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巻頭エッセイ

中国語上達の “窍门儿”

日本中国語検定協会理事・神戸市外国語大学　佐藤晴彦

言葉を話せるとは？
　人が言葉を話せるというのはどういうことでしょうか？私たち日本人にとって母
語は日本語です。この日本語はどうのようにして獲得されたのでしょうか？
日本語のボックス
　脳のどの部分が言語運用能力を担っているのかというような，いわば脳生理学的
なことは私には分かりませんが，譬えて言えば，脳の中に，母語である日本語を自
由に操ることができ，日常生活で困ることがない日本語が十分にストックされたボ
ックスが形成されていると考えれば分かりやすいでしょう。
中国語のボックス
　中国語を自由に聞き，自由に話し，自由に書くには，自分の脳に，母語である日
本語と同じような中国語のボックスを作ればいいということになります。では，そ
のボックスをどういうふうに作ればよいのかが問題となるわけです。そのヒントに
なるのが，「母語はどのようにして獲得してきたか。」ということを振り返ってみる
ことです。それは両親，兄弟をはじめとする周囲の大人たちが発する言葉を真似し
てきたわけです。物心ついた頃から，気が遠くなるような時間をかけて，「シンドイ」
とも思わず，ずっと真似を繰り返してきたわけです。それが母語獲得のプロセスで
す。ですから，これを中国語におきかえればいいわけですね。
中国語のボックスを作るため
　そこで私は，「徹頭徹尾，真似をする」ことを主張したいと思います。頭の中に
中国語に関して何もなければ，当然中国語は話せないし，聞きとれないし，書けま
せん。模範朗読の真似をする，これは初習の外国語では当然といえば当然の方法で
ありましょう。とりわけ発音が大変難しい中国語を学ぶ場合，他の外国語にまして，
この基礎的発音習得では，大変重要な段階だといえます。
チェックポイント
　ここまでは，おそらくどなたも異論はないと思います。問題はその次です。それ
は，ただ単に「真似」だけで終わっていはしないか，その「真似」した結果を確認
する作業が抜け落ちているのではないかということです。
　中国語を学んでいる人たちは，自分が一生懸命「真似」しているから，自分の発音
も正しく「真似」できていると信じています。しかし，そこには真似した中国語が「正
しく真似できているかどうか」検証するという過程が抜けている可能性があります。
録音のすすめ
　譬えて言えば，自分の顔がどうなっているかな？化粧ののりはどうかな？なんて
思えば，鏡を見ますね？それは「鏡」を通じて自分の顔を客体化しているわけです。
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第85号　中国語の環 3

鏡がなければ，その確認はできません。それと同じことが中国語習得にも言えるわ
けです。自分が真似した模範朗読が，正しく真似できているかどうかを確認するに
は，自分の朗読を聞いてみなければなりません。一度，自分の声を録音して聞いて
みてください。大抵の人は耳を覆いたくなると思います。それくらい自分の声を自
分自身で聞くのは，大変ショックなことです。恐らく大半の方が，「エエッ!?これ
がオレ（私）の声!?」と思われるでしょう。それくらい自分の声というのは，客体化
しない限り分らないものです。録音した自分の声を聞いて，「こんなのだったらも
ういいわ。」と諦めたら，あなたの負け。そこで思いなおして「よし，これは何と
かしてやろう。もっと模範朗読に近づけてやろう」と思うことができたら，あなた
は“有苗头”です。
根気よく繰り返す
　むろん，一回録音をし，それを聞いたくらいで「できた」と思うほど，中国語の
発音習得は簡単ではありません。それなら誰も苦労しないで，美しい中国語が身に
付きます。この作業を繰り返す，これが大事なのです。聞く－真似る－録音する－
チェック－再度真似る－再度録音－再度チェック－…という過程を何度も何度も繰
り返すわけです。
どれくらい繰り返す？
　では，どれくらい繰り返せばよいのか？それは，ご自身が「よし，できた。これ
で万全」と思うか，「もうアカン，オレはもうこれ以上できん。」と思うか，どちら
かになるまで繰り返すのです。そこまで繰り返しますと，真似てきた文章が暗誦で
きるくらいにまでなっています。そうなればシメタもの。覚えようと思わなくても，
覚えてしまいます。逆に言えば，覚えるくらい繰り返すことです。
４つの利点
　この方法の利点は４つあります。
　1）模範としてきた中国人に限りなく近い発音になれること，
　2）さまざまな文章が暗誦できること，
　3）こうして耳の機能を生かして覚えたものは，まず忘れないこと，
　4）かくし芸で困った時のネタになること，
　まあ，4）は附録ですが，イザという時に役立ちます。こういう方法でレパートリ
ーを増やしていけばいいわけです。あなたの中に，次第次第に，中国語のボックス
ができていくこと間違いありません。努力すればするほど，そのボックスはますま
す大きくなっていくでしょう。
　騙されたと思って一度試してください。その期間は一年です。一年間，模範朗読
を聞く―真似る―自分の声を録音する―その声を聞き，チェックする―できてい
ないところを再度真似る―練習しなおした自分の声を再び録音する―その声を聞
き，チェックする…この工程を粘り強く一年間続けてみてください。あなたの発音
が中国人並みに美しくなること，さまざまな表現方法が身に付くこと，さまざまな
文章が暗記できていること請け合いです。
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中国文学作品を読む

