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まねは力なり

日本中国語検定協会理事・中京大学　張　勤

　もう遠い昔，大学で日本語を習っていた時のことだが，当時，朝から日本語の授
業がぎっしりとあって，授業の名称も日语精读，日语泛读，日语会话といろいろ種
類があった。なにしろ１クラス16人はほぼみんな日本語は初学なので，どの授業も
最初は发音や基本句型ばっかりだった。一日で日本語がぺらぺらしゃべれるように
なりたい雄心壮志を持ちながらも枯燥无味の授業に耐えるしかなかった。
　印象が深かったのは，复述という方法がとられていた授業だった。先生も別に今
日でいうとネイティブスピーカーとかではなく，中国人の若い先生だった。50分が
一つで連続した二つの授業時間は，ひたすら复述をするだけだった。
　复述の方法は単純だ。先生がある日本語の短文を言うと，学生は全員でまたは一
人一人でそれを繰り返すだけだった。途中で言えなくなった学生がいれば，考えさ
せるとか叱るとか先生は何もせずに，その学生を席に立たせたまま，次の学生に続
けさせる。次の順番で正しく言えたら，立ったままの学生はやっと座る。罰付きと
も感じさせられるこの方法では，負けられないと，単純に先生が言っている文を繰
り返す枯燥无味の授業なのに，みんな真剣だった。コピー機がほとんどなかった時
代なのでプリントはもちろん配られない，また板書もしない授業なので，先生が言
ったすべての短文を自分のものにしようと，順番が来るまでは，学生はひたすらメ
モを取る。私語はもちろん言語道断の行為で，ぼうっとする者も皆無の緊張ぶりだ
った。「日本語から日本語へ」だけではない。先生の言う短文を何巡か繰り返した後，
今度は，言われた中国語文を日本語に訳したり，日本語文を言って中国語に訳した
りして授業が続けられた。
　授業後，学生同士で会話練習をするのが日課だった。二人一組で毎日1時間ほど
だが，会話と言っても，コミュニケーションになる会話などできもしないので，た
だ授業で言わされた短文をお互いにぶつけ合っていただけだった。真剣に教室に座
り，向かい合ってするグループもいたし，広大なキャンパス内を散歩しながらする
グループもいた。たまに自分で辞書や教科書で覚えてきた表現を「お洒落」に使っ
たりもするが，とても自由に操ることができず，結局は授業で覚えた短文の言い合
いに戻ってしまう。
　このようにして１年生，２年生が過ぎると，覚えている短文もだいぶ増え，さら
に毎朝欠かさずに大声で朗読している教科書も見ずに言えるようになっているの
で，だいぶ会話らしい会話もできるようになり，日本語で書かれた原著も少しかじ
ることができるようになった。
　教科書以外のものを漁ると，勉強していない文法や表現に出合う。そこで自分で
文法書や辞書を調べるが，たいていそれで解決する。しかし，たとえば「～しなけ
ればならない」と「～しなくてはならない」とか，「～しなければいけない」と「～

巻頭エッセイ
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第91号　中国語の環 3

しなくてはいけない」とか，さらに「～しなくてはならない」と「～しなくてはい
けない」とかの違いとなれば，どう頑張っても無理だった。しかたなく先生に教え
を乞う。しかし先生の返事はいつも我也不知道というかなり「無責任」なものだっ
た。でも次のアドバイスは必ず我也不知道のあとに続けられる。
　　不要问为什么，不要问怎么会的，你只要记住怎么说就可以了。

それはすなわち理屈を考えないで，その表現をそのまま記憶するという复述の原理
ではないか。复述を心得ているクラスメートは思い思いの方法で只要记住怎么说の
努力をする。私は自分で文法ノートを作ることにした。理解できない文法や表現に
出合ったら，文法書や辞書の説明を一通り写した後，自分で原著から見つけた用例
を三つ写しておき，それらの用例を暗記することにする。その表現を使うときは，
暗記した用例のニュアンスに照らし合わせて修正を行う。不思議なことに文法書や
辞書の説明よりも用例を暗記することで，関連する文法も意外と簡単に覚えてしま
う。その上，用例からその文法や表現の微妙なニュアンスまで身についてしまう。
一旦そうなれば，他の表現との違いを上手に説明できなくてもその表現は上手に使
えるようになるので，もう他の表現との違いをことばで説明して覚える必要はない。
それぞれの微妙なニュアンスを「身体的」に覚えているからだ。
　ことばを理屈ではなく，「身体的」に覚えるようにしているので，読む日本語も聞
く日本語もその微妙なニュアンスがよくわかり，外国語の醍醐味が味わえるように
なってきた。そのためか，クラスメートはおおよそ２年生の後半，かなり早い時期
から日本語の原著を読み始め，外国語としてではなく，「身体的」に覚えたことば
として楽しみ始めた。ある日，日本語の知らない友人と何か話をしたら，キョトン
とした反応したので，聞いたら，私が日本語で話しかけていたのだという。それを
聞き，しめた！と思った。自分の母語を介さずにその外国語を母語のように自然に
口から出るようになれば，その外国語を習得する見込みはあると思っていたからだ。
　何十年も経った今日は，CDがあり，電子辞書があり，ユーチューブがあり，ネ
ットを見れば外国語の文はいくらでも飛び出してくる，コンビニに行けば，中国人
のお姉さんやお兄さんに会える。自分が勉強していたのはテープレコーダもビデオ
もまたテレビもほぼなかった時代だった。勉強に使うことが可能な手段は，このよ
うな「身体的」で「アナログ」な方法しかなかった。今日から思えば，当時の条件
は貧弱で話にならないが，逆にそのおかげでちゃんと正しい方法で日本語の勉強が
できた。クラスメートのいまの活躍ぶりから考えれば，このような方法は外国語学
習の有効な方法であると断言できる。
　复述とは，いわば鹦鹉学舌のようなインプット学習法である。外国語学習は結局
まねであるということに尽きる。発音はもちろん，単語の使い方も文法や表現も理
屈抜きにしてその外国語の言い方のまねすればゲットすることになる。まねの熱心
さはゲット数と比例する。まねしなければ，いくらCD やら個人レッスンやら良い
条件や設備があっても宝の持ち腐れとなるだけ。デジタル時代になったが，外国語
の学習はやはり「まねは力なり」であると私は信じる。
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２音節語の声調の組み合わせ（２）

