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中国語の学習とレベルアップ

日本中国検定協会理事・日本ビジネス中国語学会理事長　榎原茂樹

　私の中国語学習は1961年（昭和36年）に始まりました。爾来，私の中国語との付
き合いは半世紀に及びます。神戸市外国語大学中国学科を卒業後，大手商社で中国
語を駆使し様々な中国とのビジネスに携わりました。
　今回は，私の中国語学習経験の中から，後で振り返ってみて効果があったと思わ
れたり，更に高いレベルに登ったという実感を得た中国語の実践的学習方法を時系
列的に事例を挙げて紹介したいと思います。勿論，中国語の効果のある学習方法は
その時代，環境，個人，語学レベルに応じそれぞれ異なり，私の経験が全て正しい
とは申せませんが，中国語学習中の方々にとり何らかの参考となれば幸いです。
発音は中国語学習の基本の基本
　中国語は，日本人にとっては，その発音が苦手であるようですが，逆に言えば中
国語の正しい発音をマスターすれば中国語駆使の明るい未来が望まれると云っても
過言ではないと思います。私が1961年に神戸外大に入学後，正規の授業が始まる30
分前，前期では大学の教授，後期には中国学科の先輩が一年生を対象に発音練習を
してくれました。参加は強制的ではなかったにせよ一年生の殆どが出席していまし
た。やり方の是非は別としても，首を振り振り繰り返しの練習は，私にとり中国語
学習の第一段階での効果と成果は絶大であったと思います。
中国映画の “聴写”
　２年生の前期，中国よりの映画を見るチャンスがあり，先生の助手として，その
映画「达吉和她的父亲」（民族融和の物語）を映写室で録音（当時はオープンリー
ルの重たい録音機）し，ブースより見せてもらいました。録音後，これを“聴写”
宜しく全て中国語に置き換える謂わば映画の台本を手作りすることとなりました。
　７月，８月，夏休みも返上し，当時ライバルだった“女同学”と部室で“聴写”
に没頭しました。聞き取りにくい場面はテープの速度を落とし必死に耳をそばだて
て聴き，解明した時の喜びは一入でした。どうしても判らぬところは先生に看て頂
き，１時間半の映画の台本をB5で50頁に纏めたガリ版印刷（謄写版）が出来上が
りました。その台本は今も私の書斎に残してありますが，この“聴写”を通じて自
分の中国語レベルが次のステージに昇ったという感じを受けました。　
看板，電車の中吊り広告
　外大までの通学は片道1時間40分もありました。何気なく電車の中吊り広告や街
路の看板の漢字が中国語で正しく読めるかに挑戦してみましたが，日本語の少ない
漢字数でも中国語での発音ができぬことに気が付き，「ようし，全て口に出せるよ
うにしよう」とチャレンジしました。未知を既知に変える楽しみを味わいました。
　その後は，単に漢字の発音だけでなく，日中の意味の違いも学習し，更には中吊

巻頭エッセイ
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第86号　中国語の環 3

り広告のキャッチコピーを中国語ではどのように表現すれば良いか等もを考えまし
た。これまでの無為に過ごしていた時間が楽しみに代わり学習向上に繋がることに
充実感を覚えました。
高老師との出会い
　中国語を学び，３年にもなる頃，とある同学が学校で習ったこともないような中
国語しかも洒落た言葉を喋るではありませんか。私はショックでした。何処で教わ
ったかと聞くと，神戸で日本人ながら中国人も習いに来る先生が居るとのこと。早
速，その先生（和中昌之氏，中国名：高建夫）の門をたたきました。
　果たせるかな，風貌は正に北方中国人，品のある的確な表現の日本語を駆使され，
教材は全て先生の手作りガリ版印刷。四字成語を交えた短文，“歇后语”の例文，
巷の生活会話など，正に味があり表現力豊な中国語の教えを受けました。ここで学
んだ中国語は，その後，長い商社時代に中国との係わりの中で，時を越え，どれだ
け生かされ役に立ったか計り知れません。
　師は10年ほど前に惜しくも亡くなられましたが，数年前，門下生有志が師の教材
を本にまとめ出版されました。私も退職後，大学での講師時代，講演会などで，そ
の出版物を紹介お勧めしています。教材は２種類で，中国語学習シリーズ１として
「浅近聊天」，シリーズ２として「东鳞西爪」（CD付）です。ご希望があれば現物を
ご紹介させて頂いても良いと思っています。　
毛主席語録
　大手商社に入社して３年目の1967年，初めて中国へ出張，広州・北京に８ヶ月ほ
ど滞在しました。当時，中国は文化大革命の高潮期に入り，国交未回復の日中貿易
は厳しい時代でした。貿易商談には紅衛兵も同席し，共に「毛主席語録」を学習さ
せられ講釈を受けもしました。そこで，商談能力（語学力も含む）向上に役立てる
為にもと，赤いバイブル「毛語録」を勉強しました。毛沢東の文章（説話も）は表
現力が見事で説得力を裏付ける成語，諺などがふんだんに見られます。そこで，こ
れらを使っている文章全てをノートに抜き出し，文中での使い方を学習しました。
72の文章の中で，成語，諺が108も出ています。
　学習には相当に時間と粘りを要しましたが，結果として，商談に役立つ，説得力
や表現力の向上に繋がったことを実感しました。
母語のレベルアップと英語能力
　中国語を学習し，更にレベルアップを目指すには，それに対峙する母語（私には
日本語）のレベルアップが必要と思います。逆に言えば，中国語のレベルは母語の
レベルを超えることはないということです。前述の高老師が聞きほれるほどの日本
語を話されることが，それを物語っていると思います。
　また，思うのですが，中国語は文法的以外にも，何故か何処か英語と共存すると
ころがあるようです。特に近代中国語や経済・技術用語などは日本語のカタカナと
良く似て両者の共通性が窺われます。したがい，中国語の学習には英語のレベルア
ップを心掛けることもグローバル化への対応に加え，必要なことと思います。
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朱自清散文を読む（３）

