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中国語はどの程度まで学ぶのか？

日本中国語検定協会評議員・奈良産業大学　植田　均

　「アナータノ家族ハ何匹デスカ？」と，外国人からたどたどしい日本語で尋ねら
れても立腹はしないであろう。逆に，「日本語，とてもお上手ですね」と言ってあ
げるかもしれない。しかし，流暢な日本語を操る，教養ある外国人が同様の表現を
すれば，皆，良い気分にはなれない。外国語学習の入門・初級段階では，何を言っ
ても，どんな表現法でもたいていは微笑んで許してくれたことが，レベルアップす
るたびに許されなくなる。そして，ネイティブ・スピーカーのレベルに近づけば近
づくほど「より微妙な語感」で表現できるよう，周囲は要求し，且つ，期待される
のである。

　我々外国人が中国語を学ぶにあたり，一体どの程度まで達すればよいのか？「ど
の程度まで学びたいのか？」この質問に対して，多くの中国語学習者は「現地ネイ
ティブ・スピーカーと同じくらいできるようになりたい」と平然と言う。これは，
たいへんなレベルで，かなりの努力が必要であることを学習者はご存じだろうか？
ただ，現地のネイティブ・スピーカーにしても，教養の度合いもあるだろうし，基
準は甚だあいまいである。
　したがって，日本人の中国語学習者がネイティブ・スピーカーから「中国語がおじ
ょうずですね」と言われるくらいがちょうどよいのではないかと，最近思うように
なった。それ以上を目指すのは，通訳を本職とする所謂「専門家」に任せ，それより
も自分の専門分野を研鑽するのが仕事の時間配分からも賢明だと思われるのである。

　筆者は，中国語教師ゆえに，中国語にはある程度精通していると思っていた。実
は，そういう者こそ中国語の語彙運用には気をつけなければならない。
　今年（2010年）度，筆者は１年次留学生対象科目を担当することになった。ご多
分に洩れず，筆者の勤務する大学も中国からの留学生が圧倒的多数を占める。１ク
ラスの履修者は70名にも達し，講義するにしても教室の隅々まで目が行き届かない
ことがしばしばである。これをよいことに，留学生たちはそこかしこで「私語」を
してきたのである。我慢の限界にきた筆者は，首謀者の留学生を指さして，いきな
り“滚出去！”と，大声を張り上げた。続けて“你！快给我滚！”と叫んだ。日本
語に訳せば「とっとと消え失せやがれ！」とでもなるか。クラスの中で私語の最も
目立つ学生を選んで（皆の前で批判されるという，メンツを重んじる中国人にとっ
て最大級の恥になるが）犠牲になってもらったのである。
　急にシーンと凍りついたような教室内。効果はてきめんだった。中でも指さされ
た張本人は真っ青になっていた。
　その日の講義が終了した後，件の私語首謀者は筆者に対して謝罪にやって来た。

巻頭エッセイ
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第88号　中国語の環 3

しかし，別の中国人留学生が歩み寄ってきて「先生，いくら何でも“滚”はひどす
ぎる言い方です！」と言う。更に，「私語のために学生を教室の外に出すなら“出去！”
（出て行け！）だけでよいのです。“滚”を使えば，もはや弁解の余地を全然与えま
せん。そして，学生の人格を完全に無視した言い方です。死刑宣告と同じなのです」
と忠告してくれた。ただし，別の留学生は「“滚”は，本来なら地位や教養のある
老教授が用いる言葉ではありません。非常に荒っぽい言葉だからです。しかし，そ
れを敢えて教室内で使えば，学生を驚かせる意味で効果が抜群にあると思います」
とも言った。

　“滚”について，《现代汉语词典》（商務印書館）には，いくつかの意義のうち“走

开；离开”（含斥责意）〈（激しい叱責をこめて）追い出す，立ち去らせる〉と釈義
した例文を“滚开／你给我滚”（とっとと出てうせろ！）としている。筆者は「人
を叱って追い出す」という知識は有していた。ところが，大学の講義中に教師が用
いるのが妥当か否かまではわからなかった。辞書にはそういう運用面の説明がない。
逆に，「人を叱って追い出す」という日本語の説明では，極めて「妥当な表現」に
も思われるではないか。“滚出去！”を単に「出て行け！」と釈義している辞書も
多い（日本語の表現としては，このように訳さざるを得ないかもしれない）。
　ところで，普通の日常生活でも“滚出去！”が表現される場面などありうるだろ
うか？無い。実際には，なかなか使わない。喧嘩の「最後通牒」だからであろう。
では，なぜ教室内で用いたのか？単に“出去！”（出て行け！）や少々強調した“快