『中国語の環』編集室

　中検４級および３級の試験において，これまでに声調の組み合わせを問う問題と
して出題された単語の一部を整理してみました。今回は動詞を中心に選んでありま
す。いずれも基本的な語彙ばかりです。繰り返し音読して２音節語の声調の組み合
わせを身に付けましょう。意味は各自辞書を引いて調べてください。
〈軽声について〉　軽声になる音節の前にはchuãng･huのように・印を付けてある。
mŒ･qïnのように・印の後の音節に声調が付いているものは，その音節が場合によ
って軽声にも非軽声にも発音されることを示しています。

いくつできましたか？
 以下はおよその目安です。

80％以上 60%以上 40%以上

３級レベル ４級レベル 準４級レベル

過去問に学ぶ

1　第１声＋第１声
　□参观　cãnguãn

　□出差　chÆchãi

　□发烧　fãshão

　□干杯　gãnbëi

　□关心　guãnxïn

　□加班　jiãbãn

　□开车　kãichë

　□听说　tïngshuõ

　□增加　zëngjiã

2　第１声＋第２声
　□安排　ãnpái

　□帮忙　bãngmáng

　□欢迎　huãnyíng

　□坚持　jiãnchí

　□交流　jiãoliú

　□开门　kãimén

　□要求　yãoqiú

　□支持　zhïchí

3　第１声＋第３声
　□发展　fãzhän

　□交往　jiãowäng

　□开始　kãishœ

　□缺少　quëshäo

　□修理　xiÆlœ

　□邀请　yãoqœng

4　第１声＋第４声
　□帮助　bãngzhù

　□发现　fãxiàn

　□关照　guãnzhào

　□拍照　pãizhào

　□批判　pïpàn

　□生气　shëngqì

　□说话　shuõhuà

　□希望　xïwàng

　□相信　xiãngxìn

　□消费　xiãofèi

　□需要　xÆyào

　□招待　zhãodài

5　第１声＋軽声
　□答应　dã･ying

　□商量　shãng･liang

　□收拾　shõu･shi

　□休息　xiÆ･xi

　□知道　zhï･dào

6　第２声＋第１声
　□读书　dúshÆ

　□滑冰　huábïng

　□结婚　jiéhÆn

　□离开　líkãi

　□研究　yánjiÆ

7　第２声＋第２声
　□回答　huídá

　□留学　liúxué

　□流行　liúxíng

　□团结　tuánjié

　□学习　xuéxí
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第91号　中国語の環 5

8　第２声＋第３声
　□滑雪　huáxuå

　□游览　yóulän

　□游泳　yóuyöng

9　第２声＋第４声
　□承认　chéngrèn

　□从事　cóngshì

　□服务　fúwù

　□合作　hézuò

　□结束　jiéshù

　□决定　juédìng

　□联系　liánxì

　□留念　liúniàn

　□同意　tóngyì

10　第２声＋軽声
　□觉得　jué･de

　□咳嗽　ké･sou

11　第３声＋第１声
　□打工　dägõng

　□广播　guängbõ

　□主张　zhŒzhãng

12　第３声＋第２声
　□保存　bäocún

　□点名　diänmíng

　□解决　jiåjué

　□举行　jŒxíng

　□旅行　l xíng

　□旅游　l yóu

　□起床　qœchuáng

　□取得　qŒdé

13　第３声＋第３声
　□表演　biäoyän

　□处理　chŒlœ

　□打扫　däsäo

　□减少　jiänshäo

　□理解　lœjiå

　□了解　liäojiå

　□洗澡　xœzäo

　□影响　yœngxiäng

　□展览　zhänlän

14　第３声＋第４声
　□把握　bäwò

　□比较　bœjiào

　□打字　däzì

　□反对　fänduì

　□反复　fänfù

　□访问　fängwèn

　□改变　gäibiàn

　□感谢　gänxiè

　□鼓励　gŒlì

　□讲话　jiänghuà

　□考虑　käol‚

　□理发　lœfà

　□跑步　päobù

　□请客　qœngkè

　□讨论　täolùn

　□想念　xiängniàn

　□演奏　yänzòu