杏林大学　千野万里子

　前２回の〈背影〉に続いて，今回から同じ朱自清の散文〈荷塘月色〉を２回に分
けて読んでいきます。
　朱自清の作品は名文が多いことで知られていますが，その中でもここで紹介する
〈荷塘月色〉は一篇の詩を思わせるような美しい文章で大変に有名です。中国の高
校の国語教科書にも収録されており，すでにご紹介した〈背影〉と並んで人口に膾
炙する作品といえます。
　本作品は作者が清華大学で教鞭を執っていたときに書かれた散文です。当時，作
者は家族とともに清華園西院の中国式住宅に住んでいましたが，その近隣には蓮池
がありました。作者はこの蓮池の美しさや静けさに触発されて本作品を書いたとい
われています。
　本作品は1927年７月に執筆されましたが，同年４月には上海で蒋介石率いる中国
国民党による中国共産党への弾圧事件（四・一二事件）が起こり，まさに暗黒の時
代でした。
　かつて五四運動に参加した経験があり，人一倍愛国心が強かった作者はこの現実
に直面して悲憤し，また苦悩します。作品冒頭に“这几天心里颇不宁静”とありま
すが，背景にはこのような現実がありました。しかし，本作品で描かれる蓮池は月
明かりに照らされているだけで，人気もなく，まさに静寂の中にあります。作者の
苦悩や現実の悲惨さとは対照的です。
　今回は作品の前半部分をご紹介したいと思います。

　　这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这

满月的月光里，总该另有一番样子吧，月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，

已经听不见了；妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊的哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上

门出去。

　　沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路 ；白天也少人走，夜晚更

加寂寞。荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些杨柳，和一些不知道

名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也

还是淡淡的。

　　路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的；我也像超出了平常的自

己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人

在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。白天里一定

要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处；我且受用这无边的荷香

月色好了。

中国文学作品を読む
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〈訳　文〉
　ここ数日，気持がどうにも落ち着かない。今晩，庭で座って涼んでいると，不意
に毎日通り過ぎる蓮池が思い出された。この満月の下ではきっと普段とは違う趣が
あるだろう。月は次第に高く昇って，塀の外の大通りから聞こえる子供たちの笑い
声もすでに聞こえなくなっている。妻は部屋の中で閏児を寝かしつけているところ
で，子守唄を鼻先で呟くように歌っている。私はこっそり丈の長い中国服を羽織る
と，戸を閉めて出かけた。
　蓮池に沿って一本の折れ曲がった石炭カスの小道になっている。人気がなく静か
な道で，昼間でも人通りが少なく，夜は更に静けさを増す。蓮池の周りにはたくさ
んの樹がうっそうと生い茂っていて，道の傍らには数本の柳と名前のわからない樹
が数本植わっている。月明かりのない夜はこの道は薄暗くて近寄りがたい。しかし，
今晩はいい雰囲気である。月明かりはまだ淡くはあるけれども。
　小道には私一人しかいない。手を後に組んでゆっくりと歩く。この一面に広がる
空と大地はまるで私のもののようであり，私も普段の自分を抜け出し，別の世界に
やってきたかのようだ。私はにぎやかなのも好きだし，静かなのも好きだ。群れを
成すのも好きだし，一人でいるのも好きだ。今晩のように一人でこの果てしなく広
がる月の下にいると，何を考えてもいいし，何も考えなくてもいい。ふと自由人の
ように感じる。日中，どうしてもやらなくてはいけないことや，どうしてもしなく
てはいけない話も，今はかまわなくてもいい。これは一人でいることの妙味であり，
私はひとまずこの無限に広がる蓮の香りと月の光を楽しめばいいのだ。

