
中国語辞典について

折敷瀬興

　今年は倉石武四郎先生の三周忌を迎える。

先生が残された『日中辞典』編纂の仕事は，

牛歩のごとく，遅々としているが，確実に，

少しずつ進んでいる。一日も早く脱稿して完

成させ，先生のご霊前に報告し，重責をはた

して，解放されたい。

　先生との最後の仕事はr日中辞典』のこと

ではなく，『岩波中国語辞典』のことであっ

た。r岩波中国語辞典』が増刷されるたぴに，

先生からお呼ぴがかかり，つね日頃，気がつ

いた問題点を逐一先生に申し上げた。先生は

どんな小さな，ささいな問題でも，耳を傾け

られ，いちいちノートされた。と同時に，先

生から矢つぎぱやに質間を浴ぴせられ，先生

にしぽられ，いじめられ，あげくのはては宿

題を頂戴して帰るありさまだった。そして，

翌日研究室に出勤すると先生が待ち構えてお

られるのである。『岩波中国語辞典』の重訂

は，すぺて先生ご自身の手でおやりになられ

ていた。ちょうど三年前（先生のなくなられ

る一年前），先生が長らく病床について，体

が少し回復された時であった。先生から，

『岩波中国語辞典』が増刷されるので，問題

点があるのならン原稿にしてくれるようにと

いう依頼をうけた。私はビックリした，こん

なことは今まで一度もなかったことである。

先生は体が大分およわりになっていたのであ

る。しかし，出来た原稿を持って，先生のお

宅に伺うと先日お会いした時のよわよわしい

　病人とはうってかわって，いつもの先生の姿

　に戻って，目を輝かせて待っておられた。午

　後6時から10時近くまで百項目に近い問題

　点を先生は一気にかたづけられた。その間，

　私は先生の疲れを感じ何回となく休むように

　おすすめしたが，先生は席を立とうとはされ

　なかった。奥様に話しても，奥様も半ばあき

　らめ顔で「いいんですよ」rいつもそうなん

　ですよ」とやさしく答えられるだけである。

　終った時にはほっとした。さすがに先生はグ

　ッタリした様子だった。帰途，先生の中国語

　に対する，愛着というか執念というか，あの

　y1sl馳g6u　deiingsh6n（一銘不的萄精神）に，

　ただ脱帽するばかりであった。戦前戦後五十

　年間のイバラの道を歩いてこられ，清貧に甘
’

　んじ，生涯を中国語と中国語教育に献げてこ

　られた先生の姿を思い浮かぺると，胸に押え

　きれないものがこみあげてくる。これが先生

　との最後の仕事になろうとは夢にも思わなか

　った。少なくとも，r日中辞典』が完成され

　るまでは，先生に元気でいてほしかった。

　　その時の出て来たあやまりの実例を通して，

　現代中国語の辞書をつくるにあたって，注意

　すぺき事項を幾つかにまとめてみる。

　一、まことにわかりきったことであるが，

中国語を漢字としてではなく，ことばとして

とらえる。hany丘（汲悟）は漢語にあらず。

例えば＝



shanyむ山芋［名］やまいも。ム

8h且ny血　山芋［名］さつまいも。

lld註ngao　鵡（鶏）蛋樵［名］茶碗むし。

占

ji“直ngao鴻（鶏）蛋樵［名］中国風の

カステラo

　船och6ng　造成［動］1作りあげる。“

盆och6ng造成［動］1作りあげる。

［動］1ひきおこす。～le　zh乾h6ng　h6ugu6

（～了逮秤后果）＝このような結果をひき

おこした。▲

　ねocheng　造成［動］ひきおこす，まね

く。…

　曲o▲d1拍（掃）地［動］（床や地面を）は

く，掃除する。dゑshui～（打水～）＝水を

打ってはく。…山

　磁o▲di拍（掃）地・・s義shu｛～（洒水～）

＝水を打ってはく。…

一、用法の限定は，過不足なく。

例えぱ＝

li6例［動］1（泣くときに）口を横にひ

ろげる。…　▲

　1避　例［動］、口を横にひろげる。…

・沁▲diゑ11誤点［動］1時間におくれる。

占

　w馬面益n　誤点［動］1（汽車・バスなど

が）時刻におくれる。時間におくれる。

一、共通な概念であっても，背後の思考法

や用法が異なれば，しかるぺき例文を挙げて，

そのことを説明する。

例えぱ：

　馳i倍［量］倍数によって数えるとき。

　9shi3de3～（九是三的三～）＝9は3の

3倍である。9bi3dムliゑng～（九比三大

丙～）＝9は3より2倍だけ多い（9は3の

3倍だ）。6shi3de1～，y6k首yishu6

shi　li熱g～（六是三的一～，也可以読是函
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～）＝6は3の1倍であるが2倍だともい
　　　　　プ　　　　　　　　　　ノえる。dixi識duoshao　duoshao～（低下多