　□长大　zhängdà

　□掌握　zhängwò

　□准备　zhŒnbèi

　□走路　zöulù

15　第３声＋軽声
　□喜欢　xœ･huan

16　第４声＋第１声
　□爱惜　àixï

　□放心　fàngxïn

　□录音　lùyïn

　□上班　shàngbãn

　□退休　tuìxiÆ

　□下班　xiàbãn

17　第４声＋第２声
　□调查　diàochá

　□放学　fàngxué

　□复习　fùxí

　□告辞　gàocí

　□换钱　huànqián

　□认为　rènwéi

　□入学　rùxué

　□上学　shàngxué

　□赞成　zànchéng

18　第４声＋第３声
　□拜访　bàifäng

　□进口　jìnköu

　□跳舞　tiàowŒ

　□阅览　yuèlän

19　第４声＋第４声
　□爱好　àihào

　□爱护　àihù

　□报告　bàogào

　□毕业　bìyè

　□锻炼　duànliàn

　□放假　fàngjià

　□贡献　gòngxiàn

　□继续　jìxù

　□见面　jiànmiàn

　□建设　jiànshè

　□介绍　jièshào

　□看病　kànbìng

　□利用　lìyòng

　□录像　lùxiàng

　□命令　mìnglìng

　□散步　sànbù

　□上课　shàngkè

　□睡觉　shuìjiào

　□下课　xiàkè

　□照相　zhàoxiàng

　□住院　zhùyuàn

　□注意　zhùyì

　□祝贺　zhùhè

20　第４声＋軽声
　□告诉　gào･su

　□认识　rèn･shi
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“在沙发上坐着” と “坐在沙发上”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯 暁琨
　

　“在＋場所”（以下“在Ｌ”と記す）は動詞の前に位置する“在Ｌ－Ｖ”と動詞の
後に接する“Ｖ－在Ｌ”という二種の使い方があります。また，同じ“在Ｌ－Ｖ”
と“Ｖ－在Ｌ”でも動詞が動態的な動作であるか,状態的な動作であるかというこ
とによって，両構造の差異もでてきます。そのため,“在Ｌ－Ｖ”と“Ｖ－在Ｌ”は，
　１“在Ｌ－Ｖ動”と“Ｖ動－在Ｌ”（“在黑板上写字”と“字写在黑板上”）
　２“在Ｌ－Ｖ状”と“Ｖ状－在Ｌ”（“在沙发上坐着”と“坐在沙发上”）
の二つに分類されます。前回は１“在Ｌ－Ｖ動”と“Ｖ動－在Ｌ”の違いについて
考察しましたが，今回は２“在Ｌ－Ｖ状”と“Ｖ状－在Ｌ”を取り上げます。例えば，
⑴他在沙发上坐着。（彼はソファーに座っている。）
⑵他坐在沙发上。（彼はソファーに座っている。）
例⑴と⑵は動詞“坐”が状態化した動作であり，ともに，「彼はソファーに腰掛け
ている状態にある」ことを言います。日本語の訳文でもなかなか区別をつけること
ができません。これをイラストにすると，
右のように同じ絵しか描けないはずです。
反対に右の絵を中国語で描写するという
試験問題を出されたら，⑴も⑵も正解とみなす
しかありません。このことから“在Ｌ－Ｖ状”と
“Ｖ状－在Ｌ”は，客観的には，同一の事態を表していることが分かります。
　しかし，同じく客観的な事態を述べていると言っても，両構造に差異がないわけ
ではありません。その差異は捉えられた事態にあるのではなく，事態に対する話し
手（表現者）の捉え方にあります。“在Ｌ－Ｖ状”は〈状態化した動作〉に焦点を
当てて捉えられた事態を表すのに対し，“Ｖ状－在Ｌ”は〈事物の位置する空間〉
に焦点を当てて捉えられた事態を表しています。例えば，例⑴では話し手は“坐着”
を際立たせ，“他”が“坐着”という状態であることに関心を寄せていますが，⑵
では話し手は“在沙发上”を際立たせ，“他”が“沙发上”という位置にいること
に関心を寄せています。
　このような差異は両構造の否定の範囲を観察すれば，分かりやすいです。例えば，
⑶ａ　别在沙发上坐着！ 快去写作业吧！
　　　（ソファーに座っているんじゃない。早く宿題をやりなさい。）
　ｂ？别坐在沙发上！ 快去写作业吧！
⑷ａ　别坐在沙发上！ 要吃饭坐椅子上去！
　　　（ソファーに座っているんじゃない。ご飯を食べるなら，椅子に座りなさい。）
　ｂ？别在沙发上坐着！ 要吃饭坐椅子上去！