〈注　釈〉
颇 põ ： 書面語に傾く語で，「かなり，相当に」の意味で，程度が高いこ

とを表します。
番 fãn ： 量詞です。普通とは異なる独特な景観や味わい，言葉，心情を数

えます。
大衫 dàshãn ：男性用の中国服のことです。単衣で丈が裾まであります。
带上 dàishang ：“关上”に等しく，「…を閉める」という意味を表します。
片 piàn ： 一続きになって広がっている地面や水面，空間を数える量詞です。

“一＋片＋名詞”の形で「一面の…」「見渡す限りの…」という意
味になります。

觉 jué ：“觉得”のことです。「…と感じる」という意味です。
且 qiå ：「しばらく，ひとまず」の意を表します。

＊作者・朱自清については前号をご参照ください。
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語彙をふやそう

多音・多義字を含む単語（１）

　『中国語の環』編集室（U）

　漢字は一つの字に一つの読み方しかないと聞いていたのに，いざ中国語を習って
みると，二つ以上の読み方をもつ字が意外に多いのに驚かれた方が多いのではない
だろうか。
　だまされた？　例外と言ってしまえばそれまでのことだが，その例外が多すぎる。
漢字全体に占める多音字（二つ以上の読み方をもつ字）の割合は決して高くはない
のであるが，常用される文字の中に多音字が多いせいか，実際に話されたり書かれ
たりする中国語の中では，多音字がかなりの割合を占めているように感じられる。
　もっとも，一字多音といっても，まったく不規則に，何の関連もない音が出てく
るわけではないから（まれにはそういうものもなくもないが），根気よく学習し，
慣れと勘を養っていけば，決して乗り越えることのできない難所ではない。
　以下に，よく出てくる多音字で初心者がまちがえたりとまどったりしやすいもの
を取り上げ，それぞれについて例語を挙げる。

背①bëi　背負う。
　②bèi　 背，背中；背を向ける；背く，

違反する；暗唱する
①背包　bëibão　リュックサック
　背负　bëifù　背負う，担う
　背黑锅　bëi hëiguõ　 他人の罪をかぶる
　背头　bëitóu（髪型の）オールバック
②背后　bèihòu　背後
　背景　bèijœng　背景
　背约　bèiyuë　約束を破る，違約する
　背书　bèishÆ　（詩や文章を）暗唱する
　手背　shöubèi　手の甲

奔①bën　走る，駆ける，逃げる
　②bèn　 …を目指して行く，駆けつける
①奔跑　bënpäo　走り回る
　奔驰　bënchí　（車馬が）疾走する
　奔忙　bënmáng　駆けずり回る
　奔流　bënliú　勢いよく流れる
　飞奔　fëibën　一目散に駆ける

　狂奔　kuángbën　狂奔する
②奔头儿　bèntour　見込み，やりがい
　投奔　tóubèn　…を頼って行く

便①biàn　便利である，簡便である
　②pián　下の２語；意味は①に同じ
①便利　biànlì　便利である
　方便　fãngbiàn　 便利である，都合が

よい
　便宜　biànyí　 便宜である，都合がよい
②便宜　pián･yi　 （値段が）安い
　大腹便便　dàfù piánpián　 太って腹が

出ている

藏①cáng　隠す，隠れる；しまう
　②zàng　倉，倉庫；チベット
①藏书　cángshÆ　 書物を収蔵する；蔵書
　躲藏　duöcáng　隠れる，身を隠す
②宝藏　bäozàng　埋もれた財宝
　西藏　Xïzàng　チベット
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差①chã　差，隔たり
　②chà　 差がある；足りない；間違う；劣る
　③chãi　派遣する；公務，職務
①差别　chãbié　隔たり，差異
　差错　chãcuò　間違い，過ち
　差异　chãyì　差異，隔たり
　误差　wùchã　誤差
②差不多　chàbuduõ　 大差ない，ほとんど
　差点儿　chàdiänr　すんでのところで
　差劲儿　chàjìnr　程度が低い，劣る
③差遣　chãiqiän　派遣する，差し遣す
　出差　chÆchãi　出張する

长①cháng　長い，長じている
　②zhäng　 生長する，年長・年上・目

上である
①长短　chángduän　長短，長さ
　长久　chángjiŒ　久しい
　长跑　chángpäo　長距離競走
　特长　tècháng　特長
②长辈　zhängbèi　世代が上の人
　长大　zhängdà　生長する，成長する
　生长　shëngzhäng　生長する
　厂长　chángzhäng　工場長
　首长　shöuzhäng　首長
　校长　xiàozhäng　校長，学長

