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時間詞“当 ”についてのノート
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１．“当

”について

中国語の時間詞“当时”を日本語に翻訳する場合，そのまま「当時」
，もしくは「その時」
といった表現で置き換えるのが一般だろう。“当时”は「過去に何らかの事柄が起こった時
間」を指すものと認識されている。
《现代汉语词典 第６版》p
.
2
6
0より引用
【当时】dā
ngs
hí ①［名］时间词。指过去发生某件事情的时候：～不清楚，事后才知道｜他
这篇文章是１
９
３
６年写成的，～并没有发表
（現代漢語詞典【当时】の訳

①名

時間詞。過去にある事柄が発生した時間を指す。：そ

の時ははっきりしていなかったが，後になって分かるようになった│彼のこの文章は１
９３
６年
に書かれたものだが，その当時発表されることはなかった）
《现代汉语常用词用法词典》p
.
2
3
5より引用
当时【名】过去发生某件事的时候。作主语，定语。作定语必带“的”
。
发生火灾的时候，大家都吃饭去了，当时屋子里没有一个人。／这篇文章发表在当时的“新华
日报”上。／听说我被录取了，当时的高兴劲儿，真无法形容
尚未发生的事情，不能用“当时”
。下面句子“当时”错用：
＊

你快去吧，他当时肯定在等你。／＊当时 (等 )照相的时候，我在告诉你 ,现在别问了。

（現代漢語常用詞用法詞典【当时】の訳

過去にある出来事が発生した時。主語や連体修飾

語になる。連体修飾語になるときは必ず助詞“的”を伴う。
火事が起こった時，皆食事に出かけていて，当時部屋には誰もいなかった。／この文章は当
時の『新華日報』で発表されたものだ。／私が取材されるということを耳にして，当時のそ
の気持ちの高ぶりようは，言い表せないほどだった。
未発生の事柄では，
“当时”を使うことはできない。次の文は“当时”の誤用である：
＊

はやく行こうよ，彼が当時きっと君を待っているから。／＊当時写真を撮る時になったら，
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私がそう言います，今は質問しなくてもいいですよ。
“当时”については，時間に関係する“那时”
“这时”といった類似表現と比較考察する先
行研究は存在する。赵欣瑞（２
０
１
３）は“当时”を“只用于指过去发生某件事情时的时间（何
らかの事が過去に発生した時間を示す用法のみである）と位置付け，“这时”については
“指离说话时近的时间，常用来指代说话时或事情发生的时间（発話時から近い時間を指す，
”，“那时”については“指离说
発話時あるいは事態が発生した時間を表すのに常用する注１）
话时远的时间，常常指过去的某一时间，也可指将来的某一时间（発話時から離れた時間を指
す，普通は過去のある時間を示すが，未来のある時間を指すのにも用いる）
”とそれぞれ説
明している。これら３語について数直線様に図示し，留学生による誤用分析を通じてその差
異を教学上分かりやすく指摘している。また赵欣瑞（２０
１３）の末尾ではそれらの差異がもた
らす“承接功能（つなぎ機能）”に見られる性格の違いにも触れ，“当时”については“用于
叙述过去事情的句子，其所承接的前后两部分一般都会有特定的事情或时间的限制（過去の事
柄を叙述する文に用い，それがつなぐ前後２カ所には一般に特定の事柄や時間の制限があ
る）
”と，そのつなぎ機能について述べている。ただこの“承接功能（つなぎ機能）
”につい
ては半ページにも満たない，また例文も伴わない形で簡潔な説明がされているのみである。
しかし様々な“当时”の用例を見ていくと，日本語の感覚では思いつかない使われ方もあ
り，それは恐らく“承接功能（つなぎ機能）”や時間・場所感覚の違いが，中国語・日本語
の中にあるためと推察される。
後述のように日本語では「当時」が用いられない場面であっても，中国語において“当
时”といった形で現れるのは何故か，“当时”のそもそもの使用条件は何か。その手がかり
を得るため考察するのが本稿の目的である。
なお本稿は過去のある時間を指す“当时”dā
ngs
híとその類似表現を考察対象に取り上げ
るものであり，同じ“当时”dā
ngs
híであっても，“白露早，寒露迟，秋分种麦正当时注２（白
露では早すぎ，寒露では遅い，秋分が麦蒔きには良い時だ）
”といった「ちょうど良い頃合
い」を意味する用法は考察対象としない。また声調を異にする“当时”dà
ngs
hí
（「直ちに，
すぐさま」の意味）も同じく考察対象から外すものとする。

