった。
〈注　釈〉
渡江到浦口： 「長江を渡って浦口へ行く」の意。“江”は大きな川という意味があり

ますが，ここでは長江の略称として使われています。“浦口”は地名
で南京市西北部の長江北岸に位置します。浦口はかつて天津と浦口を
結ぶ“津浦铁路”の終着点でした。

　　两三回：「何度も」の意です。
　　　　迂：「言動や考え方が古臭い，時代に合わない」という意味です。
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6

語彙をふやそう

軽声語にチャレンジ！（１）

　『中国語の環』編集室（U）

　軽声語が苦手だという学習者が多い。
　ここでいう軽声語とは“衣服”（yïfu）の“服”，“朋友”（péngyou）の“友”，“道理”
（dàoli）の“理”のように二音節語を中心とする複音節語の最後の音節が，本来の
声調を失って軽く短く発音される単語のことである。
　軽声は複音節の単語にだけ見られるわけではない。“吗”（ma），“吧”（ba），“啊”
（a），“呢”（ne）などの文末の語気助詞，“了”（le），“着”（zhe），“过”（guo）などの
時態（アスペクト）を表す助詞など，単音節の軽声語もないわけではない。けれど
も，後者は数も少ないし，助詞は一般に軽声に発音されるというふうに整理してお
けばすむものである。
　やはり厄介なのは，そのような整理のしかたがむずかしい一般の複音節軽声語で
あろう。
　例えば，上に挙げた“衣服”の“服”，“朋友”の“友”，“道理”の“理”にしても，常
に軽声に発音されるわけではない。“制服”（zhìfú）の“服”，“战友”（zhànyöu）の“友”，
“真理”（zhënlœ）の“理”は，いずれも本来の声調で発音される。―こういう不規
則性，恣意性が学習者を悩ませるのである。
　では，軽声現象は本当に不規則で恣意的なものなのだろうか。
　「軽声か非軽声かを見分けるなにかよい方法はありませんか。」しばしば受けるこ
の種の質問に，私は一応慎重に「ありません」と答えたうえで，それではあまりに
もつれないかと思い，「学んでいるうちに次第にカンが養われて，見分けるコツが
身に付いてくるものです」などと，急場の役に立ちそうにもない，その場しのぎの
返答をしているのだが，本当に，見分けるコツはカンに頼るしかないのであろうか。
　上の３つの例もそうだが，“东西”（dõngxi），“故事”（gùshi），“商量”（shãngliang），
“厉害”（lìhai）……と，軽声語は主として日常の，しかも古くから使われている語
彙に見られる。社会科学や科学技術用語，また比較的新しい単語には軽声語は現れ
ない。ということは，ちょっと乱暴な言い方かもしれないが，軽声とは古くからよ
く使われてきたために本来の声調が磨り減ってしまった結果生まれたものというふ
うに整理できるかもしれない。

　以上のことを念頭において，次頁のリストを眺めていただくことにしよう。いず
れも近年の中検３、４級の発音に関する出題の中で使われた単語である。便宜上，
第一音節の声調別にピンイン順に配列する。
（注）ピンイン中の・印はその後の音節が軽声になることを，・印の後の音節に声調が付いている場合は，

その音節が軽声にも非軽声にも発音されることを示す。
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第84号　中国語の環 7

1　第１声＋軽声
窗户 chuãng･hu 窓
聪明 cõng･míng 賢い
哥哥＊ gë･ge 兄
功夫 gõng･fu 暇，時間
关系 guãn･xì 関係
生日 shëng･rì 誕生日

收拾 shõu･shi 片づける
舒服 shÆ･fu 快い
休息 xiÆ･xi 休息する
知道 zhï･dào 知っている
知识 zhï･shi 知識
桌子＊ zhuõ･zi 机，テーブル

2　第２声＋軽声
孩子＊ hái･zi 子供
觉得 jué･de 思う，感じる
咳嗽 ké･sou せきをする
凉快 liáng･kuai 涼しい
麻烦 má･fan 煩わしい
馒头＊ mán･tou マントウ

