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上野理事長に聞く

聞き手：『中国語の環』編集室

──30周年です。
　早いですね，ついこの間25周年を祝ったばかりなのに……。でも，1981年の創立
ですから，確かに30年経過したことになりますね。
──その頃の話を少し。
　よしましょうよ。もうあちこちで話したり書いたりしていますから。
──では一つだけ伺います。なぜ1981年なのですか。
　「文革」が終わって，中国が外向けに国を開いた，いわゆる「改革開放」が本格
化したのがこの時期，すなわち80年代の初めですね。
　当然，日本でも中国に関心をもち，中国語を学ぶ人が増えました。ところがその
増え方が急激であったため，施設も教師も教材も追いつかない。急ごしらえの施設
や教室で，急ごしらえの教師が，これも急ごしらえの教材で中国語を教えるという，
混乱状態があちこちに見られました。
　もちろん，この前から，地道に中国語教育に取り組んできた学校もありましたし，
先生方もいらっしゃいました。また，よい教材もなかったわけではありませんが，
全体として，復興期といいますか，急成長期といいますか，そういう時期にありが
ちなこんとんとした様相を呈していたことは否めません。
　そんな中で，愚公会という当時大阪で香坂順一先生が主宰しておられた民間の中
国語学習組織のメンバーが中心になって，学習者に級別の学習目標を示し，その目
標の達成度をできるだけ客観的に測ってあげることができればということで始めた
のが，そもそもです。
──第１回の受験者は60名だったとか。
　そうです，全級を合わせて。もっとも，会場は大阪だけでしたがね。級分けも，
今の６段階ではなく，４段階でした。
──それが，今は年間６万人ですか。急成長ですね。
　年３回実施，回によって人数の多少はありますが，毎回平均２万人で，年間６万
人といったところです。
　この数が多いのか少ないのかはわかりませんが，私たちの仕事が一定の評価を受
けていることはまちがいなさそうです。
──まだまだ増えますか。
　わかりません。25周年の年に，その年に５万人に達しましたが，10年先に1.5倍
の７万５千人を掲げました。今のペースで行けば，なんとか達成できるかと……。
──もっと欲張ってもよいのでは？
　どうでしょうか。数の増加よりも質の向上を目指したいですね。
──企業や大学でも，この試験を利用しているところが多いと聞きました。

巻頭エッセイ
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第87号　中国語の環 3

　ありがたいことです。企業が社員の採用や昇進に私たちの試験の成績を重視する
理由は，私たちの試験が，ただ中国語で会話ができるかだけでなく，中国語から日
本語へ，或いは日本語から中国語への翻訳・通訳能力を重んじているからでしょう。
仕事の現場で必要とされるのは，なんといってもこの方面の能力ですから。
　大学でも検定試験の一定の級を取得することを奨励し，中には受験料を学校が負
担したり，検定受験のためのコースを設けたりしているところもあるようです。
　ただ，これは私の個人的な考えですが，検定合格に血道を上げるのではなく，そ
れぞれの学習目標に従って中国語を勉強し，「さて私の今の力はどのあたりかな？」
と，余裕をもって受けてみるというくらいの，おおらかな利用のしかたが望ましい
のではと思っています。周りからは，「もっと威勢のいいことを言え」と，いつも
叱られていますが。
──30周年の記念行事は？
　一つは講演会の開催です。５月の東京を皮切りに，北は札幌から南は福岡まで，
月に１回ずつ，来年の３月まで計11回開催する予定です。中検受験者だけでなしに，
広く中国語学習者を対象に，毎回，協会の理事や評議員が２人ずつ話します。国内
11か所のほかに，５月に北京でも開催を予定しています。
　もう一つは，中検フォーラムの開催。中検フォーラムというのは，日頃から私た
ちの活動を支えてくださっている先生方や各地の試験会場の運営に携わっていただ
いている方々の集まりで，ふだんは主として会報を通じて交流していますが，今年
は一堂に会してシンポジウムを開こうというのです。10月を予定しています。会場
の収容能力に余裕があれば，フォーラム会員以外の一般の方々にも参加していただ
く予定です。
──受験者にも何かよいことはないのですか。
　ありますよ。公表すると，受験者が殺到して，事務局から苦情が出るかな。今年
６月，11月，来年3月の各回の受験者に，試験当日，会場でささやかな記念品をお
贈りすることを考えています。
──協会はお金持ちなんですね。
　とんでもない。お預りした受験料のほんの一部を使わせていただいて，喜びを共
にしていただこうというものです。
　ついでに協会の活動とお金のことを少し話しておきましょう。協会は2009年１月
に一般財団法人の資格を取得し，受験料を主たる収入源に，厳正に収支を管理して
運営しています。日常の事務は事務局において専任の職員が処理していますが，大
きな活動方針と予算決算については年度ごとに理事会と評議員会に諮っています
し，日常の収支についても２名の監事による厳格な監査を受けています。
　現在のところ，収入と支出は均衡状態にあります。多少の繰り越し金を貯えてい
ますが，これは不測の事態に備えてのものです。お金が足りなくなったから試験を
やめる，なんて無責任なことはできませんからね。
　さらに余裕ができたら，真っ先に受験料の値下げを考えます。
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朱自清散文を読む（４）