２．スレッドタイトル等に見る“当

”
，その日中比較

人生において常識的に１～２回程度しか行わない動作行為や事態には，例えば大学受験
だったり結婚などがあったりするが，こういった事について思い出したりする場面において
は，中国語では“当时”等の時間表現が相当多く見られるのである。
先ず例文として，インターネット上の掲示板（BBS）における，中国の大学受験が関係す
るスレッドタイトルを挙げる。共起している時間表現の使い方に注目されたい。
注１

発話時を「現在の発話時／過去の発話時」と分け，過去の発話時と近接して何らかの事態が発生した

ものが後者の意味合いとなる。
注２

例は《现代汉语辞典第６版》【当时】の項②より。“白露”“寒露”そして“秋分”はいずれも二十四節

季を指す語。
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１）高考注３大家都是哪年高考的啊，当时分数多少啊（百度 BBS）
１）訳

高考のことだけど，みんな何年に高考受けたのかな，?
?当時点数は何点だったか

な
２）大家都来爆一下自己当时的高考分数啊！注上省份，年份啊！（百度 BBS）
２）訳

みんな自分の当時の高考の点数を晒そうぜ！

省と受験年も併せて書くこと！

３）高考成绩出来了，还记得当年你高考考了多少分不？
（天涯 BBS）
３）訳

高考の成績が出てきたけど，?当時／＊その年の自分の高考が何点だったか憶えて

る？
４）【高考】还记得你们当年高考成绩吗……
（百度 BBS）
４）訳 【高考】?自分の当時の（＊その年の）高考の成績まだ憶えてるかな……
５）【高考】同志们还记得那些年你们的高考分数丫？
（百度 BBS）
５）訳

みんな＊その年の自分の高考の点数まだ憶えてる？
注４

６）８１
８ 当年你高考分数公布的那一天你在干嘛？
（天涯 BBS）
６）訳

?
?当時／＊その年高考の点数が出たその日に自分が何をしていたかを話してみない

か？
（豆瓣 BBS）
７）回想自己曾经的高考分数，你想对当时注５的自己说什么？
７）訳

自分のかつての高考の点数を思い出してみよう，当時の自分に何て言いたい？

“当时”以外にも“当年”“那些年”
“曾经”といった過去のある時間を示す類似表現が用
いられているが，いずれも大学受験の思い出についてネット上の掲示板で語り合おうと呼び
かけている意図のスレッドタイトルである。スレッドタイトルであるからして，会話におけ
る第一発話に相当する性格を有していると解釈できる。それぞれ添えた日本語訳で指示詞が
関わる「その～」「あの～」はスレッドタイトル≒第一発話においては何を指しているか不
明瞭であり，明らかに成立しないと考えられる。日本語の「当時」を使った訳についてはこ
の後で述べる。
中国語ネイティブスピーカーに，これらのスレッドタイトル原文から時間表現を除いた場
合，文成立はするのか，また言いにくくなったりはしないかとインフォーマントチェックし
たところ，非文となるほどではなく文の成立には問題ないということである。但しやや言い
にくくなるという感想を持つ傾向があり，時間表現入りのオリジナル形式がやはりより分か
りやすいとの反応を得た。
２）’大家都来爆一下自己φ的高考分数啊！注上省份，年份啊！
３）’高考成绩出来了，还记得φ你高考考了多少分不？
注３ “普通高等学校招生全国统一考试”の略語，中国の全国統一大学入学試験を指す。本稿ではそのまま
「高考」と訳す。
注４ “八卦一下”をくだいた表現で，ごく日常的な話題について語り合おうという場面で散見される言い
回し。“八卦”は広東語で「些細な事について語る」という意味を持つ。“八一八”の表記が多いが，時
にアラビア数字で“８１８”と書かれることも。
注５ “当时”が用いられているが，これは発話時点の自分自身と，大学入試時点の自分とを区別するため
に必須であると推察できるため，検討対象から外す。
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４）’【高考】还记得你们φ高考成绩吗……
７）’回想自己φ的高考分数，你想对当时的自己说什么？
ダッシュつきのこれらの例は，文成立はするが，φの箇所に時間表現があった方がより分
かりやすいということである。ネット上に数多存在する大学入試関係のスレッドタイトルの
中には，“当时”等時間詞を持たない例も存在するが，時間詞を持つ例に比してかなり少な
い。
８）正在上大学和上过大学的朋友，你们的高考总分和各科分数都是多少啊（百度 BBS）
８）訳