朱自清散文〈背影〉を読む（２）

杏林大学　千野万里子

　今回も，前回に引き続いて，朱自清の散文〈背影〉を読んでいきます。
　前回は祖母の葬式の後北京へ戻ろうとする作者を，職探しのために一緒に南京に
やって来た父親が駅まで見送りに行く時の様子についてご紹介しました。
　この時，作者はすでに20歳を超えていましたが，父親は息子のことが心配でたま
らずにあれこれと世話を焼きます。付き添いのボーイたちにうるさく言い含めたり，
駅では自ら荷運びの人夫と値段交渉をしたり，そのなりふりかまわぬ父親の姿を見
て，作者は内心古臭いと馬鹿にします。
　今回は父親が作者を汽車の中まで送り届けたあとの様子を見ていきましょう。

　　我说道：“爸爸，你走吧。”他望车外看了看，说，“我买几个橘子去。你就在此地，
不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿
过铁道，须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，

他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒跚

地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不

容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样
子。这时我看见他的背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也

怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子望回走了。过铁道时，他先将橘子

散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到

车上，将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土，心里很轻松似的。

过一会说：“我走了；到那边来信！”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我，
说，“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来
坐下，我的眼泪又来了。

〈訳　文〉
　「お父さん，もう行ってください」と私が言うと，父は汽車の外に目をやってこ
う言った。「ちょっとミカンを買ってくるから，お前はここにいろ。動いちゃだめ
だぞ」向こう側のホームの柵の外で数人の物売りが客を待っているのが見えた。向
こう側のホームに行くには線路を横切らなければならず，ホームを下りてからまた
登らなければならない。父は太っているので，あちら側へ行くには当然のことなが
ら少々骨が折れる。最初は私が行こうとしたが，父は譲らず，しかたがなく父に行
ってもらうことにした。黒い布製の小さな帽子をかぶり，黒い大きな上着と藍色の
丈の長い中国服を着た父は，よろよろと線路のあたりまで歩いていくと，ゆっくり
と腰をかがめてホームを下りていった。ここまではそれほど大変そうではなかった。

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   4001_016_中国語の環_1C_213K.indd   4 10.8.6   0:13:21 PM10.8.6   0:13:21 PM



第85号　中国語の環 5

しかし，線路を横切ってから向こう側のホームによじ登るのは大変そうだった。父
は両手をホームの縁について，それから両足を引き上げるようにした。父の太った
体はかすかに左側に傾き，いかにも難儀しているようであった。この時，私は父の
後姿を見て，不意に涙がこぼれ落ちた。私は急いで涙をぬぐった。父に見られたく
なかったし，他の人にも見られたくなかった。私が再び外を見ると，父は赤く熟れ
たミカンを抱えて戻ってくるところだった。線路を横切るとき，父はまずミカンを
地面に落としてから自分はゆっくりと這うようにおりて，またミカンを抱えて歩き
出した。こちら側にたどり着いたとき，私は急いで駆け寄り父を助け起こした。父
と私は汽車に乗り込むと，ミカンを全部私の毛皮のコートの上に置いた。それから
服についた土を払い落とした。気持ちが軽くなるようだった。しばらくしてから父
が言った。「わしはもう行くぞ。あっちに着いたら手紙をよこせよ」私は父が出て
行くのを見つめていた。父は何歩か歩くと振り向いて私を見てこう言った。「入っ
ていろ。中に誰もいないじゃないか」私は父の姿が行き交う人々の中に紛れ込んで
見えなくなってしまうと，中へ入っていって腰を下ろした。涙がまた溢れた。

〈注　釈〉
　　　望：「…に向かって，…の方へ」の意です。前置詞として用いられています。
　　马褂： 旧式の男性用の中国服の短い上着のことです。長衣の上に礼服としても