称①chèn　合う，かなう
　②chëng　 …と呼ぶ；称賛する；秤で

量る
①称身　chènshën　（衣服が）体に合う
　称心　chènxïn　心にかなう
　称职　chènzhí　適任である
②称呼　chëng･hu　…と呼ぶ，称する
　称便　chëngbiàn　 便利であると称える
　称赞　chëngzàn　称賛する
　称重　chëngzhòng　目方を量る
　名称　míngchëng　名称

重①chóng　 重ねる，重なる，繰り返す；
重ねて，また

　②zhòng　重い，重んじる；重さ
①重叠　chóngdié　 幾重にも重なる・重

ねる
　重复　chóngfù　重複する
　重新　chóngxïn　重ねて，もう一度
　重阳　Chóngyáng　 重陽（旧暦九月九日）
　双重　shuãngchóng　二重の
②重大　zhòngdà　重大な
　重点　zhòngdiän　重点
　重要　zhòngyào　重要である
　举重　jŒzhòng　重量挙げ
　尊重　zÆnzhòng　尊重する

处①chŒ　住まう，身を置く，処する
　②chù　場所，所，部門
①处理　chŒlœ　処理する
　处女　chŒn 　未婚の女性
　处身　chŒshën　身を置く
　处世　chŒshì　世に処する
　处刑　chŒxíng　刑罰に処する
　相处　xiãngchŒ　付き合う，交わる
②处处　chùchù　いたるところ
　处所　chùsuö　所，場所
　到处　dàochù　どこもかしこも
　长处　cháng･chu　長所，優れた点
　短处　duän･chu　短所，欠点
　好处　häo･chu　長所，よいところ

传①chuán　渡す，伝える
　②zhuàn　伝，伝記
①传单　chuándãn　宣伝ビラ
　传递　chuándì　手渡す，伝達する
　传诵　chuánsòng　 伝誦する，語り継ぐ
　传统　chuántöng　伝統
②传记　zhuànjì　伝記
　自传　zìzhuàn　自伝
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絵で見る成語（６）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

饥不择食　jï bù zé shí

飢えては食を選ばず；必要に迫られ
た時はより好みしている余裕がな
い。せっぱ詰まった時にはあれこれ
言っていられない。

鸡鸣狗盗　jï míng göu dào

鶏鳴狗盗（けいめいくとう）；鶏の
鳴きまねをしたり，犬のように盗み
をはたらくこと。取るに足らない技
能や卑しい行為のたとえ。

见义勇为　jiàn yì yöng wéi

正義のために勇敢に事を行う。正し
いことだとわかれば勇敢に実行す
る。義侠心に富む。

见异思迁　jiàn yì sï qiãn

異なったものを見るとすぐに気移り
がする。意志が弱く移り気である。

将计就计　jiãng jì jiù jì

相手の計略を利用して逆に相手に施
す。出し抜く。裏をかく。裏の裏を
かく。

娇生惯养　jião shëng guàn yäng

甘やかされてわがままに育つ。過保
護に育つ。乳母日傘（おんばひがさ）
で育つ。

看图学成语
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第86号　中国語の環 9

狡兔三窟　jiäo tù sãn kÆ

狡兎三窟（こうとさんくつ）；ずる
賢い兎は隠れ穴をいくつも用意して
いる。逃げ道，抜け穴が周到に用意
されているたとえ。

捷足先登　jié zú xiãn dëng

足の速い者は人より先に目的地に着
く。早く行動を起こした者が先に目
的を達する。早い者勝ち。

斤斤计较　jïn jïn jì jiào

取るに足らないことまで細かくこだ
わる。細かなことまであげつらう。
小さな利害にこだわる。

井底之蛙　jœng dœ zhï wã

井の中の蛙（かわず）；見識の狭い
人のたとえ。井蛙（せいあ）。

鞠躬尽瘁　jÆ gõng jìn cuì

鞠躬尽瘁（きっきゅうじんすい）。
慎重に事に当たりひたすら力を尽く
す。献身的に努力する。よく，後に
“死而后已”（死してやむ）と続く。

举棋不定　jŒ qí bù dìng

碁石を手にしたものの次の一手に迷
う；実行する時になって，なかなか
態度を決められない。ためらって決
断できない。
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“没听懂” と “听不懂”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯暁琨
　