给我出去！”（はやく出て行け！）では「物足りない」と感じたのである。それく
らい「私語」がひどいと筆者は受け取った。だからこそ，敢えて“滚”字を用いた
のである。しかしながら，人格無視の死刑宣告のごとき程度まで達する語だとは，
感覚的に身についていなかった。
　一般に大学の講義中，粗野な言葉を教師は用いない。これは，中国であろうとも
日本であろうとも同じである。この語を使用したことについて，冷静に考えれば考
えるほど後悔の念が出てきた。つまり，《现代汉语词典》に説明してある以上の語
義が内包されていると思われる。このような「語の使い方」については，中国人に
なりきらないとわからない。そこで，「中国語はどの程度まで学ぶのか？」という
テーマに戻り，考え込んでしまうのである。運用面で，どの語をどのように使えば
効果がでるのか，日本にいながらにして，こればかりを追究してゆくのは限界があ
ると思われる。

　一部留学生が言うごとく，教室内私語に対して“滚”を使うのは穏当ではなかっ
たのかもしれない。
　次の週の講義中で筆者が“滚出去”を敢えて用いた理由を皆に説明し，そのクラ
スの留学生全員の理解を得られるようにした。そして，忠告してくれた留学生には
大いに感謝している。
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朱自清散文を読む（５）

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〈沉默〉を読んでいきます。
　長年，国語教師を務めた作者は，文字や言葉の意味に対して強い関心を持ってお
り，それらをテーマとした作品も少なくありません。今回取り上げる〈沉默〉もそ
の中の一つです。
　〈沉默〉は作者がイギリス留学から戻った1932年に執筆されました。作品冒頭で
作者は“沉默是一种处世哲学，用得好时，又是一种艺术”（沈黙は一つの処世哲学
であり，うまく使えたときは，一種の芸術でもある）と述べていますが，この作品
からは人々の日常生活における何気ない行いに対する作者の鋭い観察眼を読み取る
ことができます。これまでにご紹介した〈背影〉や〈荷塘月色〉とはまた別の風格
を備えています。
　作者の考える沈黙の意味とはどのようなものなのでしょうか。今回は前半部分を
見ていきたいと思います。