名字 míng･zi 名，名前
脾气 pí･qi 性癖，気性
便宜 pián･yi 値が安い
什么 shén･me なに，どんな
行李 xíng･li 旅行の荷物
爷爷＊ yé･ye 父方の祖父

3　第３声＋軽声
本子＊ bån･zi ノート
点心 diän･xin 軽食，おやつ
耳朵 år･duo 耳
好处 häo･chu よいところ
姐姐＊ jiå･jie 姉，ねえさん
母亲 mŒ･qïn 母，お母さん

奶奶＊ näi･nai 父方の祖母
暖和 nuän･huo 暖かい
晚上 wän･shang 夕方，夜
尾巴 wåi･ba 尾，しっぽ
喜欢 xœ･huan 喜ぶ，好きだ
眼睛 yän･jing 目

4　第４声＋軽声
地方 dì･fang 場所，所
豆腐 dòu･fu 豆腐
告诉 gào･su 告げる
价钱 jià･qián 値段
客气 kè･qi 遠慮深い
困难 kùn･nan 困難

妹妹＊ mèi･mei 妹
漂亮 piào･liang きれいだ
事情 shì･qing 事，事柄
痛快 tòng･kuài 愉快だ，痛快だ
钥匙 yào･shi かぎ，キー
意见 yì･jiàn 意見，不満

＊印を付した単語について

1）“哥哥”“爷爷”“姐姐”“奶奶”“妹妹”などの親族名称を表す重ね型の単語は，ここに掲げなかっ

たものも含めてすべて軽声語である。

2）“桌子”“孩子”“本子”などのように実義を示す語素の後に添えられた“子”は特別な意味をもた

ない接尾辞であって，一般に軽声に発音される。ただし“父子”（fùzœ―父と子），“长子”（zhängzœ

―長男），“男子”（nánzœ―男子）などにおける“子”のように「子供」「息子」「人」などの実義を

もつ場合は非軽声に発音される。これらの単語はいずれも書面語であって，日常の口語語彙には属

さない。

3）“馒头”の“头”も名詞接尾辞であって，多くは軽声に発音される。“石头”（shí･tou―石），“码头”

（mä･tou―はとば），“指头”（zhœ･tou―指）なども同じ。ただし，“子”とは違って，“手头”（shöutóu

―手，手もと），“钟头”（zhõngtóu―時間）のように非軽声のものも多いので，注意を要する。
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看图学成语

絵で見る成語（４）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

改头换面　gäi tóu huàn miàn

中身はそのままで，うわべだけ変え
る。内容はそのままで，形式だけを
変える。看板だけ塗り替える。

纲举目张　gãng jŒ mù zhãng

投網の際，大綱を持ち上げてさっと
投げれば，網の目は自然に開く。主
題をしっかりつかめば文章は筋が通
ることをたとえる。

隔岸观火　gé àn guãn huö

岸を隔てて火事を見る。他人の危難
を自分には無関係なこととして傍観
する。対岸の火事。

隔墙有耳　gé qiáng yöu år

壁に耳あり。いつどこで誰が聞いて
いるかわからず，密談のもれやすい
たとえ。

隔靴搔痒　gé xuë são yäng

隔靴掻痒；靴の上からかゆいところ
をかく。話すことやすることが不徹
底で要点に触れない。もどかしい。

更上一层楼　gèng shàng yï céng lóu

更に一段の向上を目指す。努力の上
にも努力を重ねるたとえ。更に上る
一層の楼。唐・王之渙の詩句から。
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第84号　中国語の環 9

功亏一篑　gõng kuï yï kuì

九仞（きゅうじん）の功を一簣（いっ
き）に欠く；高い山を築くのに最後
のもっこ一杯の土が足りないために
未完成に終わる。せっかくの苦労が
あと一息のところで失敗に終わる。