紛らわしい文法表現
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第91号　中国語の環 7

例⑶ａ“别在沙发上坐着！”では“坐着”が否定の対象であり，後に接する文は“坐

着”のかわりに，違う動作“写作业”を提案しているが，一方，例⑷ａ“别坐在沙

发上！”では“在沙发上”が否定の対象であり，後に接する文は“在沙发上”の代
わりに，違う場所“椅子上”を提案しています。それぞれ自然な発話ですが，文脈
を逆にした例⑶ｂと例⑷ｂは不自然に感じられます。両構造の否定の範囲も話し手
が意識的に当てている焦点が違うことを証明しています。
　両構造はこのような差異があるので，適応する前後関係も違ってきます。以下の
文脈では両構造を交換することはできません。
⑸ａ　为了减少消耗，我尽量多在床上躺着，这样可以少吃些。

　　　 （消耗を減らすために，私はできるだけベッドで寝ております。こうすると
食べる量を減らすことができます。）

　ｂ？为了减少消耗，我尽量多躺在床上，这样可以少吃些。

⑹ａ　晚上睡觉时，像躺在冰窖里，我冷得实在受不了。

　　　（夜寝ている時，氷室に寝ているようで，寒さにどうしても耐えられなかった。）
　ｂ？晚上睡觉时，像在冰窖里躺着，我冷得实在受不了。

　例⑸ａでも⑹ａでも話し手であり主語でもある“我”が異常な状態にあるという
ことを表しています。しかし，例⑸ａではその異常さは寝ているべきではない時間
でも“躺着”という状態であることにあり，場所に関しては，たとえ“在床上”で
はなく，畳みの上であっても同じことです。ですから，“在床上躺着”は適切であ
るが，“躺在床上”は不自然です。一方，例⑹ａではその異常さは寝ている場所が
普通考えられない“冰窖里”のような所であることにあり，動作に関しては，たと
え“躺着”ではなく，“坐着”であっても同じことです。そのため，“躺在冰窖里”
は適切であるが，“在冰窖里躺着”は不自然です。
　二回にわたって，“Ｖ動”か“Ｖ状”かによる，“在Ｌ－Ｖ”と“Ｖ－在Ｌ”の差
異を考察してきたが，動態的な動作であるか，状態的な動作であるかという分別に
ついて，説明を付け加えなければと思う。“在Ｌ－Ｖ”では「Ｖ＋着」は動作を状
態化できるので，“在Ｌ－Ｖ着”にある動作はすべて状態的な動作です。一方，“Ｖ
－在Ｌ”の動詞は文脈によって変わります。例えば，
⑺爸爸一进屋，就坐在了沙发上。

　（お父さんは部屋に入ると，すぐソファーに座りました。）
⑻爸爸坐在沙发上，我就不敢在沙发上玩了。

　（お父さんがソファーに座っているから，私はソファーの上で遊べなくなりました。）
　同じ動詞“坐”であっても，⑺では動態的な動作であり，“沙发上”は“坐”の
動作が到達した位置であるが，⑻では状態的な動作であり，“沙发上”は話し手が
関心を寄せる部分です。

参考文献：

張国憲・盧建（2010）「“在＋处所”状态构式的事件表达和语篇功能」『中国语文』第６期

木村英樹（2011）「中国語文法研究にみる認知言語学の成果と課題」『中国語学』258号
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絵で見る成語（11）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

丧家之犬　sàng jiã zhï quän

喪家（そうか）の犬；帰るべき家を
持たない犬。身の置き所をなくして、
あちこちさまよい歩いている人のた
とえ。

僧多粥少　sëng duõ zhõu shäo 

坊主が多いのに粥（かゆ）は少ない；
物が少ないのに分配を願う人が多す
ぎて供給しきれない。娘一人に婿八
人。“粥少僧多”とも。

看图学成语

塞翁失马　sài wëng shï mä

塞翁（さいおう）が馬；人生におけ
る禍福・吉凶の転変は予測しがたい
ということのたとえ。人間万事塞翁
が馬。

三顾茅庐　sãn gù máo lú

三たび茅廬（ぼうろ）を訪れる；礼
を厚くして人を迎えることのたと
え。三国時代、蜀の劉備が諸葛孔明
を軍師に迎えた時の故事から。

杀鸡吓猴　shã jï xià hóu

鶏を殺して猿を驚かす；一人を罰し
て他の見せしめにする。“杀鸡给猴

看”とも。

山珍海味　shãn zhën häi wèi

山海の珍味；山や海でとれた珍しい
食べもの。海の幸と山の幸。“山珍

海错”とも。
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第91号　中国語の環 9

少见多怪　shäo jiàn duõ guài

見聞が少ないので何を見ても珍しが
る；世間知らずである。

身败名裂　shën bài míng liè

地位が失われ、名誉にも傷がつく；
地位も名誉もなくなる。

生龙活虎　shëng lóng huó hŒ

生気はつらつたるさま；生き生きし
ているさま。きびきびしているさま。
竜虎さながら。

手不释卷　shöu bù shì juàn

手から書物を離さない；読書や勉学
に励むことの形容。“釈”は離す，“巻”
は書物。

守株待兔　shöu zhÆ dài tù

株（かぶ・くいぜ）を守りて兎を待
つ；労せずして幸運にありつこうと
すること。また、旧い習慣や経験に
こだわって融通がきかないこと。

水中捞月　shuœ zhõng lão yuè

水中に月をすくう；まったく望みの
ない努力をすること。むだ骨を折る。
“海底捞月”（häi dœ lão yuè）とも。

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   9001_016_中国語の環_1C_213K.indd   9 12.9.14   5:38:31 PM12.9.14   5:38:31 PM