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〈荷塘月色〉を読んでいきます。
　1927年４月，四・一二事件と呼ばれる蒋介石率いる中国国民党による中国共産党
への弾圧事件が上海で起こり，中国全土は恐怖に包まれました。人一倍愛国心の強
かった作者は，この事件を目の当たりにして憤怒し苦悩します。〈荷塘月色〉はこ
のような状況下で1927年７月に執筆されました。
　前回は，満月の夜，作者が一人で近所の蓮池のほとりにやって来て散策している
様子をご紹介しました。その晩，作者がどうにも落ち着かない気持ちでいると，ふ
と自宅の近所にある蓮池が脳裏をよぎりました。その日はちょうど満月で，作者は
こっそりと家を抜け出し蓮池に向かいます。蓮池を囲む小道は，昼でも人気がなく
静かで夜ともなれば近寄りがたい道です。しかし，この夜は淡い月明りに照らされ
ていました。作者は誰もいないこの小道を一人でゆっくりと歩き回ります。しばし
悲惨な現実や煩雑な日常を忘れて，眼前に広がる蓮の香りと月の光を楽しむのでし
た。
　今回は，後半の淡い月の光を浴びて幻想的な姿を見せる蓮池とその周囲の様子を
描写した部分を見ていきましょう。

　　月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶

子和花仿佛在牛乳中洗过一样 ；又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡

的云，所以不能朗照；但我以为这恰是到了好处―酣眠固不可少，小睡也别有风味

的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，峭楞楞如鬼

一般；弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀；但光

与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。 

　　荷塘的四面，远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重

围住；只在小路一旁，漏着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍

看像一团烟雾；但杨柳的丰姿，便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，

只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光，没精打采的，是渴睡人的眼。这时候

最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声 ；但热闹是他们的，我什么也没有。

〈訳　文〉
　月の光は流れる水のように，ひっそりと（蓮の）葉と花に注がれ，青みがかった
霧がうっすらと蓮池にかかっている。（蓮の）葉と花はあたかも牛乳を浴びたかの
ようであり，薄絹に覆われた夢のようでもある。満月ではあったが，空には薄い雲
がうっすらとかかっていて，明るく照らしてはくれない。しかし，私にはちょうど

中国文学作品を読む
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第87号　中国語の環 5

よいころあいに思えた。深い眠りはむろん欠くことはできないが，仮寝にも別の趣
があるというものだ。月の光が木々を隔てて差し込んでくる。高いところに群生し
ている灌木は，大きさがまちまちでまだらな影を落としているが，鋭く尖っていて
鬼のようだ。弓なりにしなった柳のまばらなシルエットは，蓮の葉に描きこまれた
ようである。池に浮かぶ月の光は一様ではないが，光と陰には調和のとれた旋律が
あり，それはバイオリンが奏でる名曲ようである。
　蓮池の周りは，いたるところ樹で覆い尽くされていて，中でも柳が最も多い。こ
れらの樹は一面の蓮池を幾重にも取り囲んでいる。小道の片側だけは，長細く途切
れ途切れに隙間が空いていて，まるで月の光のために特別に残しておいたようであ
る。木々はうっそうとしていて暗く，一瞬，煙に包まれているかのように見える。
しかし，柳のシルエットは，煙の中にあってもくっきりと浮かび上がって見える。
梢には遠くに連なる山々が見え隠れしているかのようだ。樹の葉や枝の隙間から街
灯の明かりがぽつりぽつりと漏れてくるが，元気がなく，寝ぼけ眼をしょぼしょぼ
させているようである。今，最もにぎやかなのは，樹の上のセミと水の中のカエル
の鳴き声だろう。そして，このにぎわいは彼らのものであり，私とは何の関係もな
いのだ。

〈注　釈〉
如…般 rú……bãn ： 「……のようである」の意です。
仿佛 fängfú ： 「どうやら…のようだ，…らしい」という意味を表します。
层 céng ： 物の表面を覆っているものを数える量詞です。
朗照 längzhào ： 「明るく照らす」という意味です。
参差 cëncï ： （大きさなどが）まちまちであることを表します。発音