　中国語の教室で教師が中国語で話した後，よく学生と下記のような対話を交わし
ます。
⑴先生　：我说的汉语你们听懂了吗？
　学生Ａ：听懂了。（聞いて分かりました。）
　学生Ｂ：没听懂。（聞いて分かりませんでした。）
　学生Ｃ：听不懂。（聞いて分かりません。）
　“听懂”は「Ｖ＋結果補語」構造であり，結果が出たことは既に発生したことで
あるから“听懂”の後に“了”を添え，“听懂了”となる。その否定形は“没听懂”
である。そのため，学生Ａと学生Ｂの答えはこの文法ルールを踏まえた答えである
と言える。
　しかし，学生Ｃの“听不懂”は可能補語“听得懂”の否定形である。なぜ，この
答えも正しいのであろうか。“没听懂”と“听不懂”の両方とも用いることができ
る場合，両者の違いはどこにあるのであろうか。
　そこで今回は“没听懂”の構造“没ＶＣ”と“听不懂”の構造“Ｖ不Ｃ”を弁別
してみたいと思う。
　念のため，結果補語と可能補語の構造における違いを下の表にまとめておく。

結果補語 可能補語
肯定形 ＶＣ　　　 Ｖ得Ｃ　　　
否定形 没ＶＣ　　 Ｖ不Ｃ　　　

疑問形 ＶＣ了吗　
ＶＣ了没有

Ｖ得Ｃ吗　　
Ｖ得ＣＶ不Ｃ

　結果補語は既に行なったことに用いる。“没ＶＣ”は動作Ｖを行ったが，Ｃとい
う結果が実現しなかったという意味を表す。可能補語は結果補語と違い，時間軸に
おいては，未来，現在，過去のいずれにも用いることができる。“Ｖ不Ｃ”はＣと
いう結果が実現できないという意味を表す。
　まず，“Ｖ不Ｃ”しか用いることができない用例を見てみよう。
⑵小王这样的人才，在我们这个小公司肯定干不长。

　 （王さんのような人材は，うちのような小さな会社では長く働き続けられないに
ちがいない。）
⑶我常常加班到深夜，连末班车都赶不上。

　（私はよく深夜まで残業し，終電にも間に合わなくなることがある。）
　例⑵では“Ｖ不Ｃ”は未来のことに用いられ，動作の結果が実現できないと話し
手が断定している。例⑶では“Ｖ不Ｃ”は恒常的なことに用いられ，動作の結果が

紛らわしい文法表現
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第86号　中国語の環 11

実現できていないと話し手が断定している。このような“Ｖ不Ｃ”は“没ＶＣ”と
無縁であり，“Ｖ不Ｃ”の代わりに“没ＶＣ”を用いると，文が成り立たない。
　しかし，すでに行なったことに用いられる場合では，両者の絡みが現れるように
なる。たとえば，
⑷ａ报告没写好，我又写了一遍。

　（レポートをうまく書けなかったので，もう一回書き直した。）
　ｂ（×）报告写不好，我又写了一遍。

　ｃ报告写不好，就这样交了。

　（レポートをうまく書けそうにないので，そのまま提出することにした。）
　⑷ａｂｃのいずれもレポートをすでに書き終わったあとで，書いたレポートが不
十分だということを認識したうえでの話である。⑷ａでは“没写好”は，一つの場
面において“好”という結果が実現しなかったということを示すのみで，その後結
果が実現ができるかどうかについては言及していない。そのため結果の実現を期待
する行動である“又写了一遍”が続いてもよい。一方，“写不好”は“好”という
結果が実現できる可能性を否定し，その後も“好”という結果になる可能性がない
ことを示している。そのため，⑷ｂのように“又写了一遍”が続くと矛盾が生じ，
⑷ｃのようにあきらめを示す“就这样交了”が続くのであれば問題ない。
　このように“没ＶＣ”は動作の結果が実現しなかったと言っているだけで，その
後動作の結果が実現できるかどうかにまで言及していない。一方，“Ｖ不Ｃ”は動
作の結果が実現できる可能性を否定したため，動作の結果は過去に実現できなかっ
たのみならず，その後も実現できないという意味を示している。このような違いに
より，両表現とも用いることができる場合であっても，ニュアンスに違いが生じる
のである。たとえば，
⑸ａ对不起，我不懂得怎么爱你，我没做好。

　 （申し訳ない。私はどのようにして君を愛するか分からなくて，うまく行動でき
なかった。）
　ｂ我不懂得怎么爱你，我做不好。

　（私はどのようにして君を愛するか分からないので，私にはうまく行動できない。）
　⑸ａは“没做好”を用い，過去に「うまく行動できなかった」という事実を認め，
反省の意を示している。この反省によりこれからうまく行くように努力しようとい
うニュアンスも含んでいる。しかし，⑸ｂは“做不好”を用い，過去のみならず未
来の可能性も否定し，反省どころか，挑発的な言い方としか言いようがない。続け
て言えば，「別れよう」という話が出てくるはずである。
　冒頭の例⑴についても同様の説明ができる。“听懂了吗？”という質問に対して，
“没听懂”はただ“懂”という結果が実現しなかったと言っているだけであるが，“听