今大学に通ってる人また大学に通ってた人，高考の合計点と各科目の点数は何点

だったの
一方日本のインターネット BBS等における，似たような大学入試関係スレッドタイトル
を見てみると，「当時」等の時間表現を用いているものはほとんど見られない。
９）センター試験の点数をさらせ（したらば掲示板）
１０）センター試験の点数晒せ（２ちゃんねる掲示板）
１１）センター試験の思い出語ってけ（したらば掲示板）
１２）センター試験の思い出書こうぜ（ﾟ
＾）
/
（したらば掲示板）
１
３）#お前らセンター試験の思い出語れよ（ツイッターハッシュタグ）
逆にこれらの日本語スレッドタイトル等に対し，
「当時」
「その時」といった時間詞をプラ
スすると次のような形になるだろう。しかし第一発話的性格を考慮すると，９）
’１２）’のよ
うに質問を投げかけられた側は「当時とはいったいいつのことを指しているのか？」と感じ，
成立しにくいのではないかと感じられる。
９）’?
?当時／＊その時のセンター試験の点数をさらせ
１２）’?
?当時／＊その時のセンター試験の思い出書こうぜ（ﾟ
＾）/
１）～６）訳については，「自分の当時は～」といった修飾成分を伴う形式だと許容度は
高まると考えられるのだが，時間詞「当時」のみでは周囲に回答を呼びかけている第一発話
としての質問文ではかなり違和感が強い。
では大学入試の他に，人生で一，二度程度しか行わない「ごく限られた行為」の別の例を
考えてみよう。
１４）你当时怎么就决定结婚了？
（豆瓣 BBS）
１４）訳

?
?あなたは当時どうして結婚すると決めましたか？

１５）弱弱的问，当时姐妹们结婚，有彩礼没？
（妈妈网 BBS）
１５）訳ａ

＊

こっそり聞くけど，当時みんな結婚して，結納ってあった？
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こっそり聞くけど，みんな結婚した時，結納ってあった？

１６）请问：各位当时结婚要花多少钱？
（CSDN论坛 BBS）
１
６）訳ａ

?
?質問します：皆さん当時結婚でいくら費用がかかりましたか？

訳ｂ

質問します：皆さん結婚した当時いくら費用がかかりましたか？

１７）各位妈妈们你们当时结婚家里人都同意吗？
（摇篮社区 BBS）
１７）訳ａ
訳ｂ

?
?ママさんたちみんな当時結婚するのに家の人は賛成してくれたの？
ママさんたちみんな結婚する時家の人は賛成してくれたの？

１４）～１７）これらはいずれも“当时”がスレッドタイトルや相談質問の原文で用いられて
いるが，訳ａのように日本語「当時」を用いて訳すとこれはかなり成立が難しくなる。自然
な日本語表現を考えた場合，「結婚した時」「結婚する時」のように，「時間」に修飾語を付
けて限定する形が多いと考えられる。
中国語でも“结婚当时”といった［VP＋時間］の語順が使われている例は存在する。
１８）８４年结婚当时没有领证，现在要离婚。如何走法律程序？
（百度 BBS）
１８）訳 ８４年結婚した当時結婚証明書を受け取っていません。今離婚を考えていますが，ど
のように法律手続きを進めればよいでしょうか？
１９）我和我老公结婚当时是去民政局注６领的结婚证，可是现在要起诉离婚，他么说是不受法律
保护。请问是什么原因？
（华律网 Q&A法律相談）
１９）訳

私と夫は結婚した当時民政局で結婚証明書を受け取ったのですが，今離婚訴訟を起

こそうと考えています，でも夫は法律の保護は受けられないと言います。何が原因なのか教
えてください。
２０）一句话说出结婚当时的感觉？
（知乎 BBS）
２０）訳

結婚した時の感覚を一言で言い表すと？

２１）不淡定啦好幸福 !
!谢霆锋张柏芝结婚当时照片 !
!
!
(图 )
（天涯 BBS）
２
１）訳

びっくり驚き，お幸せに！！謝霆锋と張柏芝注７の結婚当時の写真だよ！！（画像説

明）
これらは日本語の感覚とあまりズレがなく分かりやすいが，“结婚当时”の後ろに続くの
は否定文だったり“是”構文のような動作性に乏しいもの，また構造助詞“的”で後続する
名詞を修飾するフレーズを形成したりで，やはり動作性とは関わりが薄いと考えられる。
“当时”の後続成分に動作動詞が続いている傾向が強い１
４）～１
７）と比較されたい。
さらに別の例を見てみよう。
２２）请问我当时买房银行让我签的补充协议是什么啊？
（华律网 Q&A法律相談）