に注意しましょう。
倩影 qiànyœng ： 女性の美しい姿を表します。
梵婀玲 fàn’ ëlíng ： 「バイオリン」の音訳です。
将 jiãng ： “把”と同様に，本来動詞の後ろに置かれる目的語を動

詞の前に導き，処置文を作ります。書面語的な表現です。
片 piàn ： 広い範囲の地面や水面・空間を数える量詞です。
段 duàn ： 長細いものの一部分を数える量詞です。
乍 zhà ： 「ちょっと…したところ」の意です。“乍看…”で「ちょっ

と…を見たところでは」という意味になります。
团 tuán ： 量詞です。空気や雰囲気といった抽象的なものに用いら

れます。
没精打采 méi jïng dä cäi ： うちしおれて元気がない，しょげている様子を表す四字

成語です。“无精打采 wú jïng dä cäi”とも言います。
数 shŒ ： 「（比較して最も顕著な部類に）入る，数えられる」とい

う意味です。“要”を前に伴うことがあります。
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語彙をふやそう

多音・多義字を含む単語（２）

　『中国語の環』編集室（U）

　1968年刊の初版以来愛用している中日辞典の第三版が，昨年刊行された。版を改
めるごとに内容が充実してきていることは言うまでもないが，今回，体裁の上で大
きく変わった点が一つある。
　それは，これまで，発音が異なっても同じ字であれば一か所にまとめて解説して
いたものを，今回，たとえ同一文字であっても，発音が異なれば，それぞれ別の所
で解説していることである。
　具体例を示すと，旧版では，例えばchángとzhängの二つの発音をもつ“长”の
字はchángの項にまとめて解説されていた。その結果，“长辈”を調べたくて“长”
（zhäng）の頁を探し当てた利用者は，⇒chángの指示に従って，もう一度“长”
（cháng）の項を引き直さなければならないというもどかしさがあった。
　この「もどかしさ」は，今回の版で解消された。このことは歓迎されていい。た
だ，その「解消」と引き換えに，“长”の字の意味や働きが，chángとzhängでどう
異なるのかを，同じページ内で確認できる便利さは失われた。両方を満足させる「う
まい手」は，今のところなさそうだ。

当①dãng　 当然である；相当する，匹敵す
る；（ある職に）就く，（役職を）
務める；…に向かって，…で

　②dàng　 …とみなす，思い込む；適当
である；時を移さず，その時に

①当然　dãngrán　当然である
　当官　dãngguãn　役人になる
　当家　dãngjiã　家事を切り盛りする
　当权　dãngquán　権力を握る
　当场　dãngchäng　その場で
　当面　dãngmiàn　面と向かって
　当头　dãngtóu　正面から，頭から
②当真　dàngzhën　真に受ける；本当に
　当做　dàngzuò　…とみなす
　适当　shìdàng　適当である
　当时　dàngshí　 直ちに　
　　　※dãngshí　当時，その頃
　当天　dàngtiãn　 その日のうちに　
　　　※dãngtiãn　当日，その日

倒①däo　倒す，倒れる；換える，移す
　②dào　 ひっくり返す，逆様にする，

後ろにさがる
①倒班　däobãn　（勤務などを）交代する
　倒闭　däobì　（企業などが）倒産する
　倒车　däochë　乗り換える
　倒塌　däotã　（建造物が）倒れる
　倒台　däotái　覆る，失脚する
　倒休　däoxiÆ　休日を振り替える
②倒车　dàochë　車を後退させる
　倒计时　dàojìshí　カウントダウンする
　倒退　dàotuì　後退する，逆行する
　倒置　dàozhì　逆様に置く
　倒座儿　dàozuòr　 （進行方向に対して）

後ろ向きの席
　倒茶　dào chá　お茶を汲む
　倒垃圾　dào lãjï　ゴミを捨てる
　倒水　dào shuœ　 （器を傾けて）水を汲

む，捨てる
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第87号　中国語の環 7

的①dí　確かな，正しい
　②dì　的（まと）
　　  　※ 構造助詞はde，外来語の音訳

字はdí，dïなど一定しない。
　　  　　例：“的士”díshì，dïshì
　　  　　タクシー
①的当　dídàng　適当である，適切である
　的确　díquè　確かに，確実に
②目的　mùdì　目的
　中的　zhòngdì　的を射る
　无的放矢　wú dì fàng shœ
　　　　　　 的なくして矢を射る；無目