不懂”は“懂”が実現できる可能性，すなわち，自分のリスニング能力を否定した
のである。そこで教師は“没听懂”と聞けば“我再说一遍”と続けるだろうが，“听不懂”
と聞いたら同レベルの中国語を話すことをあきらめるしかないのである。
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どこがおかしい？なぜおかしい？
　　──「日文中訳添削講座」から（12）

中国・華東師範大学　高寧

（48）この部屋は狭すぎるので，もっと広い部屋に移りたい。 
　空間的に面積が少ないことを日本語では「狭い」と言うのに対して，中国語では
“小”と言います。“窄”“狭窄”などという言葉もありますが，抽象的に「面積が
小さい」「空間に余裕がない」ことを言う場合にはあまり使いません。もし“那房

间特别窄”と言うと，あの部屋は間隔に余裕がなく幅が狭い，言い換えれば“刀把

型房间”（刃物の柄のように細長い部屋）を指します。ですから「部屋は狭い」は
普通“房间小”であって，“房间窄”とはならないのです。というわけで，この文
の後半の「広い」は“大”または“宽敞”と訳すべきです。“宽敞”（広々としてい
る，ゆったりとしている）は主に空間の広さを表し，“大”の類義語です。しかし「広
い」を“宽”と訳して，例えば“……，我想搬到更宽的房间”としますと，やはり
意味は変わってしまいます。“宽”は“窄”の反対語で，“大”とは本質的な違いが
あるからです。
　≪参考訳文≫　这房间太小，想搬到大一点的房间。

　　　　　　　　这间屋子太小了，我想搬到更宽敞的房间。

　　　　　　　　这儿太局促了，我想换间大一点的。

（49）あの男は酒癖が悪いので，皆から嫌われる。
　「酒癖が悪い」には“酒后脾气不好”“酒后习性不好”“酒后作风不好”などの訳
が見られましたが，いずれも原文から離れていると思います。“酒后脾气不好”と
言うと，あの男は酒を飲んだ後は，気が短くなったり怒りやすくなったりすると受
け取られ，酒に酔ったという意味がなくなります。言い換えれば「酒に酔った時に
出る悪い癖」よりずっと程度が低いです。“酒后习性不好”では，気になるのは“习

性”です。“习性”は長期間にわたって身についた性質ですから，“酒后”だけにつ
いて言うのはちょっと違和感があります。“酒后作风不好”は絶対いけないと思い
ます。“作风”は仕事や思想上のやり方、方法を指すだけなく，不正常な男女関係
やセクハラをも指します。ですから“酒后作风不好”と訳しますと，あいつは酒に
酔ったら女性に変なことをし始めるという意味になってしまいますから，好い訳で
はありません。
　「皆から嫌われる」については，“被大家讨厌”のように，受身表現に訳した人が
多くいました。減点はしませんでしたが，やや不自然な印象を受ける訳し方です。
　≪参考訳文≫　那个男人爱撒酒疯，大家都讨厌他。

　　　　　　　　那个家伙是酒疯子，没有人不讨厌他。

　　　　　　　　他酒品不好，遭人嫌。

翻訳添削
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（50）昨秋以降の株価急落などで，消費者の節約志向が強まっている。
　「昨秋」をそのまま中国語にしたのでは，認められないのではないかと思います。
詩や歌を除いて，日常生活では“昨秋”という言い方はしません。やはり“去年秋

天”と訳したほうが無難だと思います。また「節約志向」については，「節約」は
同形の中国語を使ってもかまいませんが，「志向」はそのまま使えません。中国語
には“志向”という語がありますが，“节约”と組んで“节约志向”というフレー
ズを作ることはできません。“志向”はもっと改まったこと，例えば，将来につい
ての志や抱負について言うなら，問題ありません。
　文の出だしを“去年秋天以后……”とする訳がありました。もし話者が言おうと
することが今現在と関係がなければ使えますが，話者が言っている状況が現在まで
続いているならば，この言い方には違和感が伴います。それから“由于去年秋天以

来的股票暴跌等原因”という訳では“的”が気になります。“的”があれば“去年

秋天以来”は連体修飾語になるのに対して，“的”を落とせば連用修飾語に変わり
ます。ここでは“的”を落としたほうが文はすっきりします。また，中国では“由

于／因为……原因／缘故”というような言い方をよく耳にしますが，きれいな中国
語ではありません。ですからこの表現を使った訳文は，文末の“原因／缘故”を落
としたり，“因素”に書き直したりしました。
　≪参考訳文≫　由于去年秋天以来股票暴跌等因素，消费者的节约意识增强了。