用いられました。もともと満州族の男性が乗馬の際に着用したことから
“马褂”と呼ばれています。

　　棉袍：綿入れの長い中国服のことです。
　　蹒跚：「よろよろと歩く」という意味です。
一股脑儿：〈方〉「全部，すっかり，残らず」の意です。

〈作者紹介〉
朱自清： （1898－1948）本名・朱自華，字は佩弦。江蘇省揚州出身。中国を代表す

る詩人・散文家・古典文学研究家。1920年に北京大学を卒業し，1923年
に長編詩〈毁灭〉を発表。1931年から1932年までイギリス留学を経験し，
前後して，江蘇省や浙江省で中学校教員を，清華大学や西南聯合大学など
の教授を務め，学術研究にも力を注ぎました。朱自清の作品には名文が多
く，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。
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語彙をふやそう

軽声語にチャレンジ！（２）

　『中国語の環』編集室（U）

　中国語を習い始めて50年近くなる。習い始めた年の秋に出た倉石武四郎博士の
『岩波中国語辞典』は，「中国語辞典」と銘打っているが，収録されている語彙は北
京語が中心であり，当然，発音も語釈も例文も北京語のものであった。
　北京語は軽声語が多い。例えば今日一般に非軽声に発音される“今天”（jïntiãn），

“明天”（míngtiãn）や“春天”（chÆntiãn），“夏天”（xiàtiãn）の“天”は常に軽声
に発音される。“老虎”（läohŒ―とら）はläohuであり，“本钱”（bånqián―元手）
はbånqianであり，“干净”（gãnjìng―きれいだ）はgãnjingである。
　よく言われるように，北京語で軽声であったものが普通話では非軽声に変わって
いく傾向が顕著である。しかし，やや乱暴な言い方をすれば，これらの語は軽声に
発音しようと非軽声に発音しようと，大きな影響はない。jïntiãnもjïntianも「きょう」
に変わりはないし，gãnjìngをgãnjingと発音したからといって，「きれいさ」の度合
に違いが生じるわけではない。
　では常に軽声に発音しようと非軽声に発音しようと大きな違いはないかという
と，そうとも限らないから厄介である。
　例えば，“告诉”。入門の段階で「告げる」「知らせる」の意味の軽声語gàosuと
して習う。しかし，入門期に出会うことは少ないが，「告訴する」という意味の法
律用語としての“告诉”はgàosùとはっきり非軽声に発音される。（前回，「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」と記したのを思
いだしていただきたい。）
　もう１例。“拉手”。lãshöuと非軽声に発音すれば「手をつなぐ」という意味にな
るし，lãshouと軽声に発音すれば，「（ドアや引き出しなどの）引き手，取っ手，つ
まみ」という意味になる。
　以上の２例は《现代汉语词典》も軽声と非軽声の区別を認めているが（《现汉》
は非軽声の“拉手”を収めていないが，これは動詞“拉”と名詞“手”とをそれぞ
れ独立した２つの単語と見たからであろう），今日ではもはやその区別を認められ
なくなった，もっと微妙なものもあった。
　“练习”。『岩波中国語辞典』を見るとliànxí（非軽声）は名詞で「練習，宿題」，
liànxi（軽声）は動詞で「練習する（字や絵をかいたり，語学や音楽のけいこをし
たりする）」と，明確に区別されている。わたくし自身の記憶をたどってみても，
当時の倉石中国語講習会で，うるさくこの区別を教わっている。ところが，今《现
汉》を見ると非軽声の“练习”の項に動詞と名詞の両品詞を収めていて，発音の軽
重については触れていない。
　軽声現象は本来北京語のもので，他の方言においてはまったく見られないか，見
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第85号　中国語の環 7

られてもさほど顕著ではない。したがって，南北諸方言が融合した今日の普通話に
従来の軽声・非軽声の区別を機械的に持ち込むのはあまり現実的ではないが，それ
でも上例の“告诉”“拉手”のように明確な区別を有するものについては，軽声・
非軽声の違いによる意味や機能の違いをわきまえておく必要があるだろう。