攻其不备　gõng qí bù bèi

虚を衝（つ）く；備えのないところ
を攻撃する。寝首を掻く。

狗急跳墙　göu jí tiào qiáng

犬は追いつめられると塀を跳び越え
る；悪人が逃げ場失って捨てばちの
行動にでるたとえ。窮鼠（きゅうそ）
猫をかむ。

瓜田李下　guã tián lœ xià

瓜田李下（かでんりか）；嫌疑を受
けやすい場所のたとえ。“瓜田不纳
履，李下不整冠”（瓜田に靴を入れず，
李下に冠を正さず）から。

刮目相看　guã mù xiãng kàn

刮目（かつもく）して相見る；目を
ぬぐって相手をよく見る。“刮目相
待”とも。

过河拆桥　guò hé chãi qiáo

河を渡って橋を壊す；目的を達して
しまうと恩を忘れる。後足で砂をか
ける。
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紛らわしい文法表現

“Ｖ完了” と “Ｖ好了”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯暁琨
　

　あることをし終わったことを表すとき，中国語では“Ｖ完了”を用いる場合もあ
れば，“Ｖ好了”を用いる場合もある。いずれも「動詞＋結果補語」という構造で
ある。しかし，“Ｖ完了”は“Ｖ好了”より成立する範囲が広い。“Ｖ完了”を“Ｖ

好了”に置き換えてみると，次のようになる。
　Ａ組　
　　⑴他要的画儿画完了。（○画好）（彼のほしがっている絵は描き終わった。）
　　⑵旅行的东西都买完了。（○买好）（旅行用の持ち物は全部買い終わった。）
　Ｂ組
　　⑶我把黑板擦完了。（○擦好）（わたしは黒板を消し終わった。）
　　⑷汽车已经修完了。（○修好）（車はすでに修理し終わった。）
　Ｃ組 
　　⑸垃圾已经倒完了。（*倒好）（ごみはもう出した。）
　　⑹存款全花完了。（*花好）（貯金は全部使い果たしてしまった。） 
　Ｄ組
　　⑺第１课30分就能讲完。（*讲好）（第１課は30分で終えられる。）
　　⑻那个展览室我已经参观完了。（*参观好）（あの展示室はもう見終わった。）
　Ａ組とＢ組は多少ニュアンスが異なるが，“Ｖ完了”も“Ｖ好了”も成立する。
Ｃ組とＤ組は“Ｖ完了”は成立するが，“Ｖ好了”は成立しない。その理由は“Ｖ

完了”と“Ｖ好了”の使用条件にあると思われる。
　“Ｖ完了”はただ動作の完了のみを表すが，“Ｖ好了”は動作の完了を表すと同時
に，その動作が終わったことによって，目的に合わせた新しいものが作られたり，
用意されたり，または，新しい状態が出来上がったという意味も加わっている。つ
まり，“Ｖ好了”は「“Ｖ完了”＋新しいものまたは状態」であり，“Ｖ好了”の使
用範囲は“Ｖ完了”より狭いのである。
　Ａ組とＢ組は“Ｖ完了”の使用条件のみならず，“Ｖ好了”の使用条件をも満た
しているので，“Ｖ好了”も使用できる。Ａ組は，動作の結果，新しいものが作ら
れたり，用意されたりしている。⑴は“画”という動作の結果，“画儿”が作られた；
⑵は“买”という動作の結果，“旅行的东西”が用意された。Ｂ組は，動作の結果，
新しい状態が出来上がった。⑶は“黑板”をきれいな状態にし，⑷は“汽车”を故
障状態から正常な状態に回復させた。
　逆にＣ組とＤ組は“Ｖ完了”の使用条件を満たしているが，“Ｖ好了”の使用条
件を満たしていない。Ｃ組は“Ｖ好了”の使用条件とは正反対に，“倒”、“花”と
いう動作が終わったことによって動作の受け手である“垃圾”、“存款”が消失して
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第84号　中国語の環 11