　　　　　　　　去年秋天以来股票暴跌，消费者的节省意识越来越强。

　　　　　　　　去年秋天以来，随着股票暴跌，消费者越来越节约。

（51）ぼくにそんなことを尋ねるのは，木によって魚を求めるも同然だ。
　まず，“问我这件事”と言うべきところを“对我问这件事”と訳した人が何人か
いました。中国語では“对我说这件事”は成立しますが，“对我问这件事”はどう
も成立しかねるようです。理由はと言えば，“我”と“这件事”はいずれも“问”
の目的語ですから，二重目的語の構造を作らなければなりません。一方，“说”は
二重目的語の構造をもつことがあまりないようです。例えば，“说我这件事”の場合，
“我”は“说”の目的語というより“这件事”の連体修飾語と理解したほうが適当
でしょう。意味的には“说我的这件事”になります。しかし，“问我这件事”は，
意味的にも文法的にも“问我的这件事”とはならないのです。
　次に「木によって魚を求める」の訳し方です。これは「方法を誤ればできないこ
とのたとえ」で，中国から日本に伝わっていった四字熟語ですから，知っていれば
簡単に訳せますが，知らなければ訳しようがないようです。例えば“顺着木头找鱼”
などのような訳は，たとえ意味的に正しくてもやはり使えません。中国にはこのよ
うな言い方が存在しないからです。
　≪参考訳文≫　问我这事，等于缘木求鱼。

　　　　　　　　你向我打听这种事，就像缘木求鱼一样。

　　　　　　　　你跟我问这样的事情，无异于缘木求鱼。
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“打” で合成された連語

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

　『现代汉语词典』第５版には動詞“打”から始まる見出し語は214語ほど収録され
ている。今回は造語力の強い“打”で合成された連語を取り上げよう。
●手や道具で物を叩く　これが“打”の基本義であるので，“打人”（人を殴る）“打

鼓”（太鼓をたたく）などの“打”は基本的な使い方である。
●手と関連する動作　“打伞”（傘をさす）“打毛衣”（セーターを編む）“打电话”（電
話をかける）“打针”（注射をする）“打气”（空気を入れる）“打开书”（本を開く）
といった連語に用いられる“打”は，日訳するとそれぞれ異なった動詞で表現しな
ければならないが，手と関連する動作を強調することで共通しているのである。こ
の類の連語にはニーズに応じて“打电脑”（パソコンを使う）“打包”（包んで持ち
帰る）など新語も見られる。ただし，同じく手に関連する動作であっても，楽器を
奏でる表現として「揚琴をひく」は“打扬琴”と“打”を用いるが，「二胡をひく」
は“拉二胡”と動詞“拉”を用いなればならない。
●手を使うスポーツ類　まず,“打棒球”（野球をする）“打网球”（テニスをする）“打

高尔夫球”（ゴルフをする）のように手を使った球技は例外なく“打”で表現する。
足を使う「サッカーをする」は“踢足球”と“打”を用いてはならない。
　次に手を使う娯楽活動も“打”を用いる。
●手ぶりで表す動作　“打招呼”は「挨拶をする」意味で用いる場合，なぜ手と関
係があるのかと思われるかもしれないが，これは日中両国における身体言語の違い
と関連している。日本人はお辞儀をして挨拶をするが，中国人は片手を挙げて挨拶
をする習慣から見れば，この“打招呼”の“打”は手ぶりで示す身体言語と言える。
中国でタクシーの普及に伴い,“打车”または“打的”という新語が急速に広がっ
た理由も，タクシーを拾う場合に欠かせない“打”で表現される手ぶりを表す言葉
の分かりやすさにあったと言えよう。
●用意された容器に液体状のものなどを入れて持ち帰る　中国の大学で“打饭”と
いう語をよく耳にする。食堂で買ったものを用意した容器に入れて持ち帰ることで
ある。以前はこの類の連語である“打酒”“打醋”“打酱油”も日常的に用いられて
いたが，これらを汲み取る販売方式がなくなるとともに死語となった。
●人間同士での折衝行為　“打交道”（つきあう）“打官司”（訴訟をする）“打主意”
（考えを決める）といった連語の中の“打”はそれぞれ意味が異なるが，総じて人
と人との折衝行為を示している。
●ある種の生理現象　“打哈欠”（あくびする）“打嗝儿”（げっぷが出る）“打喷嚏”
（くしゃみをする）“打哆嗦”（ぶるぶる震える）といった生理現象を示す連語で用
いられる“打”はすでに本来の意味を完全に離れている。