　　一般人见生人时，大抵会沉默的，但也有不少例外。常在火车轮船里，看见有些

人迫不及待似地到处向人问讯，攀谈，无论那是搭客或茶房，我只有羡慕这些人的健

康；因为在中国这样旅行中，竟会不感觉一点儿疲倦！见生人的沉默，大约由于原始

的恐惧，但是似乎也还有别的。假如这个生人的名字，你全然不熟悉，你所能做的工

作，自然只是有意或无意的防御―像防御一个敌人。沉默便是最安全的防御战略。

你不一定要他知道你，更不想让他发现你的可笑的地方― 一个人总有些可笑的地

方不是？―；你只让他尽量说他所要说的，若他是个爱说的人。末了你恭恭敬敬和

他分别。假如这个生人，你愿意和他做朋友，你也还是得沉默。但是得留心听他的话，

选出几处，加以简短的，相当的赞词；至少也得表示相当的同意。这就是知己的开场，

或说是起码的知己也可。假如这个人是你所敬仰的或未必敬仰的“大人物”，你记住,

更不可不沉默！大人物的言语，乃至脸色眼光，都有异样的地方；你最好远远地坐着，

让那些勇敢的同伴上前线去。―自然，我说的只是你偶然地遇着或随众访问大人物

的时候。若你愿意专诚拜谒，你得另想办法 ；在我，那却是一件可怕的事。―你看

看大人物与非大人物或大人物与大人物间谈话的情形，准可以满足，而不用从牙缝里

迸出一个字。说话是一件费神的事，能少说或不说以及应少说或不说的时候，沉默实

在是长寿之一道。至于自我宣传，诚哉重要―谁能不承认这是重要呢？―，但对

于生人，这是白费的；他不会领略你宣传的旨趣，只暗笑你的宣传热；他会忘记得干

干净净，在和你一鞠躬或一握手以后。

〈訳　文〉　普通の人が見知らぬ人に会ったとき，たいていは沈黙してしまうものだ。

中国文学作品を読む
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しかし，例外も少なくない。汽車や汽船の中で，何かにせきたてられているかのよ
うに，あちらこちらで誰かに話しかけたり雑談したりする人がいるのをよく見かけ
る。それが乗客であっても給仕係であっても，私はこの人たちの健全さをただ羨ま
しく思う。なぜなら，中国でこんなふうに旅行していたら，少しも疲れを感じない
だろうからだ。見知らぬ人に会ったときの沈黙は，おおかた原始的な恐怖によるも
のである。しかし，ほかにも理由があるようだ。もし，この見知らぬ人の名前を全
く知らなかったとしたら，できることはただ一つ，敵から身を守るように，意識的
あるいは無意識的に防御することだ。沈黙こそ最も安全な守りの戦略なのである。
必ずしも自分のことを相手に知らせる必要がないときや，それ以上に自分のおかし
な部分を相手に気づかれたくないとき―誰しもおかしな部分を持っているもの
ではないか―，もし相手が話好きな人であれば，相手が話したいことをできるだ
け話させることだ。そして最後にその相手とは恭しく別れるのである。もしこの見
知らぬ人と親しくなりたいと望むなら，やはり沈黙していなければならない。しか
し，相手の話は注意深く聞き，何か所か選んで，簡潔で適切な賞賛の言葉を加えな
ければならない。少なくとも適度な賛同の意を示す必要があるだろう。これこそ知
己のはじまりである。あるいは知り合ったばかりの知己といってもいい。この人が
自分の敬慕する，もしくは必ずしも敬慕していない「大物」であるときは，なおさ
ら沈黙していなければならない，ということをよく覚えておいてもらいたい。大物
の言葉や顔色や目つきには特別なところがある。できれば遠く離れたところに座っ
て，勇敢な仲間たちに前線へ行ってもらうのがいいだろう。もちろん，私が言って
いるのは，偶然出くわしたかあるいは皆に付いて大物を訪ねたときに限られる。も
しわざわざお訪ねしたというのであれば，別に方策を考える必要がある。私にとっ
て，これはとても恐ろしいことである。大物とそうではない人，あるいは大物同士
が話をしている情景を見ると，間違いなく満足できるので，一言も話す必要はない。
話をすることは気を使うことである。ほとんど話さないあるいは話さなくてもいい
場合やほとんど話さないあるいは話さないようにすべきときは，沈黙はそれこそ長
寿の方法となるのだ。自分を宣伝することは，とても重要である。―誰がこれを
重要でないと見なせるのだろうか―。しかし，見知らぬ人に対しては，無駄骨で
ある。彼らは宣伝の趣旨を理解せずに，ただあなたの宣伝意欲を陰であざ笑うだけ
だろう。あるいは，（別れ際に）あなたに頭を下げるか握手を交わした後に，きれ
いさっぱり忘れてしまうのである。
〈注　釈〉
迫不及待 pò bù jí dài ： 成語で，「矢も盾もたまらず…する」という意味です。
问询 wènxún ： 「尋ねる，問う」の意です。“询问 xúnwèn”とも言います。
末了 mòliäo ： 「最後（に），結局」の意です。発音に注意しましょう。
言语 yányŒ ： 「言葉」，特に「話す言葉」という意味を表します。
遇着 yùzháo ： 「出会う，出くわす」の意です。“着”は結果補語で「目的

地に到達したこと，目的を達成したこと」を表します。
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語彙をふやそう

多音・多義字を含む単語（３）

　『中国語の環』編集室（U）

　すでに見てきた⑴⑵や今回の⑶からもわかるように，多音・多義といっても，そ
の多くに一定のルールのようなものを見いだすことができる。
　その一つは“背”①bëi背負う，②bèi背，“处”①chŒ処する，②chù場所，“传”
①chuán伝える，②zhuàn伝，“倒”①däo倒れる，②dàoひっくり返る，“好”①
häo好い，②hào好むのように，意味のうえで関連する語に，声調の違い（さらに
有気・無気の違いが加わることもある）によって，品詞や機能に区別が生じること
である。

给①gåi　 与える；“Ｖ给”型の複合語；
介詞（前置詞）

　②jœ　提供する，供給する
①递给　dì･gåi　手渡す
　还给　huán･gåi　返す，返却する
　借给　jiè･gåi　貸してあげる
　卖给　mài･gåi　売り渡す
　送给　sòng･gåi　あげる，贈る
　献给　xiàn･gåi　ささげる
②给养　jœyäng　（軍隊の）給与物資
　给予・给与　jœyŒ　与える
　补给　bŒjœ　補給する
　供给　gõngjœ　供給する
　配给　pèijœ　配給する
　自给　zìjœ　自給する
更①gëng　改める，変更する；時刻
　②gèng　さらに，一層，そのうえ
①更动　gëngdòng　変更する
　更改　gënggäi　変更する，更改する
　更换　gënghuàn　 取り替える，入れ替

える
　更替　gëngtì　交替する，入れ替わる
　更新　gëngxïn　更新する
　更衣　gëngyï　 衣服を着替える；手洗

いに立つ（婉曲）

　更正　gëngzhèng　訂正する
　深更半夜　shën gëng bàn yè　
　　　　　　深夜，真夜中
②更加　gèngjiã　さらに，なお一層
　更其　gèngqí　とりわけ，一層
　更为　gèngwéi　さらに，もっと
　更上一层楼　 gèng shàng yï céng lóu

　　　　　　　より高いレベルを目指す
供①gõng　供する，提供する
　②gòng　（神仏に）供える；供述する
①供给　gõngjœ　供給する
　供求　gõngqiú　供給と需要
　供养　gõngyäng　（老人を）扶養する
　供应　gõngyìng　需要に応じる
　提供　tígõng　提供する
　供不应求　gõng bù yìng qiú　
　　　　 　　供給が需要に応じ切れない
②供词　gòngcí　供述，供述書
　供奉　gòngfèng　 （神仏に）供える，