しまった。“买好了”とは言えるが，“卖好了”とは言えない理由もここにある。Ｄ
組は“讲”、“参观”という動作が終わったことによって，新しいものも状態も現れ
ていないので，“Ｖ好了”を使用することができない。
　以上の分析によって，“Ｖ好了”が成立するかどうかは，動詞の種類によること
がわかった。動作の結果，新しいものまたは状態が現れない動詞は“好了”と結ば
ないので，“好了”と結ぶ動詞は“完了”よりずっと少ないのである。
　しかしながら，語句のレベルだけではなしに，文脈で判断しなければならない場
合もある。
　まず，同じ動詞でも“Ｖ完了”は文脈によって異なる意味を表す場合もあるので，
“Ｖ好了”に置き換えられる場合とそうでない場合とがある。
　　⑼我把菜都吃完了。（*吃好）（わたしは料理を全部食べ終わった。）
　　⑽ 我吃完了，你们慢慢吃。（○吃好）（わたしは食べ終わりました，みなさんは

ごゆっくり食べてください。） 
　例⑼は“吃完了”によって，“菜”を消失させたことを表すので，“吃好了”とは
言えないが，（10）は“吃完了”によって，満腹という好ましい状態になったこと
を表すので，“吃好了”とも言える。なお，“吃好了”は“吃完了”より丁寧な言い
方である。
　また，“Ｖ完了”も“Ｖ好了”も両方とも言える場合であっても，両者は着眼点
が異なる。“Ｖ完了”は動作の完了に着眼したものであり，“Ｖ好了”は動作の完了
によって出来上がったものや状態に着眼したものであるので，文脈によっては，両
者は置き換えることのできない場合もある。
　　⑾我把钱存好了，你放心吧。（*存完）
　　　（お金はもう預けたので，安心してください。）
　　⑿我存完了钱，接孩子。（*存好）
　　　（お金を預けたあと，子どもを迎えに行きます。）
　　⒀去还是不去，你想好了就告诉我。（*想完）
　　　（行くか行かないか，決まったらすぐわたしに知らせてください。）
　　⒁我想完了孩子的事，又开始想父母的事。（*想好）
　　 　（子どものことを考えたあと，また親のことを考え始めた。）
　例⑾は，“钱”を銀行に預けたという新しい状態に着目しているので，“存好了”
しか使えないが，逆に⑿は，二つの動作の順番を言っているだけなので，“存完了”
しか使えない。⒀は，“想”をし終わると同時に，結論も出さなければということで，
“想好了”しか使えないが，⒁は，ただ動作の順番のみを言っていて，結論に触れ
ていないので，“想完了”しか使えない。
　なお，“Ｖ好了”の“好”にはもう一つの意味がある。すなわち，動作の結果が
望ましい状態になったという意味である。例えば，“唱好了”（上手に歌えるように
なった），“读好了”（うまく読めるようになった）。ただし，ここでは動作の完了を
表す“好”しか取り上げていない。
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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（10）

中国・華東師範大学　高寧

（39）この子の悪い癖は，宿題をしながらラジオを聴くことである。 
　「悪い癖」については，“习气”“恶习”“坏毛病”“毛病”“习惯”“坏习惯”など
の訳し方が見られましたが，全く問題がないのは“毛病”と“坏习惯”だけです。
具体的にこれらの使い分けを説明します。“习气”は確かによくない癖や風習の意
ですが，主として程度の高い，範囲の広い，あるいは抽象度の高い悪い癖を指しま
す。例えば“流氓习气”“小市民习气”。ここでの「宿題をしながらラジオを聴く」
といったような細かいことに使いますと，ちょっと大げさに聞こえ不自然な気がし
ます。“恶习”は普通，賭博、女遊び、アヘン吸飲などのたいへんいけない悪習を
指します。“坏毛病”は一応使えますが，修辞の立場から考えると，意味が重なり
合っていますから避けたほうがいいと思います。“毛病”はすでに欠点、きず、癖
などを指しているので，同じマイナスの意味をもつ“坏”を付け加える必要はあり
ません。しかし“毛病”とは違って，“习惯”は中性の名詞ですから，その前にマ
イナスの意味の“坏”を置くほうが望ましいでしょう。
　≪参考訳文≫　这孩子有坏习惯，一边做作业一边听收音机／广播。