10

どこがおかしい？なぜおかしい？
　　──「日文中訳添削講座」から（17）

（69）今晩，わたしは何人かの親しい友達を食事に招く。
　依頼を表す動詞を用いて兼語式の文を作ります。
　「食事に招く」の部分では「招く」に注意が行きがちで，“招待”と訳した解答が
ありましたが，“招待”は“招待客人”（お客をもてなす，客を招待する）という形
で文が完結してしまいます。これに「食事に」という表現を加えようとすると，「招
待し，食事をごちそうしてもてなす」といささか冗長な文となってしまいますので，
「招く」＋「食事をごちそうする」の表現で最も適当な兼語式の“请／邀请……吃饭”
を使います。よってここでの訳は，“请／邀请几个好朋友一起吃饭”となります。
　また「親しい友達」は“好朋友”のほかに，「気心の知れた友人」という意味で
の“知心朋友”，「昔からの友人」の“老朋友”のいずれを用いても構いません。
　≪参考訳文≫　今晚，我请几个好朋友（老朋友／知心朋友）吃饭。

（70）彼はうっかりしていて犬にかみつかれた。
　「かみつかれた」とありますので，受け身文であることがわかりますね。“被”を
使って受け身の表現を作ります。
　解答で一番多かったのは，「犬にかみつかれた」という部分を“被狗咬了”とし
たものでした。動詞を裸のまま使ったものですが，これでは表現が不十分です。通
常は「（かまれて）怪我をする」という意味の“伤”を結果補語として加えて，“被

狗咬伤了”と表します。
　このように，受け身文の動詞はふつう結果補語を伴います。例を挙げますと，“自

行车被小王骑走了”（自転車は王君に乗って行かれた），“那个苹果被他吃掉了”（そ
のリンゴは彼に食べられた）などです。
　また，さらに意味を補足して“咬了一口”と訳すこともできます。これは「がぶ
りとやられた」という意味になります。ただしこの場合，かまれたその瞬間を表現
しているため，結果補語も使って“咬伤了一口”とすることはできませんので注意
してください。
　≪参考訳文≫　他不留神被狗咬伤了。

　　　　　　　　他不小心被狗咬了一口。

（71）転職したり，退職したりで，うちの事務所の古くからの同僚はほとんどいなく
なった。
　“或……或……”“或者……或者……”（…か，あるいは…か）などを用いて選択
関係を表す文を作ります。

翻訳添削
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第91号　中国語の環 11

　「転職する」を“转业”と訳した人がいました。一部の日中辞典にはそのように
出ていますが，中国で“转业”という語は，一般に軍人が兵役を終えて民間の職業
に就く時に使われます。“改行”“跳槽”“换工作”などを用いるのが適当でしょう。
　また，「ほとんどいなくなった」を“已经都没有了”とする解答が多く見られま
した。“没有了”は，一般的に「物がなくなる」もしくは「人間が亡くなる」こと
をいうのに使われます。本題では“几乎都不在了”を用いるのが妥当です。
　≪参考訳文≫　或改行或退休，我办公室的老同志几乎都不在了。

　　　　　　　　或者换工作或者离休，我们办事处的过去的同僚几乎都走了。

　　　　　　　　有的跳槽，有的退职，事务所的老同事没剩下几个了。

（72）勝負事に強くなろうと思ったら，負けることに平気にならないといけない。
そもそも，平気でいられる人だけが強くなるのである。
　一見すると難しい語句や文法はなさそうですが，翻訳の腕前を試すことができる
問題ではないでしょうか。
　「勝負事」は「勝ち負けを争う技」または「とばく」という２つの意味を持って
いる語ですので，“比赛”“竞赛”または“赌注”“赌输赢”のいずれを用いても正
解としました。しかし「…に強くなろうと思ったら」と合わせて翻訳するのが難し
いですね。“要想会／善于比赛”“要想会／善于赌输赢”などとした誤訳が目立ちま
した。このような表現自体はありますが，“要想……”と合わせて表現する場合に
は少し工夫が必要です。まず，“要想成为……的人”の形で表現することができます。
“成为会（善于）比赛”とした答えは文が終わっていませんので，“……的人”と組
み合わせて用いなければなりません。他に，下の参考訳文①のように“要想在……
中取胜（获胜）”という形で表すこともできます。
　２か所の「平気（である）」は“不在乎”“不介意”“冷静”“镇静”などの訳語が
考えられますが，難しいのはその後の「…にならないといけない」または「…でい
られる」という部分と合わせて表現する場合，どうしても意訳しなくてはならない
ことです。
　「そもそも」は使い方によって様々な表現がありますが，それぞれ微妙にニュア
ンスが異なります。本題の場合は“毕竟”“说到底”“说来”“其实”のいずれかで
訳すとよいでしょう。
　最後の「強くなる」は“变强了”と直訳することはできません。この“了”を変
化を表す意味で用いる場合，“变”と併用できないためです。ここでの「強くなる」
は“有发展”“增强实力”“成为强者”などを用いて表すことができます。
　≪参考訳文≫　① 要想在比赛中取胜，就得具备不介意输赢的心境。毕竟只有达到