注６

原文では“明政局”と書かれていたが，“民政局”の書き間違いと推察できる。例文では混乱を避け

るために誤字を修正した形で記している。
注７

芸能人カップルの名前である。
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２２）訳

?
?質問ですが当時家を購入するのに銀行が私に追加の協議書へサインをさせたの

ですがこれは何なのでしょうか？
２３）大家都来说说当时是什么原因买房的？我先来！（百度 BBS）
２３）訳

?
?みんな当時どんな理由で家を買ったの？

自分が先ず話すよ！

２４）生在７０后，过了而立之年人看自己当年买房，说说买房 .
.
.
（北京妈妈 BBS）
＊

２４）訳ａ

７０年代後半生まれで，３０歳過ぎの人，自分がその年（?
?当時）家を買ったこと

を思い出してみて，家の購入について話してみよう…
訳ｂ ７０年代後半生まれで，３
０歳過ぎの人，自分が家を買った時のことを思い出してみ
て，マイホームの購入について話してみよう…
８周岁，怎么交易呀？
２５）当时买房用小孩的名字买的，但是现在急用钱要卖注８，小孩不满１
（房天下 Q&A）
２５）訳ａ

?
?当時家を購入するのに子供の名前を使ったのですが，現在お金が必要になっ

たので売りたいと思います，子供が１
８歳に満たず成人していないので，どう取引したらよい
のでしょうか？
訳ｂ

家を購入する時子供の名前を使ったのですが，現在お金が必要になったので売り

たいと思っています，子供が１
８歳に満たず成人していないので，どう取引したらよいので
しょうか？
こちらも先に挙げた例と同様，第一発話としての性格を考えると，日本語訳では「当時」
といった時間表現を持ち出すよりも「～した時」と時間に修飾語をつけた形が収まりがいい
ことが分かる。
更にこのようなスレッドタイトル例もある。
２６）我国第１位女留学生金雅梅当时留学于哪个国家 （百度 BBS）
２６）訳ａ
訳ｂ

?我が国初の女性留学生金雅梅は当時どの国に留学したのですか
我が国初の女性留学生金雅梅はどの国に留学したのですか

中国の教育史における歴史的な人物に関する質問であるが，日本語では２
６）訳ａのような
「当時」を用いる必要性はほとんど感じられず，２６）訳ｂのような形が言いやすいだろう。
一方中国語では“当时”の使用が好まれるのはこれまでの例と同様である。
大学受験に結婚にマイホーム購入に留学，いずれも常識的に考えれば人生において一度か
二度ぐらいしか行わない動作行為ばかりである。それらが発話者にとって実現済みの事態で
あるならば，“当时”が特定の時間を指すことは発話者の中では当然のことである。しかし
不特定の相手に向かって質問を投げかけているスレッド作成者側にとっては，“当时”が特
定の時間を示す情報は持ち得ないはずである。スレッドの質問に答える側の人物が「高考を
受験した」「結婚した」「家を購入した」
，それらの動作行為を行った時は人によってまちま

注８

原文では“买”（＝買う）と書かれていたが，文意からして声調違いで発音が共通する“卖”（＝売

る）のタイポと考えられる。例文では混乱を避けるために誤字を修正した形で記している。
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ちだからである。
日本語における「当時」は，第一発話，特に質問文などにおいては，話し手聞き手双方が，
その時間が何を指しているか絞り込む情報を持っていないとかなり使いにくいのではと考え
られる。そのため「自分の時」「センター試験を受けた当時」「結婚した時」「家を購入した
当時」のように，絞り込む情報を与えるため，連体用修飾語を「（当）時」に纏わせた表現
が安定感を持つのだろう。またそもそも時間表現を用いずとも文が安定する傾向が強い。
「センター試験の点数晒そうぜ」と言われたら，それは聞き手自身が受験した特定の一回
（二，三回のこともあるだろうが）におけるセンター試験のことだと確実に理解できるのだ。
一方中国語においては，
“当时は義務的に使用が求められるわけではないが，
「あったほう
が良い」と中国語ネイティブスピーカーに感じさせる傾向は確実に存在すると言っていいだ
ろう。“高考”例文における“当时”の有無とその成立度合いについて答えてくれたイン
フォーマントの一人は，
「一般的に人生で一回だけ受ける“高考”だから，
“当时”が無くて
も聞き手としては，当然ながら話し手がいつのことを尋ねたかを知っている。しかし読者と
しては文の意味が分かり辛いかもしれない。“当时”がなくなったら，聞き手がいつ受験し
たのかという情報が不明瞭になってしまう」という感想を寄せてくれた。
ある種の動作行為は人生においてほぼ一度だけするものだという常識は日本社会でも中国
社会でも当然共通しているのだが，日本語ではまるでスポンジのように動詞フレーズ内部に
時間の観念を含ませることができる注９のに対し，中国語ではそうはいかず，動詞フレーズの
外部から時間の観念を補ってやることで，コミュニケーションにおける自然な分かりやす
さ・スムーズさを獲得するようである。