　　　　　　　　这小子的不良习惯是一面做作业一面听收音机。

　　　　　　　　这小孩儿的毛病是听着广播做作业。

（40）慌てて答案を出すよりも，時間をかけて見直したほうがよい。
　「答案を出す」を“交答案”や“提交答卷”と訳された方が多いようですが，や
や違和感があります。日本語の「答案」は，出された問題に対して書いた答え，ま
た，それの書かれた用紙を指しますが，中国語の“答案”は必ずしも書いた答えで
なくても構いません。口頭で答えても差し支えありません。ですから，この問題の
ような場合はよく“交答卷”と言います。しかし，“交答卷”の代わりに“提交答卷”
としてしまうと，ちょっと大げさに聞こえます。というのは，“提交”が語感的に
は日本語の「交付する，提出する」に当たるからです。
　また，「慌てて」を“慌慌张张”や“着慌”と訳した方も少なくないようです。
ちょっと度を越えているような気がします。それほど程度は強くないでしょう。“急

急忙忙”や“着急”と訳せば，それで十分だと思います。
　最後に言っておきたいのは，後半部分の訳し方です。“不如花时间重看”のよう
な訳が少なくないようです。意味的には間違っていませんが，どうも文が終わって
いないような気がします。言い換えれば，唐突な感じが強いです。その後に“卷子”
“一遍”“一看”などを付け加えると，落ち着きます。
　≪参考訳文≫　与其急急忙忙地交卷（考卷／答卷），不如多花点时间看一遍。
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第84号　中国語の環 13

　　　　　　　　不要／别着急交卷，好好检查一番再说。

　　　　　　　　卷子交得急，不如独悠悠地再过一遍。

（41）たとえ貧乏暮らしをしても，他人の施しは受けたくない。
　この問題のキーワードは「施し」です。別に難しい言葉ではありませんが，中国
語に直す場合，真剣に訳語を選ばなければならないと思います。皆さんの訳語を拾
ってみましたところ，“好意”“帮助”“援助”“施舍”“施与”“经济上的援助”など
が出てきます。いずれも，意味的には全くの見当はずれというわけではありません
が，１番ぴったりだと言えるのは“施舍”しかないでしょう。“施舍”というと，
意識的に，あるいは無意識的に施しをする相手を見下すとまでは行かなくても，少
なくとも相手を貧乏人とみなし，憐れんで何かを恵み与える気持ちがあるでしょう。
しかし人によっては，これは人格の侮辱になりますから，絶対受けないこともあり
ます。言葉の組み合わせから見ても「施し」の性格が分かると思います。例えば，「施
しを乞う」や「貧者にパンを施す」などが挙げられます。このようなわけで，多く
の人が「他人の施しは受けたくない」のではないでしょうか。
　≪参考訳文≫　即使过贫穷的生活，也不愿意接受他人的施舍。

　　　　　　　　无论过什么穷日子，他人的施舍绝不接受。

　　　　　　　　哪怕过穷日子，也不要接受别人的施舍。

（42）いくらぼくでもそれくらいのことは知っている。
　「いくらぼくでも」は，確かにそのように理解することができるかと思いますが，
“就连我这么愚蠢的人”とか“就连我这个微不足道的小人物”とまでは訳す必要が
ないと思います。原文のように簡潔に訳しておけばいいと思います。
　「それくらいのこと」というのは，物事の程度を軽んじたり強調したりする表現
ですから，同じようなニュアンスの中国語に訳すのが望ましいでしょう。“这些事”
“这种事”“这点儿事”などが考えられますが，日本語の語感に１番近いのは“这点

儿事”です。これをお薦めします。
　そのほかに大事なのは，「それくらいのこと」を抽象的レベルで捉えるか，それ
とも具体的レベルで捉えるかということです。抽象的レベルで捉えますと，具体的
に何かを指すことなく，漠然として，暗黙のうちに通じる，言わずと知れた物事を
指します。具体的レベルで捉えますと，つい最近起きた何らかの出来事を指すこと
になります。ここでは，文の前後がありませんので抽象的レベルで捉えておいたほ
うがいいのではないかと思います。したがって，“那么一点小事情，即使我也知道”
“就这么点事儿，我也知道”“甚至连我也知道那么一点小事”などの訳は，私の目に
どうも具体的に見え，ちょっと気になります。もちろん，これはあくまでも私個人
の語感による判断です。
　≪参考訳文≫　甚至连我也知道这点儿事。