的に事を行う。⇔“有的放矢”
　众矢之的　zhòng shœ zhï dì
　　　　　　 衆矢の的，非難の対象

调①diào　移す，移動する，派遣する
　②tiáo　 調合する，配合する；挑発す

る，そそのかす
①调查　diàochá　 （現地・現場に赴いて）

調査する
　调动　diàodòng　 （人員を）移動させる
　调换　diàohuàn　 取り換える，交換する
　调派　diàopài　遣わす，派遣する
　调职　diàozhí　転任する
②调剂　tiáojì　薬を調剤する
　调价　tiáojià　価格を調整する
　调节　tiáojié　調節する，調整する
　调唆　tiáo･suõ　そそのかす
　调笑　tiáoxiào　からかう，嘲笑する
　调整　tiáozhång　調整する

钉①dïng　くぎ
　②dìng　 くぎを打つ，くぎづけにする；

ボタンなどを縫いつける
①钉鞋　dïngxié　スパイクシューズ
　钉子　dïng･zi　くぎ
　螺丝钉　luósïdïng　ねじくぎ
②钉钉子　dìng dïngzi　くぎを打つ
　钉扣子　dìng kòuzi　ボタンをつける

度①dù　（時間を）過ごす；程度を表す
　②duó　推し量る
①度假　dùjià　休暇を過ごす
　度日　dùrì　（困しい日々を）送る
　长度　chángdù　長さ
　程度　chéngdù　程度
　高度　gãodù　高さ
　温度　wëndù　温度
　揣度　chuäiduó　推量する
　忖度　cŒnduó　（気持ち）を推し量る

发①fã　 （發）発する，発展する，発散
する，発表する，交付する

　②fà　（髮）髪，頭髪
①发表　fãbiäo　発表する
　发财　fãcái　金持ちになる
　发达　fãdá　発達する，発展する
　发明　fãmíng　発明する
　发烧　fãshão　熱が出る
　发芽　fãyá　発芽する
②发廊　fàláng　理髪店，美容院
　发卡　fàqiä　ヘアピン
　发网　fàwäng　ヘアネット
　发型　fàxíng　ヘアスタイル
　假发　jiäfà　かつら
　理发　lœfà　整髪する，調髪する
　头发　tóu･fa　頭髪

分①fën　分ける，割り当てる；部分
　②fèn　分，本分，成分
①分别　fënbié　区別する
　分担　fëndãn　分担する
　分店　fëndiàn　支店する
　分机　fënjï　電話の内線，子機
　分居　fënjÆ　別居する
②分外　fènwài　格別に
　分子　fènzœ　（階級や集団の）構成員
　本分　bånfèn　本分
　成分　chéngfèn　成分
　水分　shuœfèn　水分
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絵で見る成語（７）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

溃不成军　kuì bù chéng jÆn

軍隊が総崩れになる；惨敗を喫して
ばらばらになる。ほとんど壊滅状態
になる。

困兽犹斗　kùn shòu yóu dòu

追い詰められた獣がなおも抵抗す
る；逃れるすべがないのに，なおも
刃向かう。むだな抵抗を試みる。悪
あがきする。

看图学成语

空中楼阁　kõng zhõng lóu gé

空中楼閣；大空の中に築いた高い建
物。根拠のない空想。現実ばなれし
た理論や計画。砂上の楼閣。

夸夸其谈　kuã kuã qí tán

おおげさに話す；大言壮語する。大
ぶろしきを広げる。御託を並べる。
“夸”は「誇張する」。

老马识途　läo mä shí tú

老馬道を知る；老いた馬はよく道を
知っていて迷うことがない。長く経
験を積んだ者は正しい判断ができ
る。老馬の智。

礼尚往来　lœ shàng wäng lái

礼は往来を尚（たっと）ぶ；訪問を
受ければ答礼するのが，礼として尊
ぶべきことである。いま，相手から
受けたのと同じ仕返しをする意に
も。目には目を。
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第87号　中国語の環 9

利欲熏心　lì yù xÆn xïn

利欲は心を惑わせる；利益のために
心がくもらされる。欲に目がくらむ。

梁上君子　liáng shàng jÆn zœ

梁上（りょうじょう）の君子；泥棒の
たとえ。後漢の陳寔（ちんしょく）が
梁（はり）の上に隠れている泥棒を指
してこう言ったという故事から。

两败俱伤　liäng bài jù shãng

強者どうしが闘えば双方とも傷つ
く；共倒れになる。

量体裁衣　liàng tœ cái yï

身の丈に合わせて着物を裁つ；実際
に即して事を行う。“量”は「推し
量る」。

了如指掌　liäo rú zhœ zhäng

明らかなること掌（たなごころ）を
指すがごとし；自分の手のひらにあ
る物を指すようにはっきりしてい
る。物事を正確に理解していること
のたとえ。

临阵磨枪　lín zhèn mó qiãng

陣に臨んで槍を磨く；事に臨んで慌
てて準備をする，泥棒を捕らえて縄
をなう。泥縄。
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「～デキル」にあたる “会” と “能”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯 暁琨
　