（父母に）仕える
　供品　gòngpœn　 供物（くもつ），お供え
　口供　köugòng　口頭による供述
冠①guãn　帽子，冠；冠状のもの
　②guàn　 冠をかぶる，かぶせる；第一

位を占める
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第88号　中国語の環 7

①冠子　guãn･zi　（鶏の）とさか
　花冠　huãguãn　花冠；花で飾った冠
　鸡冠　jïguãn　鶏のとさか
　树冠　shùguãn　樹冠
　衣冠　yïguãn　衣冠，服装，身なり
　怒发冲冠　 nù fà chõng guãn　
　　　　　　怒髪天をつく
②冠军　guànjÆn　優勝，優勝者
　夺冠　duóguàn　優勝を勝ち取る
　沐猴而冠　 mùhóu ér guàn　
　　　　　　 沐猴（もっこう）にして冠

す；見かけ倒し
行①háng　行（ぎょう），列；職業；商店
　②xíng　歩く，行う，行為，ふるまい
①行当　háng･dang　〈口〉商売，稼業
　行家　háng･jia　くろうと，専門家
　行列　hángliè　行列
　行情　hángqíng　市況，相場
　行业　hángyè　商売，稼業
　内行　nèiháng　くろうと
　外行　wàiháng　しろうと
　银行　yínháng　銀行
　行行出状元　háng háng chÆ zhuàngyuan

　　　　　　　 どの職業にも優秀な人材
が現れるものだ

　一目十行　yï mù shí háng　
　　　　　　 一目で十行を読む；本を読

むのが速いこと。
②行动　xíngdòng　動く，行動する
　行进　xíngjìn　行進する
　行军　xíngjÆn　行軍する
　行礼　xínglœ　おじぎする，敬礼する
　行李　xíng･li　旅行時の荷物
　行驶　xíngshœ　（車両が）運行する
　行为　xíngwéi　行為
　行走　xíngzöu　歩く，通行する
　发行　fãxíng　発行する
　飞行　fëixíng　飛行する

　航行　hángxíng　航行する
　举行　jŒxíng　行う，挙行する
　流行　liúxíng　はやる，流行する
　品行　pœnxíng　品行
　言行　yánxíng　言行
　游行　yóuxíng　行進する，パレードする
　自行车　zìxíngchë　自転車
　人行横道　rénxíng héngdào　横断歩道
好①häo　 よい，好ましい；…しやすい；

ちゃんと…する；とても，な
んと（強調）

　②hào　好む
①好办　häobàn　 やりやすい，処理しや

すい
　好不　häobù　ひどく，たいへん
　好吃　häochï　うまい，おいしい
　好处　häo･chu　長所，よいところ
　好歹　häodäi　 よしあし；よかれあし

かれ
　好多　häoduõ　多くの
　好过　häoguò　 過ごしやすい，楽で

ある
　好看　häokàn　（目で見て）美しい
　好人　häorén　 よい人，善人，お人好し
　好听　häotïng　（耳で聞いて）美しい
　好些　häoxië　とても多い，たくさん
　和好　héhäo　仲直りする
　恰好　qiàhäo　ちょうど
　友好　yöuhäo　友好的である
②好客　hàokè　客好きである
　好奇　hàoqí　好奇心が強い
　好强　hàoqiáng　向上心に富む
　好色　hàosè　好色である
　爱好　àihào　好む；好み
　嗜好　shìhào　 （飲酒・喫煙などの）習

慣，道楽
　好吃懒做　hào chï län zuò　
　　　　　　食いしん坊の怠け者
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絵で見る成語（８）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

毛骨悚然　máo gŒ söng rán

身の毛がよだつ；ぞっとするほど恐
ろしい。寒気（さむけ）立つ。総毛
（そうけ）立つ。慄然（りつぜん）
とする。肌に粟ができる。

毛遂自荐　Máo Suì zì jiàn 

自遂（もうすい）自らを薦む；（仕
事や任務の担当を）自ら名乗り出る
こと。趙の平原君の食客毛遂が自ら
志願して楚に赴いた故事から。

看图学成语

满载而归　män zài ér guï

満載して帰る；荷物を車一杯に載せ
て帰る。大きな収穫をあげて戻って
くることのたとえ。

慢条斯理　màn tiáo sï lœ

落ち着いてゆったりしている；悠揚
迫らないさま。またのろのろしてい
る意にも。ゆっくりと構える。スロ
ーモーである。

门可罗雀　mén kå luó què

門前雀羅（じゃくら）を張る；門前
にすずめが群がり，網を張って捕ら
えることができるほどである。訪れ
る人がなく，ひっそりしているさま。

妙手回春　miào shöu huí chÆn

回春の妙手；優れた腕を持っていて
生命を回復させることができる。医
者をほめていうことば。“着手成春”
（zhuó shöu chéng chÆn）とも。
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第88号　中国語の環 9