少多少～）ニとても低い。“

b色i　縮音［量］…　　6shi3de　liゑng～，yる

k6yi　shu66bi3da1～（六是三的丙～，

也可以悦六比三大一倍）＝6は3の2倍で

あるが1倍だけ多いともいえる。…　ム

b蕊倍［量］倍数によって数えるとき。

9shi3de3～（九是三的三～）＝9は3の

3倍である。¶w6し（カ），d6ngy丘（等干）

もshi（是）と同じように用いる。x道om註i

c磁n聴ngzengjiadao5一（小麦声量増加

到五～）＝小麦の生産量は5倍に増えた。

¶zengjiawei（土曾力ロカ），z（｝ngzhゑngdao（堆｝

長到）なども同じように用いる。xu6sheng

yムoshi　z壱ngjia　l1ゑng～jiむsh6ur6ngbuliゑQ

Ia（学生要是増加函～就牧容不了吻）＝学

生が3倍になったら収容できない。chゑnli一

ムng　b｛q£mi五n　zengilale5～（声量比去年増

加了五一）＝生産量が昨年にくらぺ6倍に

なったo　daolc　nlingni直n　riybngPin　yiding

huizh甑g1～（到了明年日用品一定会漂

一～ ＝来年は日用品は2倍になるにちが

いない。¶zengjia（増加），gui（貴）など

を用いる揚合は増えた部分についていう。

一、語の訳と例文の訳との関連。

例えば：

　xiangcha相差［動コ1へだたる。［名コ1

へだたり。～t註i　y磁n（～太逸）富距離が

遠すぎる。占

xiゑngchゑ相差［動］1へだたる。［名］1

へだたり。～t翫1y磁n（～太逸）＝へだた

りがありすぎる。▲

　xiangcha相差［名コ差，へだたり。～

tai　y磁n（～太近）＝差がありすぎる。

　shang上…［動］1（下に数をおいて）

一にのぽる2…達する。…yi　sh6u　j地～

・帖njin（一牧就～万斤）＝1度とりいれる
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のが一万斤といったところだ。▲