　“会”も“能”も日本語の「デキル」に当たる意味を持っている。最初に習うで
あろう簡単な例文は，次のようなものである。
⑴ａ我会说汉语。

　ｂ我能说汉语。

　学習者はこの⑴にある“会”と“能”の違いを知りたいが，先生は「ほとんど同
じだ」と答えるであろう。ここから学習者は戸惑い始め，上級まで進んでも，なお
“会”と“能”を正しく使い分けられないという場合もありうる。そこで今回は“会”
と“能”の相違点を分析した上で，“会”と“能”を使い分ける方法を提示したい
と思う。
　まず，“会”と“能”の根本的な違いを理解してもらいたい。
　“会”は「技能があってデキル」，つまり単に技能を有していることを言う場合の
み用いられるが，“能”は「ある条件が備わっていて，あることが実現デキル」，つ
まりあることを実現するために必要な条件が備わっていることを言う場合に用いら
れる。“能”の管轄範囲は“会”よりずっと広い。
　たとえば，
⑵ａ“你会开车吗？”
　ｂ“你能开车吗？”
　“你会开车吗？”は「車を運転する」技能の有無を尋ねているだけであるが，こ
れを“你能开车吗？”とすると，以下に示す三つの可能性が出てくる。
　①「車を運転する」技能すなわち免許の有無を尋ねている。
　② 免許があることを前提に，運転する体力があるか，お酒を飲んでいないかなど
他の条件についても尋ねている。

　③免許も他の条件も含め，運転という行動をとれるか尋ねている。
　では，“会”と“能”はこのような違いあるのに，なぜ例⑴では“会”と“能”
がほとんど同じように感じられてしまうのか。それは“说汉语”という動作が可能
かどうかにあたって，技能以外の条件が問題となる場面がほとんどないからである。
　以上のことを踏まえて，“会”と“能”を使い分ける方法を以下の三点にまとめた。
　１．「技能以外の条件が備わっていてデキル」または「技能があることを前提に，
他の条件が備わっていてデキル」場合は“能”しかを用いることができない。
　Ａ類　
⑶ 我们都能去参加春节晚会。（私たちはみんな春節パーティに出られる。）
⑷  有钱人能用钱摆脱困境。（金持ちはお金の力で苦しい立場から抜け出すことがで
きる。）

紛らわしい文法表現
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第87号　中国語の環 11

⑸ 我有事，明天不能来上课。（私は用事があって，明日授業に来られない。）
⑹ 我不能去中国留学了。(私は中国の留学へ行けなくなった。)
　Ｂ類
⑺ 在学校我能踢足球。（学校ではサッカーをすることができる。）
⑻ 我病好了，能游泳了。（私は病気が治ったので，水泳ができるようになった。）
⑼ 这个星期六我不能去跳舞。（今週の土曜日はダンスに行くことができない。）
⑽ 刚才我喝酒了，不能开车。（さっきお酒を飲んだので，運転ができない。）
　Ａ類では行うことに必要な条件は技能以外の条件なので，“会”に置き換えられ
ないのは言うまでもない。
　一方，Ｂ類では行うことに技能的条件も必要なので，相当理解しづらいと思う。“打

网球”，“游泳”，“跳舞”，“开车”など，Ｂ類では行うことの実現は確かに技能的な
条件が必要であるが，上記の⑺～⑽では技能があることを前提として，他の条件に
焦点を当てている。⑺では学校にサッカーをする場所的条件があって，サッカーが
できると言いたいわけであり，⑻では健康状態が回復したという条件があって，水
泳ができるようになったと言いたいわけである。否定形を見ればさらに分かりやす
い。否定形は技能を否定したのではなく，他の条件を否定したのである。例⑼では
「今週の土曜日」という時間的な条件を否定し，⑽では「酒を飲んでいない」とい
う法的条件を否定している。
　２．「技能があってデキル」場合でも「技能がある一定のレベルに達していてデキ
ル」場合は“能”しかを用いることができない。
⑾ 他能游五百米。（彼は500メートル泳げる。）
⑿ 他一天能画两幅画。（彼は一日に絵を二枚描ける。）
⒀ 我能翻译中国小说。(私は中国の小説を翻訳することができる。)
⒁ 我会喝酒，可是不能喝白酒。（私はお酒を飲めるが，“白酒”を飲めない。）
　これらの文では“能”のかわりに“会”を用いることができない。
　３．単に技能を有していることのみを言う場合は，“能”を避けて“会”を用いる
ほうがいい。
　単に技能を有していることを言う場合は，“会”を用いるのが無難である。確か
に“会”を“能”に言い換えられる場合はあるが，しかし“会”を“能”に言い換
えると意味範囲が拡大し，技能以外の条件として理解される可能性が高い。また，
否定形の場合は“能”が「デキル」以外の意味が生じる可能性もある。たとえば，“他