名不虚传　míng bù xÆ chuán

その名に背かない；評判どおり優れ
ている。

鸣锣开道　míng luó kãi dào

（貴人や大官が外出する時）ドラを
鳴らして道を開けさせる；鳴り物入
りで露払いをする。前もって世論づ
くりをする。

目不转睛　mù bù zhuän jïng

まばたきもしない；じっと目をすえ
て見つめること。注視する。ひとみ
を凝らす。

沐猴而冠　mù hóu ér guàn

沐猴（もっこう）にして冠す；猿の
くせに冠す。猿に烏帽子（えぼし）。
見かけは立派に飾り立てているが，
内実の伴わないことのたとえ。

南辕北辙　nán yuán båi zhé

轅（ながえ）を南にして轍（わだち）
を北にする；目的と行動が相反する
たとえ。ある男が楚へ行こうとして
車を北へ走らせたという故事から。

藕断丝连　öu duàn sï lián

蓮（はす）は根が切れてもその糸は
つながっている。（男女の間につい
て）関係がきっぱり断ち切れないた
とえ。未練が残る。腐れ縁が続く。
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“会吃” と “能吃”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯 暁琨
　

　前回は日本語の「デキル」に当たる“会”と“能”の相違点を考察したが，“会”
と“能”が逆に常に日本語の「デキル」に当たるとは決して言えない。今回は“会

吃”と“能吃”を切り口に，“会”と“能”のもう一つの意味と違いについて述べ
たい。
　中国では，次のようなジョークがある。
⑴ａ你会做什么？（あなたは何ができるか。）
　ｂ我会吃。（わたしは食べることができる。）
　例⑴は訳文から分かるように，「食べること」は誰でもできるので，「何ができる
か」の答えにならないのに，わざと「できる」と答える，といったジョークである。
「食べること」は「デキル」という部類に入らないので，次の⑵のような意味で用
いることもできる。
⑵你会做什么？你就会吃。（あなたはなにができるの，食べること以外に。）
　例⑵では“你就会吃”は「デキル」という部類に入れない「吃」しかできないと
いう表現で，あなたは何もできないという意味を表す。
　例⑴⑵から本当に「何かができる」と言うときには“会吃”は除外されることが
わかったが，しかし，“会吃”という表現は成り立たない表現であるというわけで
はない。“会吃”は「グルメである」という意味で用いられる。また，“能吃”も「食
べることができる」意味ではなく，「たくさん食べる」という意味で用いられる。
つまり，“会”は「～するのがうまい／～に長けている」という意味も表し，“能”
は「たくさん～をする」という意味も表す。たとえば，
⑶ａ他会说。（彼は口がうまい。）
　ｂ他能说。（彼は口が達者だ。／彼はよくしゃべる。）
⑷ａ我姐姐可会买衣服了，买的衣服又便宜又好看。

　（姉はとてもファションセンスがあって，買った服は安く，しかもおしゃれだ。）
　ｂ我妈妈可能买衣服了，昨天又买了一件。

　（母はよく服を買っていて，昨日また１着買ってきた。）
　上述の“会”と“能”に現れる“吃”，“说”，“买衣服”等の動作には一つの共通
点がある。それはそのような動作は普通の人なら誰にでもできるのが当たり前で，
技能の有無は問題にならないということである。そのため，動作の前に“会”を用
いると「技能が優れている」「センスがある」ことを，“能”を用いると動作の量が
多いことを表すことになる。
　しかし，同じ動作でも動作主によって，それができるのが一種の技能を身につけ
ていることと認識されれば，“会”と“能”はやはり「デキル」という意味を表す。

紛らわしい文法表現
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第88号　中国語の環 11

⑸这孩子才10岁，就会自己买衣服了。

　（この子はまだ10歳で，もう自分で服が買えるようになった。）
　例⑸では，10歳の子供にとっては，「服を買う」ことは一種の技能である。“会”
と“能”の意味のファジーなところは常識で判断すればいい。
　“会”と“能”の違いを説明するために，前文では対照した例文を挙げたが，以
下ではそれぞれの例文とその使い方を見てみよう。
⑹那个女孩儿长得不错，也会打扮。

　（あの女の子はきれいで，おしゃれもうまい。）
⑺周老师意识到他很会听课。

　（周先生は彼が授業を聞くコツを心得ていることに気が付いた。）
⑻你这个人从来不会买东西，买了贵东西还自以为便宜。

　 （あなたは昔から買い物が下手で，高い買い物をしたのに，安かったと思い込ん
でいるわよ。）
⑼我不会讲话，也不会交际，怎么能当采购员？
　（私は口下手で，付き合いも上手ではなく，仕入係が務まるわけがない。）
　例⑹～⑽にある“打扮”“听课”“买东西”“讲话”“交际”などの動作は普通の人
なら誰でもできることなので，その前に用いられる“会”に「うまい」という意味
が生じたのである。また，例⑺のように“会”の前に“很”“真”“最”など程度副
詞がよく用いられる。逆に言うと，“很会”“真会”“最会”のように用いられる“会”
は必ず「～するのがうまい／～に長けている」という意味を表す。一方，例⑻⑼の
ように否定形はやはり“不会”を用いる。
⑽沈先生是个能读书，能思考，能吃，能睡的人。