别人
 biérén ほかの人

 bié･ren （漠然と）他人

大方
 dàfãng 識者，専門家

 dà･fang 気前がよい

大人
 dàrén 大人（たいじん）

 dà･ren 大人（おとな）

地方
 dìfãng 地方

 dì･fang 場所，所

地下
 dìxià 地下，地面の下

 dì･xia 地面，地べた

点心
 diänxïn 空腹を抑える

 diän･xin 点心；おやつ

对头
 duìtóu 正確である

 duì･tou 相手，かたき

多少
 duõshäo 多かれ少なかれ

 duõ･shao どれくらい

废物
 fèiwù 廃物，くずもの

 fèi･wu 能なし，役立たず

公道
 gõngdào 公正な道理

 gõng･dao 適正である

故事
 gùshì 古いしきたり

 gù･shi 物語

裹脚
 guöjiäo 纏足（てんそく）する

 guö･jiao 纏足に用いる布

过年
 guònián 新年を迎える

 guò･nián 来年

过去
 guòqù 過去

 guò･qu 過ぎ去る

合计
 héjì 合計する

 hé･ji 思案する

活路
 huólù 生きる道

 huó･lu 仕事，肉体労働

精神
 jïngshén 精神

 jïng･shen 元気（である）

开通
 kãitõng 開通する

 kãi･tong 開けている

来路
 láilù 由来，出所

 lái･lu 来歴，素性

利害
 lìhài 利害，損得

 lì･hai（厉害） ひどい，励しい

眉目
 méimù 容貌，顔立ち

 méi･mu （事件の）目鼻

门道
 méndào 門内の通路

 mén･dao 方法，こつ

难处
 nánchŒ 付き合いにくい

 nán･chu 困難な点，悩み

男人
 nánrén 男，男性

 nán･ren 夫，亭主

女人
 nfirén 女，女性

 nfi･ren 妻，女房

配合
 pèihé 協力する

 pèi･he につかわしい

人家
 rénjiã 人家

 rén･jia 他人，ひとさま

烧纸
 shãozhœ 紙銭を焼く

 shão･zhœ 紙銭

生意
 shëngyì 生気

 shëng･yi 商売，取引

实在
 shízài 実際に，まことに

 shí･zai まじめである

特务
 tèwù （軍の）特別任務

 tè･wu 特務，スパイ

图书
 túshÆ 図書，書籍

 tú･shu 印，印鑑

兄弟
 xiõngdì 兄弟

 xiõng･di 弟

烟火
 yãnhuö 煙と火

 yãn･huo 花火

言语
 yányŒ ことば

 yán･yu 話す，口を利く

运动
 yùndòng 運動（する）

 yùn･dong 手づるを求める

丈夫
 zhàngfÆ 男子，ますらお

 zhàng･fu 夫，亭主

自然
 zìrán 自然，自然界

 zì･ran 自然である
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看图学成语

絵で見る成語（５）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

海市蜃楼　häi shì shèn lóu

蜃気楼（しんきろう）；実際に存在
しない幻のような現象。蜃（大はま
ぐり）の吐く息によって生じると考
えられたところから。

海外奇谈　häi wài qí tán

海外の珍しい話；根も葉もないでた
らめな話。おおぼら。

汗牛充栋　hàn niú chõng dòng

汗牛充棟（かんぎゅうじゅうとう）；
車で運ぶと牛が汗をかき，部屋に積
み重ねると棟木（むなぎ）に届くほ
ど蔵書が多いこと。

横行霸道　héng xíng bà dào

権勢をたのんで横暴なふるまいをす
る；わがもの顔にふるまう。のさば
りかえる。

后生可畏　hòu shëng kå wèi

後生畏（おそ）るべし；後から生ま
れてくる者は，将来の可能性を秘め
ているから，恐れ敬うに値する。

狐假虎威　hú jiä hŒ wëi

虎の威を借る狐；有力者の権勢を笠
に着て威張りちらすたとえ。
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第85号　中国語の環 9

画龙点睛　huà lóng diän jïng

画竜点睛（がりょうてんせい）；最
後にわずかに手を加えることによっ
て，全体をいっそう際立たせる。

挥金如土　huï jïn rú tŒ

金銭をまるで土くれをまき散らすよ
うに費す；湯水のように金を遣う。

诲人不倦　huì rén bù juàn

人を誨（おし）えて倦（う）まず；
熱心に人を教える。辛抱強く人を教
える。

浑水摸鱼　hún shuœ mõ yú

濁りに乗じて魚を捕らえる；どさく
さにまぎれて一もうけする。火事場
泥棒をはたらく。“混水摸鱼”とも。

火中取栗　huö zhõng qŒ lì

火中の栗を拾う；そそのかされて他
人の利益のために危険を冒してばか
な目にあうたとえ。ラ・フォンテー
ヌの寓話から。

货真价实　huò zhën jià shí

品質は確かで，値段も偽りがない；
掛け値なし。正真正銘。
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紛らわしい文法表現