不会打网球”を“他不能打网球”とした場合，肉体的能力や時間がなくて「～デキ
ナイ」という意味のみならず，医者からテニスを禁止されているという意味を表現
することも可能である。したがって，単に技能の有無を言う場合，学習者は頭を悩
ませて“会”を“能”に言い換えられる範囲を覚えるよりは，“能”を避けて“会”
を用いるほうが賢い選択なのではないかと思う。
　以上の三点に注意して学習していただければ，「～デキル」にあたる“会”と“能”
の使い分けは決して難しくないと思う。
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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（13）

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

（52）今の歌をもう一度歌ってください。
　何らかの処置を加えることを強調する“把”構文を用います。“把”の客語“歌儿”
は“刚才的”によって限定されているので，“请把刚才的歌儿再唱一遍。”という語
順で翻訳します。
　日本語の「今」には「現在」と「近い過去」の意味がありますが，前者は“现在”，
後者は“刚才”と区別して翻訳しなければいけません。「今の歌」は，すでに歌い
終わった歌のことですから“刚才的歌儿”と翻訳するのがぴったりです。“这首歌儿”
とも言えます。またこれと関連する問題ですが，“刚刚的歌儿”という誤用例も見
られました。“刚才”と“刚（刚）”の意味は近いですが，品詞は異なります。“刚才”
は時間を表す名詞ですが，“刚（刚）”は副詞で，一般に“他刚刚来。”のように連
用修飾語として用いられます。ですから，ここで“刚刚”を用いる場合は“刚刚唱

的歌儿”（今歌った歌）としなければなりません。
　「歌」は辞書には“歌”と書かれていますが，多くは“歌儿”と“儿”化されます。
また，この“歌儿”の量詞には“首”“支”“个”がありますが，どれを使っても構
いません。
　「一度」と動作の回数を数える場合，中国語では量詞の“遍”か“次”を用います。
ここではどちらを使っても構いませんが，両者のニュアンスの違いは，“遍”は動
作の始まりから終わりまでの全過程を強調していることです。
　≪参考訳文≫　请你把刚才的歌儿再唱一遍。

　　　　　　　　请再把这首歌曲唱一遍。

　　　　　　　　你把这个歌儿再唱一次。

（53）この辞書は説明が詳しいうえに，例文も豊富だ。
　“不但／不仅……而且／并且……”（……ばかりでなく，その上……）などを用い
て累加関係を表す複文を作ります。
　「辞書」は，“词典”とも“辞典”とも“字典”とも翻訳が可能です。本来，“词典”
は基本的な語彙を収めた辞書を言い，“辞典”は長い語句・成語なども取り入れた
詳しい辞書を言いますが，現在ではほとんど混用されていて，“词典”を用いるこ
とが多いようです。“字典”は漢字１字１字について，その「形・音・義」を解説
したものを言います。量詞は“本”か“部”であり，“这个词典”は好ましい言い
方ではありません。
　多くの方は「この辞書は説明が詳しい」を“这本词典说明很详细”と中訳されて
いました。これは間違った表現とは言えませんので正解としましたが，辞書につい

翻訳添削
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第87号　中国語の環 13

て「説明が詳しい」と言う場合は，習慣的に“注解很详细”とか“解释很详细”と
か表現しますので，厳しく要求しますと“说明”よりも“注解”か“解释”を用い
る方が自然だと思います。
　≪参考訳文≫　这本词典不但注解很详细，而且例句也较多。

　　　　　　　　这本字典不仅解释详尽，并且例句也很丰富。

　　　　　　　　这部辞典说明很详细，何况例句也多。

（54）暑いさなかに旅行に出かけるくらいなら，家でじっとしているほうがましだ。
　“与其……不如……”（……するよりもむしろ……したほうがよい）を用いて選択
関係を表す複文を作ります。
　日本語の「さなか」という語にぴったり対応する中国語がないせいか，問題が多
く見られました。例えば“热天气”“很热的时候”“闷热时”という表現はいずれも
必ずしも「暑いさなか」に限らないでしょう。適切な訳語としては“炎热的季节”“盛