　（沈先生はよく読書し，よく考え，よく食べ，よく寝る人だ。）
⑾我的大学同学都很能干。

　（私の大学時代のクラスメートはみんなやり手だ。）
　例⑽⑾にある“读书”“思考”“吃”“睡”“干”などの動作も普通の人なら誰でも
できることなので，その前に用いられる“能”に「たくさん～をする」という意味
が生じたのである。この“能”の前にも“很”“真”“最”など程度副詞を用いるこ
とができる。一方，“不能”はこの意味の否定表現にならない。この点は要注意で
ある。
　“会”と“能”について試験を行う側と試験を受ける側の違いを考えてみよう。
⑿我们的汉语老师很能考试。（私たちの中国語の先生はよく試験をする。）
⒀这个大学的学生很会考试。（この大学の学生は試験の要領がいい。）
　試験を行うことはどの先生でもできることなので，“能考试”というと，「試験の
回数が多い」という意味になる。また，試験を受けることはどの学生でもできるこ
となので，“会考试”というと,「（学生が）試験の要領がいい」という意味になる。
もし“能考试”の先生がいたら，学生たちは“会考试”で対応すればいいわけであ
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（14）

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

（56）会話の練習のために，彼はいつも中国人の友人としゃべっている。
　“为了……”（……するために）を用いて目的関係を表す複文を作ります。
　原文の「会話の練習のために」の「練習」は名詞として使われています。これを
動詞に直すと「会話を練習するために」となりますが，どちらも表現の意図は変わ
りません。しかし２つのフレーズを中訳する場合，“为了会话的练习”ではなく，“为

了练习会话”というように，どちらも〔動詞＋客語〕という動詞句を使って表現し
なければなりません。また“会话练习”が耳慣れたフレーズであるせいか，“为了

会话练习”と“的”抜きの訳文も多くありました。これは“为了会话的练习”と同
様，客語を用いていないために「目的の実現を目指す表現文」としてはふさわしく
ありません。
　もう１つ，「中国人の友人」は“中国朋友”と表現しますが，“中国人朋友”とい
う直訳は通じません。また“中国的朋友”の“的”は省略した方がより自然です。
　≪参考訳文≫　为了练习会话，他总是跟中国朋友说话。

　　　　　　　　为了练习会话，他经常跟中国朋友聊天儿。

（57）彼女はなだめればなだめるほど激しく泣いた。
　“越……越……”（……すればするほど……である）を用いて相関関係を表す複文
を作ります。
　まず文中の「なだめる」は，「穏やかにする」とした“平息”“使平静”ではなく，
「機嫌をとる」という“劝解”“安慰”“哄”のいずれかを用いて表現すべきです。
次に「なだめればなだめるほど泣く」は“越……越……”を用いて“越劝越哭”と
なるわけですが，問題は「激しく泣いた」という部分で，“激动地哭”“激烈地哭”“号

啕大哭”のように連用修飾語として訳すべきか，それとも“哭得厉害”のように様
態補語として訳すべきかという点です。前者は泣いた方式を表すのに対して，後者
は泣いた程度・様態を表しますので，ここでは様態補語を用いる必要があります。
残念ながら半数以上の答案は連用修飾語として訳していました。
　その他，“她越劝越哭得厉害了。”とした訳文がありました。様態補語を用いるべ
きであることはよく分かっておられるようですが，２番目の“越”の位置が違いま
す。もし様態補語を作る“得厉害”がなければ問題ありませんが，ここでは“她越

劝哭得越厉害了。”というように，２番目の“越”を様態補語“厉害”の前に置か
なければなりません。
　≪参考訳文≫　她越劝哭得越厉害了。

　　　　　　　　我越安慰她，她哭得越厉害。

翻訳添削
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（58）わたしが部屋に入ると，すぐ先生は腰掛けるように言った。
　「（…に）…するように言う」という使役文ですので，使役表現を作る“让”か“叫”
を用います。
　２つの事柄が緊密につながって起こることを示す「……すると，すぐに……する」
という構文は，中国語では“一……就……”と翻訳するのが一般的です。“一”も“就”
も２つの事柄の主語の後に置かなければならないので，「すぐ先生は……」は“就

老师……”ではなく“老师就……”と翻訳しなければなりません。またこの構文に
完了を表す助詞“了”を用いる場合，後の事柄の動詞の後に置かなければいけない
ので，“我一进了房间，老师就……”は減点しました。
　それから“我一进去房间……”とか“我一进来房间……”というような誤訳が多
く見られました。この文では方向補語の“去”と“来”を用いても構いませんが，
ただ，方向補語の前の動詞が客語を取る場合，客語が場所を表す語であれば，“去”
あるいは“来”は客語の後に置かなければなりません。つまりこの文では“去”あ
るいは“来”を客語である“房间”の後に置き，“我一进房间去……”か“我一进