　　　　　　　　那点儿事就连我也知道／晓得。 （文責：髙部千春）
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“卡拉OK” から “量贩式KTV” へ

共立女子大学　李錚強

　本来、漢字一色の中国語体系の中で，アルファベットを用いた語は異質な存在で
あった。しかし，いつのまにか“卡拉OK”(カラオケ)のようなアルファベット混
じりの語が使われるようになった。この“卡拉OK”は日本語由来の外来語として
90年代の初めに台湾の「国語」から大陸の“普通话”に吸収されたユニークな新語
の一つである。
　ところが，二年前に大連を訪れた時，近くのカラオケ店が新装開店し，“卡拉OK
包房”（カラオケ・ボックス）という看板が“量贩式KTV”に変わっていた。次に，
昨年の夏休みに北京へ出張した際，夜，タクシーに乗ってホテルに向かっていると，
“量贩式KTV”や“量贩式卡拉OK”というネオンサインの多さに目を奪われた。思
わずタクシーを降りてそのうちの一軒を覗いてみた。
　店に入るとまず目に入ってくるのは普通の“自选商场”（スーパーマーケット）
である。裏の門を出ると“KTV”と呼ばれる“卡拉OK包房”に繋がっている。従
来の“卡拉OK”と違うのは，客が“自选商场”で飲み物や軽食などを買い，“KTV”
という個室を借り切って楽しめることである。この経営方式は消費者にとって，従
来のような“卡拉OK包房”で注文するシステムよりもずっと安いという利点があ
り，商売繁盛のようである。次世代カラオケの名称にも，日本語由来の新語を用い
たのはさすがだと，興味深く感じた。
　「量販」は元々マス・セールスとして1960年代にフランスで生まれた販売方式で
あり，後に日本がこの経営方式をまねて「量販店」が登場した。1980年代になると，
この「量販店」が台湾に持ち込まれ，さらに2000年代に大陸に広がった。本来中国
語の中に“量贩”という語はなかった。商品を大量に仕入れ，小売りも卸売りも営
む店は，従来“零售批发一体店”といった。中国に登場した“量贩店”は，買い入
れ量が多いほど値段を安くすることを意味する。例えば，“量贩式KTV”でビール
を買うとすると，１本，５本，10本と買えば買うほど，単価が安くなる。というわ
けで，中国語の“量贩”とは量によって販売価格を定めることを強調するもので，
大量に安く販売することを意味とする日本語の「量販」とはニュアンスが異なる。
　競争がますます激しくなってきた中国市場には，この“量贩式”経営がさまざま
な業種に取り入れられ，とうとう“卡拉OK”業にも波及するに至っているようで
ある。
　最後に“KTV”というアルファベット語の意味を説明すると，“卡拉OK”の“卡”
（kä）から“拼音”の頭文字“K”を取り，テレビを意味する“TV”と合成して作
ったアルファベット語である。テレビで映像を見ながら歌うという意味なので，新
版“卡拉OK”と言えるのではないだろうか。

新しいことばと古いことば
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第84号　中国語の環 15

学習者の声

夢は叶うもの
泉恵子

　私は，週２日，中国語教室へ通っています。とにかく中国語検定にも受かりたい
という気持ちから自宅でも熱心に勉強を続けています。私は現在，中国人の女性に
日本語を教えています。彼女はハルビンの出身で日本に嫁いでこられたそうです。
もしかしたら，私よりも日本語はお上手かもしれません。私が，中国語検定を受け
るために勉強していることを伝えると，わざわざ私を自宅に招いて教えてください
ました。彼女から教えていただいたことは，今でもしっかり頭の中に残っています。
私は，近い将来中国で日本語を教えたいです。私は，特別日本語を教えられるよう
な資格ももっていませんし，大学を出ているわけでもありません。でも，そんな肩
書なんてなくても，中国の人たちに日本語を教えたいんだという気持ちさえしっか
りしていれば，もうそれで十分ではないでしょうか。私はそう考えています。そう
すれば，相手にも自分の熱意が必ず伝わると思います。戦後，中国の人たちが日本
人の孤児たちを一生懸命育ててくれたように，私も中国の人たちのために何かした
いのです。恩返しのような感じになってしまいますが，人に喜んでいただけるのな
らもうそれだけで幸せですね。
　「夢は叶うもの」，その言葉を信じて私はこれからも中国語を勉強していきたいと
思います。先日，私が通っている中国語教室で漢詩を作るという作業をしました。
日本の春夏秋冬を漢詩にしたのです。私が，先生のお力も借りて作った漢詩をぜひ
皆様にもみていただきたいと思います。
　　　　红蜻蜓