３．文章中に用いられる“当

”

前節では，スレッドタイトルといった第一発話の性格を持つ場面において，“当时”等の
時間表現の中国語・日本語における違いを見てみた。
では第一発話ではない形で，文章中において“当时”が使われる場合はどのような現象が
見られるだろうか。
２
７）北京时间８月１０日，北京奥运会体操女子团体资格赛在国家体育馆打响，中国女队被分在
资格赛第一组平衡木项目，广东小将杨伊琳将第一个亮相。
中国队今天最后一个项目无疑是最强项高低杠，由于拥有杨伊琳和何可欣这两个拥有世界
最高难度成套的高低杠“绝代双骄”
，尤其是后者动作飘逸舒展，高低杠也在赛前被内定为中
国队夺金点。不过今天中国女队还是遭受重创，何可欣在比赛进行中从杠上落下，引起了全场
一片叹息。
她的动作真的很漂亮，在完成了一系列诸如“李娅空翻”等高难度动作后，我真的被震撼
了，当时何可欣在开场几个高难度空翻串都没有出现任何失误，此后的特卡切夫也稳稳过关，

注９

そしてこれは動詞だけでなく「センター試験」のような名詞フレーズについても，同様のことが成り

立つのではと予想される。
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不过所谓大江大浪越过却翻船小阴沟，在做从高杠换到低杠一个极为简单的动作时，何可欣没
有抓稳低杠一下就摔了个底朝天，全场观众不约而同发出哀叹。
２７）訳ａ

北京時間の８月１
０日，北京オリンピックの体操女子団体予選が国家スタジアムで

開催され，中国女子チームは予選第一グループが平均台で，広東省の若手選手楊伊琳がトッ
プバッターで登場した。
中国チームのこの日最後の種目は間違いなく最強だと目されている段違い平行棒で，楊伊
琳選手と何可欣選手の二人が世界最高難度の技を具えている「最強コンビ」であり，とりわ
け後者の何選手の動きは素晴らしく伸びやか且つ軽やかで，段違い平行棒は試合前から中国
チームが金メダルを獲ることが内定していた。しかしこの日中国女子チームは大きなダメー
ジを受けてしまった，何可欣選手が試合中にバーから落下して，会場全体の溜息を招いたの
だ。
彼女の動きは実に美しく，
「李婭宙返り」
（体操の技名）といった高難度の技のシリーズを
成功させた後には，私は体が震えるほど感動し，＊当時／＊その時何可欣選手は出だしのいく
つかの難度が高い連続宙返り技では全くミスをせず，その後のトカチェフ（体操の技名）も
無事にこなしたのだが，いわゆる大河の大波を越えた後に小さな川の流れで船が転覆すると
いう諺通り，上のバーから下のバーに移るごく簡単な動作で，何可欣選手は下のバーをしっ
かり掴めず落下してしまい，会場全体が思わず同時に溜息を漏らしたのだった。
これは≪何可欣，别哭 ,你是最棒的！
（何可欣，泣かないで，あなたが一番良かったよ！）
≫とタイトルのついた北京オリンピックについて優秀作文からで，文章の流れを把握するた
めに長めに引用したものである。冒頭から２
０
０
８年８月１０日北京オリンピックにおける女子体
操競技団体予選の光景が描写されており，その中でも特に注目を集めた何可欣選手による段
違い平行棒の演技が取り上げられている。第三段落目からが何可欣選手が演技を始めてから
の文で，その途中に“当时”が用いられている。
これを日本語訳で「当時」「その時」等の時間表現を用いると，文の成立度がかなり下が
るのではと考えられる。また同じ≪何可欣，别哭 ,你是最棒的！≫の後半でも，何可欣選手
について説明している箇所があるのだが，ここでも登場する“当时”は，やはり日本語に訳
出しにくい。
２８）在之前的多哈站比赛注１０中，何可欣也曾有过精彩的表现，当时她夺得高低杠冠军的动作 A
分注１１为７．
５。仅仅一个月时间，她又将自己的Ａ分提高了０．
２，上升的势头令人震惊。她已经成
长为高低杠领域一颗最亮的新星。
２
８）訳ａ

この前のドーハにおける試合でも，何可欣選手は素晴らしい演技をしており，?
?