房间来……”と訳せば問題がありません。
　≪参考訳文≫　我一进房间，老师就让我坐下了。

　　　　　　　　我一进房间去，老师就让我坐下。

　　　　　　　　我一进房间，老师立刻叫我坐下了。

　　　　　　　　我进了屋里，老师马上让我坐下。

（59）きみは払うと言っておきながら，どうして今まだ払わないのか。
　“既然……，怎么／为什么……（呢）”（……でありながら，どうして……なのか）
を用いて因果関係を表す複文を作ります。
　「払う」を２回用いるこの文では，まず前の「払う」を“付钱”か“交钱”のよ
うに，客語の“钱”を入れて訳さないと何を払うのか分かりません。しかし，この
“钱”を繰り返し使うと語呂がよくないので，後の「払う」は動詞“付”か“交”
だけで表現したほうがよいでしょう。
　「今まだ払わない」の訳は“现在还不付”も“现在还没付”も正解としました。
ご存じの通り，同じく否定形であっても，“不付钱”は「払わない」，“没付钱”は「払
わなかった」ですが，「まだ……しない」となると “还不……”も“还没……”も
用いられます。“还不……”は「払おうとしないという主観的な意志」，“还没……”
は「払っていないという客観的な事実」を強調しますが，どちらも動作・状態の変
化を否定する意味になりますので，ニュアンスが多少異なっても，両方とも用いる
ことが可能です。
　≪参考訳文≫　既然你说要付钱，怎么现在还不付呢？
　　　　　　　　你既然答应交钱，为什么还没交呢？
　　　　　　　　你说好了要付款，为什么到现在还不支付呢？
 （文責：髙部千春）
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“红” と “黑” を冠した色彩語

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

　従来から中国語の中に色彩語は豊富である。“分红”（配当），“白卷”（白紙の答案），
“黑市”（闇市），“黄色刊物”（エロ本），“蓝领工人”（ブルーカラー）など色で表す
語が実に多彩である。しかも,新しい色彩語が時代の変化とともに生まれるので，
色彩語を通して中国社会の側面を窺うことができる。今回は“红”と“黑”を冠し
た語を拾ってみよう。
　昔から中国人が最も好ましいとする色は“红色”である。中国語において，伝統
的に赤い色には縁起のよいこと，めでたいことを象徴する意味があるからである。
祝儀には“红包”（赤い紙で包んだお金）を贈る。旧正月には玄関に“红灯笼”（赤
いちょうちん)を下げる。また，事業が初めから順調に進むことは“开门红”，運が
たいへんよいことは“走红运”という。
　ことばの性差の視点から見ると“红”は女性を表現する語になる。美しい女子は
“红颜”，美女の涙は“红泪”，女子の華麗な住まいは“红楼”と呼ばれる。
　現代中国においては“红”はプロレタリア革命のシンボルになった。文化大革命
の時代に“红太阳”は毛沢東の代名詞となった。また，先進人物は“红旗手”，結
成された青少年組織は“红卫兵”という。もちろん，“文革”の終焉とともに，こ
の類のことばも死語となった。
　やがて革命より経済を重視する改革開放の時代になると，革命のシンボルとして
の新語はあまり見られなくなった。とはいえ，最近，“红色旅游”（赤い観光旅行）
が盛り上がりを見せている。共産党史跡を観光資源として組織的に旅行者を受け入
れ，革命史跡をテーマとする観光事業を指す。
　また，つい最近，重慶市が推し進めている“唱红歌”（革命歌を歌う）という運
動が大きな反響を呼んだ。文革時を思わせる一大思想教育キャンペーンだとネット
上で批判の声が高かったが，どうも愛国主義教育を高揚するために全国規模に広が
っていきそうな勢いである。
　この“唱红歌”と同時に重慶市は“打黑”（マフィア撲滅）キャンペーンも発動
した。この２大キャンペーンのお陰で“打黑唱红”という新しい熟語が誕生してい
る。
　“黑”は石炭や墨，あるいは夜の色で，人に重苦しく，暗い感じを与えるので，
縁起の悪さや悪辣，恐怖，非合法，過ちなどを象徴している。悪事をはたらくこと
は自分や家族の顔に“抹黑”（泥を塗る），心根が悪辣なのは“黑心肠”，是非や善
悪を区別しないことは“黑白不分”，無許可または不法営業のタクシーは“黑车”，
非合法な組織は“黑社会”と黒で合成された語は数多くあるが，いずれも“红”と
反対で，マイナスのイメージがわく。

新しいことばと古いことば

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   14001_016_中国語の環_1C_213K.indd   14 11.8.4   11:36:13 AM11.8.4   11:36:13 AM