这种意境的人才可能成为强者。

　　　　　　　　② 若要成为会赌注的人，就必须做到冷静地对待胜负。说到底，能

够保持镇静的人才会增强实力。

 （文責：髙部千春）
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“白” 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

　先には中国語の「五色」の中の“赤”“黑”“青”“黄”を取り上げたが，今回は
残りの“白”を拾ってみよう。
　“白”はその字形の“日”に由来する。日光は白色だからということである。古
代人は“白”が五方の「西」に属し，冷たい風の吹いてくる方向であり，「万事休す」
を表す。そこで，白色が不吉で，悲しみや哀悼の意を象徴し，伝統的に葬儀にまつ
わる色だと漢民族は見なしている。葬式をするとき，死者の家族は“白衣”（白い服），
“白裤”（白いズボン），“白鞋”（白い靴），“白帽”（白い帽子）を身につけ，“白花”
（白い花）を挿し，哀悼の意を表す。いわゆる“披麻带孝”（白い麻の服を着て喪に
服する）である。今でも葬儀場には，死者に敬意や追悼の意を表するために白い“挽

联”（死者を追悼する対句）を掛け，白い“花圈”（花輪）を捧げることが一般的で
あるため，葬式を“白事”ともいう。
　古代では庶民の服に飾りものがなかったことから，“白衣”は庶民の代名詞であ
った。現代に至って“白衣”の代わりに“白丁”と言うが，もともと科挙に合格し
ていない人をたとえる語であった。この意味を示す“白”で合成された常用語に“交

白卷”（白紙の答案を提出する），“喝白开水”（白湯を飲む），“一穷二白”（経済的・
文化的に立ち後れている）などが挙げられるが，“打白条”（手書きの仮領収書を出
す）という90年代の流行語もこの類の新しい俗語であろう。
　ロシアのプロレタリア革命の影響を受けて，白色は反動的なイメージになってし
まった。国共内戦の時代に，共産党の“红军”に対し，国民党の軍隊は“白军”，
その“白军”の支配地域は“白区”と呼ばれた。この思考方式は新中国の成立後も
変わらなかった。文革までに学問や業務の面では優秀でも政治に無関心な人を“走

白专道路”と批判した。
　色彩に対する感覚や意味合いは文化の発展に伴って変化しつつある。西洋文化の
中で「高潔，純粋さ，素朴さ」を示す「白」は中国語にも見つけることができる。“白

马王子”は結婚相手を求めている女性にとっては理想の男性のことである。“白衣

天使”は医療や看護に当たる人を賛美することばになる。“白色收入”（正当な報酬）
は“灰色收入”（不透明な報酬）に対応して最近生まれた色彩語である。このような
慣用語はいずれも白色をプラスの意味と見なしていることは言うまでもない。さら
に，“黑白分明”（善悪がはっきりしている）や“混淆黑白”（正邪が入り混じっている）
のように，マイナスのイメージを表す“黑”の反対語としてできた連語も見られる。
　なお，昨今，ビニール・プラスチック・発砲スチロールなどの廃棄物による環境
汚染がますます深刻になりつつある中国では，その白いゴミを“白色垃圾”，この
新しい社会問題を“白色污染”とマスコミが頻繁に報道し始めている。