新しいことばと古いことば
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第86号　中国語の環 15

読者の広場

天津の方言

中国語講師　川崎馨子
（通訳・翻訳業に従事　華南師範大学大学院博士課程に在学中）

　私たちが日本で通常勉強している中国語は，いわゆる普通話で，これは1955年中
国科学院が北京で「現代漢語規範問題学術会議」を開き，翌年の1956年国務院がこ
れによって，発音は北京語音を標準とし，語彙は北方語を基礎とし，文法は現代白
話文によって著されたものを標準とすると定めたものです。よって，上海語や，広
東語，福建語（閩南語）など中国語の代表的な方言は別として，北京語音を使って
いる地域でも中国の人達が日常話している言葉と私たちが学んでいることばとの間
には，一定の距離があります。
　日本の皆さんが，いざ中国の人達と交流する時に，しばしばぶつかる壁の一つに
はこういったことがあると思います。中国語の勉強をする際に，基本はもちろん大
切ですが，コミュニケーションの道具としての多様性，まさに生き物に接するよう
な観点も必要で，そういった意味で，現地で実際に話されている言葉に接すること
も重要だと思います。そこで今回は，一例として，私の出身地である天津の言葉に
ついて少しお話ししたいと思います。
　皆さんの中には，既に訪れたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが，天
津は北京，上海，重慶と並ぶ４大中央直轄市の一つで，北京からの距離はおよそ
140㎞，市区の人口は506万人（2008年），中国北方最大の対外開放港を持つ都市です。

　さて，中国的な地理感覚で言えば，北京に大変近い天津ですが，普通話とは異な
る天津方言なるものが存在します。以下にそれらを紹介しましょう。

天津方言 特徴と意味 普通話で言うと
简直走 まっすぐに行く 一直走

地界（jie一声）儿 場所，地点 地方
“大夫！我就是这个地界儿
总疼。”

你干嘛去？（ma四声） 何しに行くの？ 你干什么去？
“嘛”は普通話の“什么”
に同じ

得（dei三声）亏 うまいことに 幸亏

鞋蹋（ta一声）邋（la軽声）スリッパ 拖鞋

包了儿 “包圆儿”とも。全部買い
取る。

全部买下

多儿钱？ いくら？ 多少钱？
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背（一声） 均等に分ける 平均，分摊
“每人才背十块钱，真便
宜。” 

半参（四声）子 物事がまだ終わっていな
い。中途半端。

事情没做完
“他又弄个半参子，搁下走
了。” 

白眼儿 “白眼狼”を縮めたもの。
外孫の女の子。

外孙女
“红眼儿”は内孫の女の子

倍儿 非常に，大変 很，非常，十分

夜儿个（ge軽声） 昨日 昨天

一边儿 同じ 一样
“他跟我一边儿大。”

大概齐 大体 大约，差不多

掉点儿了。 雨が降ったばかり 刚下雨。

胰子，胰子粉 石鹸，洗濯石鹸 肥皂，洗衣粉

干（gan一声）饭 お米のご飯 米饭

色（sai三声） 色 颜色

拢子 髪をとかすくし 梳子

　以上，思いつくままに挙げてみました。初めての方は驚かれたと思いますが，普
通話とはかなり違うところがあります。今回，詳しくは書きませんが，発音自体に
も大変特徴があり，全体の音程が低いのが特徴です。例えば「いくらですか？」の
“多儿钱？”のduoは，一声ですが，普通話の一声より更に下の音程で，おなかの
底から音を出すような感じです。広東語に触れたことのある方ならわかるかも知れ
ませんが，その第六声に近い高さです。私は研究者ではないので，詳しくはわかり
ませんが，天津方言が出来上がる過程で，南方の音がかなり影響しており，一説に
は,安徽省の「固鎮」という所で話されている言葉が，天津方言の源流ということ
です。
　話は，言葉の学習という点に戻りますが，実際には天津の人達が外国人と会話を
する時には，意識して普通話で話そうと努めますので，上に挙げたような単語や言
い回しが，次々と出てくることはありません。しかし，こういう言い方もあるのだ
と知っておけば，現地で何かの拍子に突然出くわしても，落ち着いて相手の話を聞
くことができるのではないでしょうか。是非，皆さんも基礎の学習ができた段階で，
どんどん中国の多くの地方の人たちと話したり，聞いたりすることをお勧めします。
そこで出会った実際の生活に即した表現や，その地方独特の言葉に接して行くと，
その言葉にまつわる歴史や文化を知る手掛かりにもなり，外国語を学ぶ裾野が一層
広がって来るのではないでしょうか。私も皆さんと，中国語の学習を通して，その
奥深さを少しでも共に感じて行けたらと思っています。
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