“认真学” と “学得认真”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯暁琨
　

　“认真学”は形容詞を動詞の前に置いて状況語として用いる「形＋Ｖ」構造であ
るが，“学得认真”は形容詞を動詞の後に置いて様態補語として用いる「Ｖ得＋形」
構造である。「形＋Ｖ」と「Ｖ得＋形」の違いは日本語の訳文ではなかなか区別を
つけられない場合がある。下記の例文は両者とも同じ訳し方である。
　⑴ａ他认真地学习汉语。
　　ｂ他汉语学得认真。
　　　（彼はまじめに中国語を勉強している。）
　⑵ａ他仔细观察这一现象。
　　ｂ他对这一现象观察得很仔细。
　　　（彼はこの現象を細かく観察している。）
　しかし，これらの例文においては，両者のニュアンスが異なる。そこで「形＋Ｖ」
と「Ｖ得＋形」の違いについて考えてみよう。　　
　「形＋Ｖ」では形容詞は，動作主がコントロールできて，動作主の意思を表す。
たとえば，
　⑶老师慢慢地给我们讲解。
　　（先生はゆっくり私たちに説明している。）
　⑷学生们积极参加学校的各项活动。
　　（学生たちは積極的に学校行事に参加している。）
　例⑶では“慢慢地”は“讲解”のスピードであり，先生が自らの意思でスピード
を落とし，ゆっくり私たちに説明すると言っている。例⑷では“积极”は“参加”
の態度であり，学生たちが自らの意思で「積極的に」学校行事に取り組んでいると
言っている。
　「Ｖ得＋形」では形容詞は様態補語として動作主の動作行為に対する評価を表し
ている。評価を行うのは動作主ではなく，話者であるので，動作主の意思とは関係
がない。ただし，主語が一人称である場合は，動作主と話者が一致する。
　⑸爷爷每天都起得很早。
　　（お爺さんは毎日起きるのが早い/毎日早く起きる。）
　⑹山田汉语说得很流利。
　　（山田さんは中国語を流暢に話せる。）
　⑺我网球打得不太好。
　　（私はテニスがあまりうまくない。）
　例⑸では話者は“起”つまりお爺さんの起きる時間に対して“很早”と評価して
いる。例⑹では話者は山田さんの“说汉语”を“流利”と評価している。例⑺では
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第85号　中国語の環 11

話者は自分のテニスの腕を“不太好”と評価している。
　上で分析したように，「形＋Ｖ」と「Ｖ得＋形」という文型の違いによって，形
容詞の働きも違うということが分かった。そのため，同じ形容詞でも「形＋Ｖ」と

「Ｖ得＋形」では役割が異なる。たとえば，
　⑻ａ他慢慢地跑着。（彼はゆっくり走っている。）
　　ｂ他跑得慢。（彼は走るのが遅い。）
　　ｃ高桥尚子慢慢地跑着，可她还是跑得很快。
　　　（高橋尚子はゆっくり走っているが，それでも十分速い。）
　日本語の訳文で示したように，⑻ａでは彼がどのくらい力を出して走っているか
について言っているが，⑻ｂは彼の走るスピードに対する評価である。したがって
⑻ｃのような言い方もできるわけである。
　冒頭の例⑴⑵についても同じような説明ができる。例⑴ａでは“认真”は“学汉
语”の態度であり，彼が自らの意思で「まじめに」中国語の勉強に取り組んでいる
ことを言っているが，例⑴ｂは話者の観察で，彼の中国語を勉強している様子を「ま
じめである」と評価している。例⑵ａでは“仔细”は“观察”の態度であり，彼は
意識的に「細かく」この現象を観察していると言っているが，例⑵ｂは話者の観察
で，彼のこの現象を観察する様子を「細かい」と評価している。
　両者の違いによって，「形＋Ｖ」は意志、要求、禁止、命令などの修飾語を伴う
ことができるが，「Ｖ得＋形」は伴うことができない。
　⑼ａ他想认真地学习汉语。　　　　＊ｂ他想汉语学得认真。
　　　（彼はまじめに中国語を勉強したがっている。）
　⑽ａ你要仔细观察这一现象。　　　＊ｂ你要对这一现象观察得很仔细。
　　　（あなたはこの現象を細かく観察しなければならない。）
　⑾ａ你不要快跑！　　　　　　　　＊ｂ你不要跑得快！
　　　（速く走らないでください。）
　⑿ａ你慢慢儿说吧！　　　　　　　＊ｂ你说得慢吧！
　　　（ゆっくり話してください。）
　以上で「形＋Ｖ」と「Ｖ得＋形」の違いはご理解いただけたかと思う。
　ちなみに，教室で様態補語についての説明が終わった後，よく“他汉语学得很好”
を学生に日本語に訳させてみる。多くの学生がうまく訳せず，中でも「彼は頑張っ
て中国語を勉強している」と訳す学生が多かった。“很好”が様態補語として“学
汉语”について評価していることは分かるが，学習態度、学習方法、学習成果のど
の側面を評価しているのかが分からず、戸惑っているようである。“很好”は成績
評価で使われる場合は「Ａ」や「優」に相当する。“他汉语学得很好”はまた学習
成果を評価する場合にも使われる。この場合の正しい訳し方は「彼は中国語の勉強
がよく出来る」または「彼は中国語の勉強の出来がいい」である。もし，“他汉语
学得很努力”であれば，「彼は頑張って中国語を勉強している」という訳がぴった
りなのである。
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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（11）