新しいことばと古いことば
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読者の広場

中国語に文法はない？
　佐藤晴彦

　去る３月10日に関西大学で開催された中検創立30周年記念全国講演会の最終回に，
上野恵司理事長，内田慶市理事とともに筆者も講演を行なった。講演後にフロアか
ら，「今日のお話を伺っていると，中国語の学習には諳誦などが強調され，あまり
文法の話が出てこなかったのですが，中国語には文法はないのですか？　英語なら
５文型と言われているが，中国語は文型がいくつですか？」という質問を受けた。
　筆者は講演の中で文法の重要性も説いたつもりであったが，どうもそれが伝わっ
ていなかったらしいということが分かり，自らの表現不足を感じると同時にその質
問者に納得してもらえるような返答が咄嗟に浮かばず，「文法のない言語はありま
せん」としか返答できなかった。その後，「どう言えば納得してもらえるか」を考
えてみた。以下，それを述べてみたい。
形態変化　「文法」という語を聞いて一般の人々が思い出すのは，英語，ドイツ語，
フランス語を初めとする，いわゆるインド・ヨーロッパ語に属す言語でしょう。イ
ンド・ヨーロッパ諸語における特徴というのは，数，時制，格などによる語形変化
で，I，my，me，mineとかder，dessen，dem，denなどです。インド・ヨーロッパ
諸語を学ぶ際，最初にみっちり覚えなければならないのが，こうした形態変化であ
り，わたしたち日本人には，これこそが「文法」だという意識があります。その意
味ではロシア語などはその最右翼とも言っていいくらいです。何しろ，固有名詞も
格変化するわけですから。
　またアルタイ諸語に分類される日本語では，「てにをは」に代表される格助詞が
あり，動詞には活用変化があります。そう，「五段活用」とか「カ行変格活用」と
か習いましたね？
　一方，中国語はどうでしょう？　このような形態変化が全くありません。ですか
ら，形態変化がないという意味で「中国語には『文法』がない」というのは当たっ
ています。しかし，「文法」というのは決して「形態変化」だけを指しているわけ
ではありません。
語順と “搭配”（組み合わせ）　中国語は孤立語と言われていますように，似たよう
な形をした漢字がズラズラ並んでいるだけです。こういう言語では，語と語がどう
いう関係でつながっているか，どういう語順になっているかが重要で，それが正に
中国語における「文法」なのです。語と語のつながりですから，いわゆる“搭配”
が要となり，語順が重要になってくるわけです。
　語と語の間には何も見えませんが，その間は眼に見えない糸でつながっています。
眼に見えない糸が訓練によって見えてくる，だから何度も聞き，何度も真似をする
という学習方法が効果を発揮するわけです。
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　一つ例を挙げましょう。“上”という語は，《现代汉语词典》で，26個の語義に分
類されています。それが例えば“电视”と一緒に使われる場合を考えてみましょう。
２語の結びつきは２つあります。“上”が後に置かれた❶“电视上”と“上”が前
に置かれた❷“上电视”の２つです。❶であれば，「テレビの上に」という意味に
理解され，❷であれば，「テレビに出る」という意味に理解されます。それは，“上”
が名詞の後に使われると，「方位詞」の用法と理解され，名詞の前に使われると，「動
詞」の用法と理解されるのが普通の理解だからです。
　もちろん，“上”の動詞としての用法は“上电视”だけでなく“上街”“你上哪儿去？”
などとなれば，この“上”は「行く」という意味に理解されるでしょう。これは間違い
なく中国語にルールがあるから，つまり「文法」があるからであって，勝手に解釈す
るわけにはいかないのです。
　“上”に26個の語義があるというのは，“上”には26本の糸があり，それが“电视”
と結びついたら，「姿を表す」という糸が活躍し，“街”と結びついたら，「行く」
という糸が活躍するということになるわけです。
　ですから，「中国語には文法がない」ではなく，「中国語の文法は，インド・ヨー
ロッパ諸語のような形態変化中心の文法ではなく，語順と語と語のつながりによっ
て表されている」と言えるわけです。
文型　中国語の文型を解説したものに，范暁主編《汉语的句子类型》（書海出版社，
1998年）というのがあり，単文18個，複文４個の計22個に分類しています。しかし，
それは英語で習ったＳ＋Ｖといったパターン化されたものではなく，「連動述語文」，
「“把”構文」，「“被”構文」という機能的分類であり，しかも22個という数であれば，
英語のように簡単に覚えられるものではありません。この点でも，中国語の「文法」
は英語などとは異なるものです。 （日本中国語検定協会理事・神戸市外国語大学）

中検30周年記念の講演を聴いて
池田純子

　社会人になり，教授のお話を聴講できる機会がないことから，３月の関西大学に
おける三先生の講演は非常に興味深いものとなりました。
　まず，内田教授の講義では，日本語をそのまま中国語に訳すことが難しいことが
分かりました。「白線内にお下がりください」は，意味を「内」と「外」とが逆に
なることがあるとは驚きです。英語でもさまざまの例をあげてくださり，とても興
味深く聞くことができました。
　次に，佐藤教授には音読の大切さを教えていただきました。やはり，音声として
発したものは，記憶に残りやすいと実感していたので，大変共感いたしました。佐
藤教授が学生の頃に暗記された中文を朗読してくださり，これには非常に感動いた
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しました。イントネーションから情景を思い描けるような，そんな素晴らしい朗読
でした。
　最後に協会理事長の上野先生，自分が好きだからといって人にカレーライスを押
しつけてはいけないというたとえ話も印象に残りました。中国語だけではなく，そ
こから良い感じに脱線し，さまざまな楽しいお話を教えてくださいました。「着る」
という単語は，どうしてあのような漢字を書くのか不思議に思っていたのですが，
先生がご教示くださった「“穿”は筒状のものを突き抜ける」意だというご説明で，
二度と忘れない単語のひとつに加えられました。