夏”“一年中最热的时候”“最热的时节”などが考えられます。
　また「じっとしている」も翻訳しにくい語です。“一动不动”とか“保持稳定”
が多く見られましたが，前者は「少しも動かない」というニュアンスになり，後者
は安定した局面を維持することや落ち着いた気持ちを保つような場合に用いるフレ
ーズですので，この文の訳語としてはどちらも不適切です。
　≪参考訳文≫　在炎热的盛夏，与其外出旅游，还不如在家呆着为好。

　　　　　　　　在一年最热的时候，与其出去旅行，还不如待在家里。

　　　　　　　　炎热的夏季，与其外出旅游，不如在家休息。

（55）きみが事情を話しさえすれば，彼はきっとわかってくれるよ。
　“只要……就……”（……しさえすれば……である）を用いて条件関係を表す複文
を作ります。
　「事情を話す」は“说清情况”“解释清楚”“告诉事由”といった訳語が考えられ
ます。「事情を話しさえすれば」を結果補語を用いて表現するなら，“只要你把情况

说清”のように“把”構文の形で表現するのがよりふさわしいのですが，残念なが
らそのような答案はほとんど見られませんでした。
　次にここの「わかる」は「理解する」というニュアンスですので，“理解”“明白”
“懂”のいずれかになりますが，“知道”“了解”“谅解”などはどれも不適切です。
　「きっとわかってくれるよ」というのは参考訳文のように“一定会……的”とな
りますが，文末の“的”は肯定や確定の語気を表しますので，用いた方がよいでし
ょう。
　≪参考訳文≫　只要你把情况说／讲清楚，他就一定会理解你的。

　　　　　　　　只要你解释清楚，他就肯定能明白。

　　　　　　　　只要你告诉他事由／缘由，就一定会理解你的。

 （文責：髙部千春）
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マイホームを買えない “蚁族”

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

　“蚁族”yœzúという新しい言葉は“大学毕业生低收入聚居群体”（大卒低所得群居
集団）の俗称である。2009年に刊行された『蚁族―大学毕业生聚居村实录』が，
大学を卒業しても満足な職に就けず，蟻のように大都市近郊の狭い部屋に寄り集ま
って暮らす若者の集団を“蚁族”と名付け，脚光を浴びている。
　語彙の上から見ると“蚁”は“蚂蚁”の略称だが，この昆虫の中で最も勤勉で賢
い群棲動物を借りた表現である。また，「共通の性質をもつ仲間」としての「～族」
という接尾語は日本語由来の表現だが，近年，造語能力の高い接尾語として次々と
新語が作られている。最近，“蚁族”に“啃老族”（ニート）と“月光族”（毎月給
料をすべて使い切ってしまう人々）を加えた「三族」が中国の“80后”（80年代以
後に生まれた若者）を揶揄する表現となっている。
　“蚁族”は北京，上海など大都市の近郊にそれぞれ10万人の規模で住みついてお
り，全国で100万人もいると言われている。高学歴を誇りながら所得が低いため，「高
学歴ワーキングプアたちの群れ」として“农民”，“农民工”，“下岗职工”（リスト
ラ従業員）という３つの弱者集団に次ぐ第４の弱者集団と見なされ，社会学者の間
では新しい社会階層として取り上げられるまでに至っている。
　“蚁族”が流行っている背景を考えると，10数年前に流行し始めた“北漂一族”（北
京の戸籍を持たないフリーター）を思い出す。放浪生活を暗に指す“漂”という語
が人々の共感を呼んだ理由の１つは，厳しい戸籍制度への不満にあると言えよう。
しかし，時代が変わり，北京戸籍を持たなくても就職に差し支えることがなくなっ
た今日における最大の問題は，高騰した住宅を手に入れることは言うに及ばず，一
人では住宅の賃借さえできないということである。
　“蚁族”という語が誕生した2009年にテレビドラマ―“蜗居”wõjÆが話題を呼
んだ。“蜗”は“蜗牛”（カタツムリ），“居”は“居住”の略語で，「狭苦しい家」
の意である。狂乱価格となった不動産業界を背景に住宅ローンに苦しむ若夫婦の物
語が爆発的人気を呼んだ。同年に出版された“蚁族”をタイトルとした前掲の著書
は“蜗居”からヒントを得たのではないかと思われる。
　単独で生きるには弱すぎると思い，群居する暮らし方を選択した“蚁族”の婚姻
状況についても興味を引かれるが，未婚者は93％，中には同居生活のカップルも含
まれるが，結婚志向を持たない割合がかなり高いというレポートには驚いた。経済
発展の道を疾走している中国では，高騰し続ける不動産価格が抑制されない限り，
“蚁族”がさらに増え続けていくに違いないからだ。だとすれば，今後，どのよう
な新しい社会現象が連鎖的に起こるのだろうか。昨今，注目を浴びている「孤族」
という日本語の新語が思わず頭に浮かんでくる。