中国・華東師範大学　高寧

（43）ふたりは結婚して１か月もたたないうちに夫婦げんかを始めた。 
　この問題は割合に簡単ですから，誤訳も少ないようです。“他们结了不到一个月
的婚”というような口語的な訳をしていた人がいました。いけないこともありませ
んが，やはり文章語に訳す方が望ましいでしょう。もう１つ，“他们结婚不过一个月，
就已经开始夫妻吵架了”という訳が見られましたが，文中の“不过”は範囲・程度
を示し，物事を控え目に言うときに用いて「……にすぎない，ただ……だけだ」と
いう意味にしかならず，「１か月もたたないうちに」と言う場合には用いることが
できません。ここでは“不到”“不满”“不足”などを使うべきです。
　≪参考訳文≫　他们结婚不到一个月，就已经开始吵架了。
　　　　　　　　小两口蜜月没完就开始吵架了。
　　　　　　　　新婚不满一个月，他俩已经开始吵架。

（44）もしきみが謝るなら，ぼくはきみを許してやる。
　皆さんの訳には２つ以上の意味に理解されかねない多義文が出てきました。例え
ば，“如果你向我道歉的话，那就算了吧”や“要是你向我道歉，我可以饶恕你的”
などがそうです。前者は「もしきみがぼくに謝るというのなら，そんなことはしな
くてもいいよ」という意味にもなりますから，書き直す必要があると思います。後
者は「もしきみが早くぼくに謝ったら，ぼくはとっくにきみを許しましたよ。しか
し，今になってきみが謝っても，もう許しはしません」というふうに読み取られる
可能性が高いので，文末の“的”を取った方がいいと思います。
　「許す」は“饶恕”“宽恕”“原谅”のいずれにも訳せますが，語感が大分違います。
語気が１番強いのは“饶恕”です。次が“宽恕”で，最も弱いのが“原谅”です。“饶
恕”は主として罪を許す意味で，“宽恕”は誤りを寛大に許すことです。“原谅”は
間違いを責めない，容認する意です。例えば“她（　　　）了不懂礼貌的孩子”で
は，“原谅”は問題ありませんが，“宽恕”は少し違和感があります。“饶恕”はこ
こでは使えないと思います。
　≪参考訳文≫　如果认错，我就原谅你。
　　　　　　　　要是你赔礼道歉，我就宽恕你。
　　　　　　　　假如你谢罪，我就饶恕你。

（45）たとえ槍が降っても，ぼくは行く。
　この問題はやさしく，誤訳も少なかったようです。気づいたことは次の２点だけ
です。１つは前半の比喩表現を無視して意訳していることです。例えば“不管发生
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第85号　中国語の環 13

什么情况”“无论如何”などが挙げられます。もちろん，意味的には間違っていま
せんが，せっかくの比喩表現が無駄になってしまい少々残念です。もう１つは，こ
の比喩表現をどう訳したらいいかという問題です。“如果天上落枪”や“即便下枪”
などが見られましたが，中国語としてはかなり硬い表現で，違和感があります。ま
た，中には“哪怕吞枪子”と訳している人がいましたが，やはりいけません。“哪
怕吞枪子”は「殺されても」という意味だからです。ちょっと訳しすぎですね。最
も簡単で，かつ無難な訳し方は次の≪参考訳文≫の初めの文です。
　≪参考訳文≫　下刀我也去。
　　　　　　　　即便枪林弹雨，我也要去。
　　　　　　　　哪怕落枪子，我也去。

（46）学生は何をおいても学業を大切にしなければならない。
　『大辞泉』によりますと，「何をおいても」は「どんな物事にも優先させて。まず
第一に。何はさておき。」の意ですから，簡単に“首先”などと訳せばいいと思い
ます。文字通りに“把什么都放下不管”や“无论在什么方面”などと訳しますと，
かえってよくないと思います。その他，“学生比什么都要看重学业”という訳があ
りましたが，“学生比什么”としますと「学生はどんな人よりも」という意味にな
りかねませんので，こうした訳は避けた方がよいでしょう。
　また，「学業」を“学习”と訳した人が多くいましたが，やはりそのまま“学业”
とした方がより適切だと思います。“学习”は狭い意味での「学習（する），勉強（す
る），習う，学ぶ」ということを表しますが，“学业”は広い意味での「学業，（学
校の）課業」を表します。なかなか微妙な違いですね。
　≪参考訳文≫　学生首先必须以学业为重。
　　　　　　　　不管怎样，学生应该以学业为重。
　　　　　　　　对学生来说，学习／学业比什么都重要。