　8hゑng　上…［動］1…yi曲6u　jih～

wゑnjin（一牧就～万斤）＝とり入れると何

万斤にもなる。

　ch6ng称・秤［動］（竿秤などで）はか

る。［動］（肉や石炭をはかってもらって）

買う。～100jin　In6i（～一百斤煤）霊石炭

100斤買う。占

　chる皿9　称・秤［動］はかる。［動］（は

かってもらって）買う。g6iw6周100iin

m6i（給我～一百斤煤）＝石炭を100斤く

ださい。“

　ch6ng称［動］はかる。gるiw6～100

jin　m6i（給我～一百斤煤）＝石炭を100斤

ください。

一、語のr褒疑」の意味に留意する。

　p61a澱辣［形］1おてんばだ，おきゃ

んだ，はすっぱな，あぱずれの。nage

nuren　h6n～（那介人復～）＝あの女はたい

へんなあぱずれだ。ム

　P61a澱辣［形］1はすっぱな，あぱずれ

の。…　［形コ1闊達，意気さかん。tazu6shi

h甑～（他傲事彼～）＝彼の仕事ぶりはとて

も闊達だ。

　一、例文を採集する揚合，前後の文脈から，

切りはなしても，まとまった意味をもちうる

かどうかに留意する。

　1五ideji来得及［動］1まにあう。…zig邑

de　d6ngxi磁・m6i～ne（自↑几的東西込

没～児）＝自分の品物だって間にあってい

　ないんだよ。▲

　1酊deji来得及［動］1まにあう。…zig6r

de　d6ngxi　hゑi　m6i～m酊ne（自企几的東

西込没一契児）＝自分のものだって買う暇

　がないんだよo

　一、本義と転義或いは古義と今義の比重。

例えぱ：

　hai▲yゑn　害眼［動］目ざわりになる。

w6xiゑn　ta～（我嫌他～）＝おれはあいつ

が目ざわりでこまる。…　▲

　h直i▲y益n　害眼［動］目をわずらう。

［動］目ざわりになる。…

　m血min　牧民［動コ5民をおさめる。“

　mhmin　牧民［名］遊牧民。

　r岩波中国語辞典』によって，広がった中

国語学習のすそ野をさらに広めるためにも，

この大切な倉石先生の遺産を活用し，改善を

していかなけれぱならない。これはわれわれ

中国語教育にたずさわる者の責務である。次

に列挙してあるのは，私の気がついた問題点

の一部とそれに対する修正意見である。本来，

倉石先生のご意見を仰ぐぺきことであるが，

先生がなくなられた今日，皆さんのご批評を

仰ぎ，一層の充実をはかりたい。

　b畠f崩　白費［動］むだに使う。“

　bゑif獣　白費（費）［動］むだについやす。

～hqi（一力『）＝骨折り損。

　b6ishuir白水几［名］（醤油などの入

らない）ただの水。“

　磁ishui白水［名］さゆ。

　b軌chi奔馳［動］4奔走する。ム

　b6ncM　奔馳［動］2駆ける。はしる。

b壱n▲ming　奔命［動］、やたらにとぴこ

んで生命にかかわることをしでかす。ni

jln　xiachuゑng，b已n　sh6nme　ming　ya～

（侮尽階閲，奔什仏命冴）＝むやみにとぴこ

みやがって生命が惜しかねえのか。▲

　ben皿ing奔命［動］4奔命する。pi　y丘

一（疲子～）＝奔命に疲れる。

　b6n＾ming奔命［動］1必死にやる，命

がけでやる。nijinxiachuゑng，bさnsh6nme

ming　y計（弥尽隠圓，奔什仏命啄）＝そん

な無鉄砲に何をしでかそうというのだ。

b司ian　不見［動］なくなる，いなくな



る。taj地～le（勉就～了）＝あの子はすぐ

にいなくなった。［動］あわない。duOn溢n

～1e（多年一了）＝ながいことおあいしな

かったね。占

　b丘jial1不見（見）［動］いなくなる。

yi　zhu益ny五n　ta　jih～1e　（一鞍目艮舞也就～了）

＝あっという間に彼女はいなくなった。

［動］なくなる。z6me　w6de　b道o～le（急

仏，我的表～了）＝あれ，僕の時計がなく

なった。［動］逢わない。du6niゑn～1e（多

年～了）＝ながいことお逢いしなかったね。

　ch5c腿6差錯［名］1あやまち，まちが

い，いきちがい。m6玉～（没～）＝ぬかりは

ない。［動］1まちがいをおこす。占

　chacu6　差錯（差錯）［名］あやまち，

まちがい，いきちがい。zh丘nb益om61～

（准保没～）＝まちがいないことを保証する。

chO　le一（出了～）＝まちがいをおこした。

　c董sh5刺奈（殺）［動］2刺し殺す。ム

　dsha刺兼（殺）［動］刺し殺す。［名］

銃剣術。

　一a6sh並　倒数［動］逆算する。占

　da6s聴倒数［動］後から数える。一

d距r　pゑi（～第二排）＝後から数えて二列

目。～diyi　ming（～第一名）＝びり。

　da6shむ　倒数［名］逆数。

　dn就　抵頼［動］1（罪を）人になすりつ

ける。▲

　d｛1滋抵頼（頼D［動］いいのがれをす

る。しらをきる。

　duit6u　対扶（封頭）［形］正確である，

ちゃんと合致している。zきi　tムidush諭g

b丘｛＜在恣度上不～）＝態度がどうもよく

ない。ta　shu6de　h6n～（他説得根～）寓彼

のいうのは本当に正確だ。…　ム

　duit6U　対芸（封頭）［形］正しい。理

にかなう。順当である。悟ngxiang～jih

m6ly6u　wさntl（方向～就没有同題）＝方向

が正しければ問題はない。ta　shu6de　h6n一
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（他悦得根～）＝彼のいうのは本当に正しい。