中国語のエキスパートへの道のり―自分のルート
　児野道子

　中検を受験される方々はそれぞれの目的や目標を持って受験勉強をされているこ
とと思います。仕事で即必要な方，将来翻訳や通訳の職業をめざしている方，旅行
先で使えたら，大学で中国語を選択しているから等々。
　皆様も色々と勉強法を試みておられることと思いますが，発音の原則，基本文法，
基本単語などの一通りの入門，初級段階を経て，中級レベルに達して以降の学習方
法がなかなか思うように進まないと悩んでおられる方も多いのではないでしょう
か。ネイティブという頂上の完全制覇は困難としても，自分は今この山の何合目あ
たりにいるのだろうか，これから先の攻略法は？……と。
　中国と国交が回復される以前，私が中国語の勉強を始めた頃は，辞典―もちろん
紙のです―には音訓索引もなく，ただひたすら読めない字を漢和辞典で探すように
偏や画数で根気よく探し，電子辞典のある今から考えれば辞書引きに今の何倍も時
間が必要でした。音声教材など現在と比べるべくもありません。伊井健一郎先生が
貴重なテープを繰り返し聴いて勉強された体験を書いておられましたが，私もたま
たま中国映画を見る機会があれば，耳をすまして「聴き」，暗がりで後で判別でき
ないようなメモをとっていました。
　近年は日本の学校での語学教育も実用面，専門性が重視されるようになってきま
した。中国語も中級レベルに到達後は，読解力の方は辞典を手に努力すれば，新聞
でも小説でもどんどん読めるようになるかと思います。聞き取りや会話，作文など
の表現面をどのようにして習得していくかですが，文字から入ってくれば簡単に理
解できるものでも，音声になると耳が慣れないうちはなかなか聴き取れませんね。
表現もごく簡単な日本語を，いざ中国語で言おうとすると……まず日中辞典を繰り
返し引くことになります。この面でも様々な学習ツールがある現在は，短期留学や
日本の学校での授業を受ける他にも，自分で中国語の環境をととのえて学習を続け
れば，かなりのレベルアップが可能になりました。販売されている音声教材やラジ
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オ，PC等でも色々な番組が見られるようになりました。NHKラジオの第２放送の
夕方の中国語ニュースは日本語のものと内容が大体同じですから，慣れてくると聴
き取りやすくなりますし，ウェブ上で原文を確認することもできます。DVDや衛
星放送も強い味方でしょう。衛星放送のスカパー！の場合，チューナーなどの初期
投資と毎月の視聴料が必要となりますが，耳と目から同時に入るナマの中国社会，
ナマの中国の人たちというリアルタイムの言語環境は学習者にとって理想的なもの
といえましょう。字幕の出るものが多いのでとても助かります。スカパー！の中国
語放送は以前は５局ありましたが，最近はCCTV（中央テレビ）と香港の鳳凰（フ
ェニックス）の２局になりました。ニュース，インタビュー，ドラマ，スポーツ，
演芸，ドキュメンタリ，健康……様々な番組があります。〈百家講壇〉（古典講座），
〈走遍中国〉（観光），〈天天飲食〉（料理），〈今日説法〉（犯罪例と法）などの興味深
い番組がありますよ。
　お陰様で中検は30周年を迎えることができましたが，25周年記念の弁論大会で優
勝した学生さんは，自分で編み出した勉強法を紹介していました。彼女の専攻は英
語でしたが，主としてPCで中国語ニュースを聴いて，不明な単語やフレーズは即
辞書で調べてメモする，中国語で日記をつける，ひとりごとも中国語で……，とい
ったものでした。幣原外交で知られる幣原喜重郎の英語力は達人の域のものと言わ
れましたが，彼は在英時代新聞の社説の和訳→再英訳の練習を毎日続けたそうです。
榎原茂樹先生はかつて電車の中吊りを見て，これは中国語で何と言うんだろうと考
えながら語彙や表現を増やしていかれたそうですが，日本のTVや新聞等に出てく
ることばの海の中で意識的に中国語の語彙や慣用表現力を蓄積していくことによっ
て確実に実力をアップできるでしょう。そして自分の中国語のストックを試すチャ
ンスがあるとさらにいいですね。時間が許せば例えば地域の中国の方の病院などへ
の付き添いのボランティアや帰国者の子女の学習支援などの活動もありますね。
　外国語の学習によって日本語も正確になっていきますね。中文和訳，和文中訳ど
ちらの場合も，この場面で果たして自然でピッタリな訳語は？というのが難しくて
いつも悩むところです。耳が記憶している中国語がスッと出てくれば嬉しい。中検
の受験者には中国語を母語とされる方々もいらっしゃいます。日本語がネイティブ
でない方で日本語もほとんど完璧な方が多くなりましたが，日本語の語尾活用，助
詞や助動詞，訓読み，送りがな，敬語などをマスターするのは非常に困難なことと
察せられます。
　昨年は災害の年でしたが，“女足”（n zú―女子サッカー）や“天空树”（Tiãnkõngshù

―スカイツリー）完成の嬉しいニュースもありました。自分の工夫とペースで中国
語を読み，聴き，話し，書き，中国の文化や社会を知るべく自分のルートを登って
ください。「自然に使える中国語」の習得をめざして，加油！
 （日本中国語検定協会名誉理事）
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