（47）親があんなに反対したにもかかわらず，彼女はひとりで旅行に出かけた。
　文の組み立ての問題が目立ちます。それは主として前半にありますが，前半の訳
でかなり気になったのは，例えば“不管父母那么反对”や“尽管爸妈多么反对”と
いった訳し方です。問題は“不管……那么……”や“尽管……多么……”のような
語句の組み合わせです。“不管”で文を書き始めたら，“多（么）／怎么／谁／什么”
などで呼応しなければなりません。“尽管”で文を書き始めたら，“那么／如此”な
どで呼応しなければなりません。つまり“尽管”は不確定の語句を伴うことがあり
ません。これは鉄則と言ってもいいでしょう。
　≪参考訳文≫　尽管父母如此反对，她还是一个人去旅行了。
　　　　　　　　不管爹娘怎么／多么反对，她仍然独自一人旅游去了。
　　　　　　　　尽管父母坚决反对，她还是单身踏上旅途。
 （文責：髙部千春）
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“裸” を語素にもつ流行語

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

　従来，“裸”luöを語素にもつ語は限られた話題にしか使われていなかった。それ
は“裸体电影”（ポルノ映画）“裸露”（露出している）のようなマイナスの意味に
用いる語が多かったからであろう。例外は，せいぜい“裸眼”（裸眼）“裸子植物”（裸
子植物）のような中性名詞がいくつか見られるくらいである。しかし，近年“裸”
を語素にもつ新語の中に，プラスのニュアンスをもつ語が流行っている。
　“裸考”luökäoは点数加算なしで大学入試を受けることである。現行制度では“高
考”と呼ばれる中国の大学入学統一試験で，少数民族，帰国華僑，優秀なスポーツ
選手，各種コンテストの受賞者等に対して一定の点数を加算し，より有利によい大
学へ進学させるという国の政策があるが，各地方の権力者がこの政策を乱用してい
る。2006年，ある受験生の親がBBSに息子のクラスでは半数近くの生徒が加点され，
権力者ではない我が家の息子は“裸考”しかできないと不平をもらしたのが強い共
鳴を呼んだ。この語はまた，最近，派生義として各種の試験で復習など何も準備せ
ずに受験することにも用いられるようになっている。
　“裸官”luöguãnは“裸体官员”の略語として注目されている。配偶者と子女を国
外に定住させたり，外国籍を取得させたりして，自分一人だけ中国に残って職権を
利用して蓄財するという官僚を指す。このような官僚が家族を海外に送り出す最大
の理由は，やむえない場合に自分も海外に逃亡するためであるという。最近，この
ような汚職幹部の増加に伴う社会的な影響を重く見て，共産党の人事を主管する部
門に規制管理を強化する動きが見られる。2009年11月に深圳市は「主要幹部は配偶
者および子女が許可を得ずに外国籍を取得したり，国外に定住したりしている場合，
職を辞さなければならない。」という新たな規制措置を公布した。
　“裸退”luötuìは，官僚が定年退職後は一切政府筋または民間の職務を担当しない
という意味である。流行語になった背景には，日本の国会または議会に相当する各
級の人民代表大会或いは政治協商会議の構成員の大半が定年になった官僚であると
いう事実がある。この中国的な天下りは弊害として誰もが承知していることだが，
どうしようもないのが現状である。2007年12月，定年を間近に控えた呉儀副総理が
記者会見で自分は“裸退”すると表明したことがきっかけで，一気に広がった。
　“裸”を語素にもつ派生語は，他にも“裸机”（未契約の携帯電話）“裸捐”（全財
産を寄付する）など数多く作られたが，それらの中でプラスの意味で用いられた語
こそ流行しやすいようである。その原因は“裸”を意味の上から考えると分かるが，
上で挙げた新しい合成語のすべてが本来の「露出」または「むき出しだ」という意
味から完全に離れてしまっていることである。例えば，“裸退”や“裸捐”の“裸”
は「完全に」という意味になっている。