　　红蜻蜓酷爱漂亮，眼戴潇洒太阳镜,

　　身穿时髦红背心，今天又和谁约会？

中国語検定準１級に合格！
　美好慶弘

　2009年11月22日，第69回中国語検定試験が行われ，１年ぶりに準１級に再挑戦
した。第69回は，横浜中華街の朝陽門側にあるワークピア横浜会場で受験すること
になった。試験は午前10時に始まるが，その日は開始の１時間も前に会場に着いた。
朝の中華街は，まだ観光客があまり到着していないためか，通りを歩くと，店の中
から中国語がよく聞こえてくる。会場まで，ちょっとした中国旅行の気分を味わえ
るのは，この横浜会場の魅力だ。
　午前10時，試験開始。まず，リスニング試験が始まった。放送で流れる中国語を
聴き，それを解答用紙に書き写す作業は，集中力を要すると共に，予想以上に指先
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が疲れた。リスニング試験終了後，休む間もなく筆記試験が始まった。中でも，四
字成語や慣用句が難しい。最終問題の中訳は，60～90字程度の和文が３題出題され、
以前よりも文章レベルが高いように思われた。
　12月11日，試験結果の通知が届き，開封して驚いた。リスニング89点，筆記83
点で，合格証明書が付いている。苦手だった和文中訳は，20点中18点。１年ぶりの
再挑戦で合格することができ，本当に嬉しかった。
　現在，準１級用の受験攻略本と称する問題集は，ほとんど市販されていない。過
去問の問題集は多く市販されているが，準１級以上のレベルになると，過去問が再
び出題される可能性は低い。そこで私が実際に使い，役に立った参考書をこの場で
紹介したい。
　◇漢語口語速成・高級編 （北京語言大学出版社）
　◇おぼえておきたい中国語慣用句300（光生館）
　◇珠玉の中国語エッセイで学ぶ長文読解の“秘訣”―中級から上級への橋渡し（アルク）

上野先生の講演会に参加して
市毛香織

　先日は上野先生の講演会に参加させていただきましてありがとうございました。
　講演会の後，先生と直接お話することが出来，また中国語の学習を頑張ろうと思
いました。私は学生時代に学んだ中国語を忘れないようにする為に去年の11月に１
級を受検しましたが，リスニング，筆記ともに合格点からは程遠いものでした。
　特に筆記では１番の読解問題が難しく，漢文的な表現が全くわかりませんでした。
孔子の言葉が引用されていた４番はどこかで聞いたことがある内容だと思ったので
すが，内容を正確に理解することが出来ませんでした。中国古典，中国文化を学ん
で初めて中国語に対する理解が深まるのだと感じました。
　考えてみると中国人の友達と話をしている時，彼らは話の途中で故事成語や孔子
の言葉を織り交ぜます。多くの言葉を話さずとも故事成語を1つ使うことで背景に
ある物語も含めて豊富な内容を伝えているということに故事成語の素晴らしさを感
じます。
　今回，上野先生の講演会に参加させていただき，自分と同じように中国語を学習
している方３人と知り合いになることが出来ました。こうして中国語を通して知り
合いが増えていく，中国語の環が広がっていくことは，私にとって大きな喜びです。
現在は仕事で中国語を使う機会はありませんが，今後大好きな中国語を使う機会が
あることを願い，ゆくゆくは日中の架け橋となれることを願い，これからも中国語
の学習を続けていくつもりです。そして，定期的に中検を受検することで自分の学
習の進み具合を確かめていきたいと思います。
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