新しいことばと古いことば
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読者の広場

やはり簡体字も

『中国語の環』編集室

　検定試験の受験者や協会が実施している通信添削講座の受講者から，繁体字の使
用を認めてほしいという要望が，しばしば寄せられます。年輩の方や台湾に留学し
て中国語を学んだという方に，特に多いようです。
　現在，私たちの日本中国語検定協会では，出題に当たってはすべて簡体字を用い
ています。ただ，解答には，３級以下について簡体字の使用を求めているのを除い
て，２級から上については繁体字の使用を認めています。
　答案を見てみますと，３級以下の方に，実力は十分に認められるが，明らかに簡
体字を習っていないがために減点されたという方が，数はわずかですが，毎回いら
っしゃるようです。中にはそのために合格基準点に達しなかったという，気の毒な
方も見受けられます。
　２級以上の受験者の中には，繁体字を使用した完璧な答案が毎回何枚かあり，繁
体字に習熟していない若い採点委員が，辞書と首っ引きで採点している光景が見ら
れたりもします。
　まだ十分な検証はできていませんが，３級以下の方についても，２級以上の方に
ついても，書けるかどうかはともかく，簡体字を読めなかったために実力を発揮で
きなかったと思われる方は，ほとんど見受けられません。
　繁体字しか習っていないという方には多少の不公平は残りますが，ごく一部の地
域を除いて，ほぼ世界的に簡体字の使用が行きわたり，日本国内でも，簡体字によ
る中国語教育が大勢を占めている今日，私たちの協会のとっている扱いが，もっと
も現実的な方式ではないかと考えられます。
　わたくし自身の経験を申しますと，初め漢文を専攻したため，中国語に接したの
はずいぶん後になってからのことですが，初めて接する簡体字を読むのに苦労した
という記憶はほとんどありません。もっとも，初めの頃は，文章を書く時，とっさ
に簡体字が出てこなくて困ったという経験は何度かしていますが……。
　簡体字は繁体字と大きくかけ離れたもののように思われがちですが，その成り立
ちや簡略化のしかたを見てみますと，決して互いに無縁のものではありません。二，
三度出合って，ああそういうことだったのかと合点がいけば，たいていの文字はす
ぐ覚えられます。繁簡両方の文字を収めた字典や辞典もありますし，また，まちが
いやすい文字を取り上げた対照表も市販されています。成り立ちや歴史について解
説したよい本も出ています。
　実際に中国の出版物を読んだり，中国語を使って仕事をするにしても，繁体字だ
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けしか知らないというのでは情報源も限られてしまいますし，発信先も限定されて
しまいます。
　繁体字しか使わないという方に，ぜひ簡体字にも接してみられることをお勧めし
ます。決して難しいものではありません。 （文責・上野）

大成功に向けて

品
シナ

玉
ダマ

芹
セリ

夏
ナ

　私が２年生のとき読んだ「スチュワーデスになるためには」という本に，スチュ
ワーデスは倍率400倍ですが，英語がペラペラで，身長165㎝以上で，目が良く，英
語のほかにもう一つ外国語がペラペラなら，スチュワーデスになれると書いてあり
ました。お母さんもお父さんも大きいので，身長は大丈夫ですが，目が悪くならな
いようにして，歯もきれいにして，中国語をお母さんと勉強し始めました。
　始めはYCT子供の試験を最上級まで，受かってから中国語検定の勉強を毎日１時
間，試験の前は，10時間以上を３日以上しました。４年生で準４級，４級を１回で
合格して，５年生で３級を受けたら，２回も落ちてしまい，もっと勉強をがんばっ
たら，３回目にやっと受かってよかったです。
　今は６年生なので，中学高校と，英語がペラペラになる中学高校にいくため，受
験勉強をがんばっています。今，中国語は，１日30分日記を書いたり，歌をうたっ
たり，故事を読んだり，お母さんと毎日中国語でお話したりしています。
　中学校で，中国語検定２級，高校で，１級を受けます。大学は，みんなに，「中
国語いっぱい勉強できて，頭の良い大学は，どこ？」と聞いて，東京外国語大学中
国語学科に行くことにしました。
　クラスではみんな「スチュワーデスになる」と，言っていますが，私みたいに小
学校からがんばっている友達はいません。なので，私はぜったいスチュワーデスに
なれます。スチュワーデスになったら，かわいい制服を着て，世界中の空を飛び，
いろんな国に行って世界中の友達をたくさん作りたいです。
 （2010年７月にご投稿いただいたものです。）

『読者の広場』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
こと等，400字～1,000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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