新しいことばと古いことば
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第85号　中国語の環 15

学習者の声

目指すは通訳捜査員─中検準１級に合格して

近畿大学法学部　吉田和也

　中国語を勉強しようと思ったきっかけは幼い頃からずっと夢みてきた警察官とい
う職業で生かすことができると思ったからであります。近年在日外国人の割合で韓
国を抜いて一位となったのは中国であり，この中国の経済発展の目覚ましい成長の
中で中国語を習得するということは貿易関係の会社に携わる方だけでなくさまざま
な方面で利用することができると思います。
　大学一年生ももう終わる頃の春休みに大学の短期留学に参加し台湾を訪れ，それ
までほとんど中国語を勉強したことがなかった自分は台湾大学日本語学科の学生と
全く中国語で会話することができず，少し恥ずかしい思いをしましたが，初めて異
国の学生と交流ができとても楽しいものとなりまし た。
　帰国してから，私は法学部ですのでほぼ独学で中国語の勉強を始め，一年後には
中検３級を，それから一年間は北京に留学に赴き，留学中にHSK10級を取得し，帰
国してからすぐに受けた中検準１級にも見事合格することができました。
　準１級には参考書が過去問しかなくリスニングでも書き取りが課されますので，
ただ新出単語を丸暗記して合格することができるというものではなく，中国語の総
合力が問われます。そのため日々中国語の語感を養う努力を重ねる必要があると思
います。
　私は今も実際の会話の中で知らない単語などがよくでてくることがありますが，
そのようなときは前後の流れからそれが名詞か動詞か良い意味か悪い意味かなど 
の予想をする習慣をつけています。そのため語感を養うにはやはり中国の方と実際
に交流をして，少しでも多く実際に喋って覚えた単語などを使ってみることをお勧
めします。
　その他準１級には成語なども多く出題されますが，これには苦手意識を持たずに
成語の背景にある物語から理解していくと覚えやすいと思います。例えば「愚公移
山」という成語は愚公という名前のおじいさんが家の前にあった山を日々少しずつ
削り違う場所に移動させようとしたとき周りの人達は愚かな行為であると馬鹿にし
ましたが，愚公の頑張りに感銘を受けた神様が山を移動してあげたという物語で，
この成語はうまずたゆまず努力を重ね続ければ何事も成し遂げられるという意味に
なります。
　中国語検定は自分の中国語力を試せる良いテストで，検定の参考書で覚えた単語
も実際の会話の中で使えるものが多く，検定の対策をしながら単語力を養えたよう
に思います。
　目標達成を目指し，これからも日々頑張りたいと思います。
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16

学ぶ楽しさを知る─通信添削講座を受講して
　会田洋子

　貴協会の２級挑戦通信講座は今回で２回目になります。１回目の受講時は中検３
級に合格した直後でした。なぜ２回目の受講？と思われるかもしれません。１回目
の目標は期日に遅れずに答案を全回提出すること，答案が返却されてきた時点での
復習をすることにありました。全回期日に遅れず提出の目標は達成することができ
ましたが，残念ながら答案返却時の復習はできずに終わってしまいました。今回は
反省の意味も込め再度受講をすることに決めました。
　通信講座受講記念に電子辞書を購入し初めて辞書を使う私にとって２級挑戦講座
はとてもハードルの高いものでした。後に上野先生が編まれた辞書を購入しました
が，制限時間を過ぎても辞書が引けない，耳が詰まったかのように聞き取れないな
ど苦しく止めてしまったら楽だろうと思うこともしばしばありました。しかしなが
ら自宅で超一流の先生方のご指導が受けられるのはとても魅力的で何とか最後まで
続けることができました。
　通信講座が無事終了し貴協会で中検２級の１日講習会に参加した後，ふと通信講
座受講中に不勉強でできなかった復習をしてみようと思いました。解説を熟読しつ
つ時間をかけて辞書を使い調べてみました。リスニングもスクリプトを見ながら聴
いたりと時間に縛られずにやれそうなところから始めてみました。『重要文例集』
も辞書を引き，CDに合わせてオーバー・ラッピングしたりしました。まだ日本文
を見てすらすら中国語が出てくるまでにはいきませんし，書き取りの練習もしなけ
ればと考えている最中です。
　２回目の通信講座受講中の今“一回生，二回熟”の言葉の意味が良く理解できま
す。まだまだ実力はあまり伸びていないかもしれませんが，文法解説書を読んだり，
辞書を引くことに少しずつですが慣れてきました。２回目の通信講座受講の記念に
上野先生が編まれた『現代中国語成語辞典』を自分へのご褒美として購入いたしま
した。学ぶ楽しさ，知る楽しさがようやく分かりかけてきました。
　今後の課題としてリスニングを毎日少しでも続ける，色々な文章に親しむ，類似
語の使い分けを学ぶなどがあります。「継続は力なり」の言葉を信じて毎日学習を
積み重ねてゆきたいと思う日々です。今後とも宜しくご指導の程お願い申し上げま
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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