z註1taidush註ng　b丘～（在恋度上不～）＝態

度がどうもよくない。…［動］気があう。

taliゑpiqi　z6ng　b丘～（他個脾へ、恵不～）＝

あの二人はどうもうまがあわない。

　一uixiang　対（封）象［名］対象（結婚の

あいて，犯罪の対象など）。“

　duixi註ng対（封）象［名］1対象。［名］

恋人，結婚のあいて。ta　y｛jing　y6u－le

（他己経有～了）＝彼にはもう恋人がいる。

zh酌～（戎～）＝結婚あいてをさがす。

　鯨ngu5　飯鍋［名］飯をたく鍋。［名］

パンの種，職業。“

　亀ngu6飯鋼（飯鍋）［名］飯をたくか

ま。［名］生計の道，飯の種，職業。

　fまnx通翻修［動］2煉瓦を張った建築

を改修する。心

　fallxiu　翻修［動］（家屋・道路などを）

全面的に改築・改修する。

　　　プ　fh▲yuan夏（復）員［動］軍をもとの

体勢にかえす，復員する。＾

　fUyu五11笈員（復員）［動］復員する。

　fh▲y面n［r］夏（復）原DL］［動］1もと

にもどす。ム

　f血▲y磁n　夏（復）原・夏（復）元［動］も

との姿にもどす，もどる。［動］回復する。

shOnti一（身体周）＝健康が回復する。

　gu就hua　怪話［名］あやしい話。△

　gu註ihぬ怪活（話）［名］怪しい話。［名］

不平。ta　jing　shu6～（他浄悦～）二彼は不

平たらたらだ。

　　ノ　hこiren　黒人［名］、（政治的な意図で）

もぐりこんできた人間。

　hるir6nr黒人兀［名］黒んぽ，ニグロ。ム

　h6ir6n　黒人［名］黒人。［名］日陰者。

　k6uw前　口味［名］食物についての好

み。…　～h6n　gao（一根高）＝目がこえ

ているo…　占

　k6uw色i口味［名］食物についての好
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み。…　～hるn　gao（～根高）＝舌がこえて

いるo－

　k丘▲b董z巽鼻子［動］2涙を流してわん

わん泣く。占

　kU▲biz巽鼻子［動］1べそをかく。n鎗e

砿iz　ai～（那李核子愛～）＝あの子はなき

虫だ。

　m益or6ngr6ng毛茸茸［形］1毛むくじ

ゃらだ，もじゃもじゃした，ふわふわし

た。占

　mゑor6ngr6ng毛茸茸［形］（毛・草など

が）やわらかく，密生しているさま。

　P6xi6　破鮭［名］破れぐつ。〔名］4（女

をののしるとき）あぱずれ。ム

　p6xi6破轄［名］ボ・ぐつ。［名］4売女。

　げ　ren人［名］人間ンひと。…園面ng

sh6ng　tian（～定腔天）＝人の力がそろう

と自然に打ちかつ。…　“

　ノ　ren人［名］人間，ひと。…～（ling

sh舳g　tial1（～定駐天）＝人間のカはかな

らず自然に打ちかつ。…

　rib5n　日班［名］1日直。＾

　rib且11　日班［名］日勤。

　8h酌hi設施［名］2手段，処畳。“

　sh壱shi没（設）施［名］施設。

　8huδzui説虜［動］・自慢する。懐gen

w6～（他眼我～）＝あの人は僕に自慢する。

占

　shu6zui悦噛（説嘱）［動］自慢する，

ほらを吹く。bi6～，11ishish1（別～，侮試

拭）＝ほらばかり吹いていないで，やって

ごらん。［動］・口論をする。樋胎Qgen

r6n～（他好眼人～）＝彼はやたらに人と口

論をしたがる。

　tu6ch溢n　脱芦（産）［動］　職揚を離れ

るo▲
　tu6ch益n　脱声（産）［動］生産現場から

離れる。生産にたずさわらない。～g註nbむ

（～干部）＝專從者。¶行政，党，組合など

のo

　tu5diムo脱揮［動］1脱落する，落伍す

るo▲
　tu6di乱o脱悼［動］脱ぐ，脱ぎすてる。

［動］逃れる。ぬけ出す。

　tu61u6脱落［動］2落ちる，落伍する。

“

　tu61u6脱落［動］落ちる，脱ける，は

がれる。

　x議ngt6ng　想通［動］思想が改造され

てしまう。占

　xi激gt6ng想通［動］納得する。w6－

1e（我～了）π納得が行きました。ta　lゑo

x道ngbut6ng（他老想不通）＝彼は一向に

納得しない。

　xi邑oc活or　小草几〔名］1カンニング。

肱一（打～）＝カンニングをする。ム

　xiゑochaor小抄九［名］、カンニングペ

ーバー。磁～（打～）＝カンニングをする。

　xint6ng心疹［動］1（金鏡を）大切に

する。（子どもなどを）愛する，かわいそ

うに思う7惜しむ。～tadczaoyむ（一地的

遭遇）二彼女の不運に同憎する。“

　x血t6ng心疹［動］可愛がる，惜しむ，

大事にする，同情する。tan義inaizui～垣

（他効妨最～他）＝おぱあちゃんは彼を一番

可愛がっている。hu乱Φゑn　ta　ji心～（花銭

他就～）＝彼は身銭をきりたがらない。…

　z6Uxiムng走向E動］（…の）方へ歩い

ていく。～chejian（～車間）＝作業室にむ

かっていくo△

　z6uxiムng走向［動］赴く，向かう。～

n6ngc負n（～衣村）＝農村に赴く。～fゑnr6ng

（～繁莱）＝繁栄に向かう。nゑnb首i～（南北

～）＝南北に走っている。

注：ゴチック体のabcαは『岩波中国語辞

典』の最新刷りを示す。・一マン体のabcd

は旧刷り或いは修正案を示す。▲は修正の経

過を示す。…は省略を示す。