第88号　中国語の環 15

読者の広場

「中国語遊歩道」を読んで

琉球大学非常勤講師　朱　虹

　中検のトップページに「中国語遊歩道」というアイコンがあり，そこをクリック
すれば，「上野先生と歩こう―中国語遊歩道　中国のことばと文化Ⅱ」の画面に切
り替わり，2011年５月13日現在，198回分の文章ファイルが詰まっており，無料で
公開されています。画面上の目立たない小さな「中国語遊歩道」というアイコンは，
まるで秘密の扉のようです。
　日本語と中国語の言語表現の機微に触れながら，先生の後について行き，迷い道
を楽しんだり，落とし穴を覗き込んだり，まさに楽しいことばの散歩道です。しか
し，時には，土竜（もぐら）になった気分を味わいます，先生は言葉の深層を掘り
下げるからです。先生の文章の背後に日中両国の無数の古典や現代の書籍が見え隠
れします。先生は漢文や古典の知識教養を丁寧に抽出し，時間をかけて熟成させ，
独特な語り口の優しい文面を通して読者に伝えます，エキスが滴るように。どこか
で耳にしたことのある故事や典故の断片が先生の文章で繋がり，なんとなく気にな
っていた歴史人物が，先生の絶妙な描写で生き生きと蘇るのです。一方，読めない
語彙や知らない知識や表現が，必ずどこかに散りばめられているため，しばしば骨
を折ります。そういう時は，電子辞書やら，百科事典やら，インターネットの知恵
袋やらを駆使して，齧（かじ）るのです，前歯が折れるほど残酷ではないけれど，
決して容易くはありません，だからこそ，周辺知識を補いながらやっと理解した時
の喜びは，まさに“不亦乐乎”（マタ楽シカラズヤ）であります。
　先生は決して押し付けたりはしません，その寛容さや柔軟性は読者にとって居心
地がいいものです。一方，学問に対する揺るぎない信念や綿密な思考や考察が窺え
る時は，こちらまで気が引き締まり，姿勢を正します。また，たまにですが，お気
に召さない「やから」を揶揄したり，昨今の可笑しな社会現象に対し，容赦なく警
鐘を鳴らしたりして，実に痛快です。「脱線」や「余談」もまた妙趣が横溢し，読
んでいて思わず微笑んでしまいます。
　健筆を振って，先生は毎週新しい文章を送り出しています。わたくしは基本的に
は，中検のホームページで公開する「中国語遊歩道」で精読するようにしておりま
す。書式やデザインが工夫されていて，とても読み易いからです。待ち切れない時
は「サーチナ・アカデミー」というキーワードを入力し，一足先に公開される「サ
ーチナ」の「著名人，有識者による寄稿コラムの殿堂」の中の「日本語と中国語」
を閲読します。
　今日もサーチナで「私の好きな名句・名言」⑼『「忘年の交わり」孔融と禰衡（で
いこう）』を拝読しました。孔融に関しては，『三字経』で“融四岁，能让梨”の文
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言を通しての，上っ面の知識しかなかったので，この際，調べました。一方，禰衡
という人物は，なぜ人々に憎まれていたのか，先生の文章で，手に取るようにわか
りました。文章の中で「私は圭角が多く」という表現があり，「圭角（けいかく）」
で引っかかり，確認していたら，中国文化に繋がりました。中国語では“圭角”
（guïjiäo）と言います。そういえば，子供の頃，耳にしたことのあることばですが，
音から，私は勝手に“龟角”と誤解していたのです。決してカメさんに角がはえて
いるとは思ってはいないけれど，言葉を詮索せずに今日に至っていたのです。この
ような勘違いは，自分の中にたくさんあるように思います。先生の文章はこの類の
誤解や勘違いを正してくれます。
　それにしても，私は毎回のように先生の文章で「新出単語」に出会います，きっ
と先生が意図的に出会わせていることでしょう。先生の文章は，日本語を勉強する
中国人や，中国語を勉強する日本人のみなさんに，知識を伝授すると共に，思索す
るヒントを与え，自ら勉強するきっかけを提供してくれているように思います。

日中友好の最前線に

青山　絵美

　この度は，中検30周年，おめでとうございます。
　早いもので，スピーチコンテストからもう５年経ちました。あの頃小学６年生だ
った私は，今では高校２年生です。
　思い返せば，あんなに大きな賞を頂けて，本当に光栄なことだったのだなと思い
ます。ありがとうございました。これからも日中友好の最前線に立てる人間を目指
し，努力していきますので，宜しくお願いします。
　これから暑くなっていきます。みなさま，お体にお気を付けてお過ごしください。

　青山絵美さんは，2006年10月に東京・千駄ヶ谷の津田ホールで開催された日本中
国語検定協会創立25周年記念中国語スピーチコンテストにおいて理事長特別賞を
獲得されました。上の文章はこのほど協会宛に頂いたお便りを転載させていただい
たものです。 『中国語の環』編集室

『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。

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   16001_016_中国語の環_1C_213K.indd   16 11.8.4   11:36:13 AM11.8.4   11:36:13 AM