当時／ ?
?その時彼女が段違い平行棒で優勝した技の難度は７．
５点だった。わずか一カ月ほど
で，彼女は自分の難度の点数を０．
２点も引き上げ，その勢いは驚くほどだった。彼女はもう

注１０ ２００８年３月４ ６日カタールのドーハで開催された，「カタール国際」選手権を指す。
注１１ 体操競技において難度によって決定される点数を指す。対義語は“Ｂ分”といい，完成度に応じて１
０
点満点から減じて決定される点数である（２００８年当時のルール）。
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既に段違い平行棒の領域で最も輝ける新星となっていたのだ。
２７）では北京オリンピックでの，２
８）ではカタール国際での試合であるという情報が前方
の文に存在しており，そのまま何可欣選手の演技内容を説明する文につながっている。つま
りすぐ前方の段階でその出来事が発生した時がはっきり分っているのに，再び文の途中で
“当时”が出てくると，出現スパンが短すぎるためなのか，どうも引っ掛かりを覚えるよう
である。
２７）２８）の訳から“当时”に相当する時間表現を抜いてみたのが次であり，こちらの方が
日本語としてはすっきり分かりやすく感じる。
２７）訳ｂ

彼女の動きは実に美しく，
「李婭宙返り」
（体操の技名）といった高難度の技のシ

リーズを成功させた後には，私は体が震えるほど感動し，何可欣選手はφ出だしのいくつか
の難度が高い連続宙返り技では全くミスをせず，その後のトカチェフも無事にこなしたのだ
が，いわゆる大河の大波を越えた後に小さな川の流れで船が転覆するという諺通り，上の
バーから下のバーに移るごく簡単な動作で，何可欣選手は下のバーをしっかり掴めず落下し
てしまい，会場全体が思わず同時に溜息を漏らしたのだった。
２８）訳ｂ

この前のドーハにおける試合でも，何可欣選手は素晴らしい演技をしており，彼

女がφ段違い平行棒で優勝した技の難度は７．
５点だった。わずか一カ月ほどで，彼女は自分
の難度の点数を０．
２点も引き上げ，その勢いは驚くほどだった。彼女はもう既に段違い平行
棒の領域で最も輝ける新星となっていたのだ。
では更に，文章中に出来事の発生時間が分かる情報を伴いつつ，直後に“当时”が出現す
る別の例を見てみよう。
２９）本届冬奥会男单项目的第五名获得者日本选手町田树。日本在冬奥会的赛场上第一次获得
男单项目的奖牌是在温哥华冬奥会上，当时高桥大辅是获得了第三名的成绩，也成为了第一位
获得冬奥会男单项目奖牌的亚洲选手。那么在本届的索契冬奥会上日本选手羽生结弦是获得了
金牌，刷新了日本在冬奥会男单项目上的新记录。
（２０１４年２月２２日ソチオリンピック，フィギュアスケートのエキシビション CCTV実況中継
より書き起こし）
２
９）訳ａ

今回の冬季オリンピックで５位の日本の選手町田樹でした。日本が冬季オリン

ピックにおいて初めて男子シングルでメダルを獲得したのはバンクーバーオリンピックで，
?
?当時／ ?その時高橋大輔が３位の成績となり，冬季オリンピック男子フィギュアのシン
グルでメダルを初めて獲得したアジア人選手となりました。今回ソチ冬季オリンピックでは
日本の羽生結弦が金メダルを獲得し，日本の冬季五輪男子シングルの新記録を塗り替えまし
た
３０）上场的是另一位东道主选手比小冢小一岁的町田树。町田树呢，他的这个成名啊，就要比
小冢晚一些，主要是因为他在成年组的比赛全国的锦标赛当中啊，一直不像小冢。比如他们在
同年龄段的时候呢，一直都不像小冢成绩那么突出，所以他基本上得不到什么太多高级别比赛
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的机会，那么在０
７０
８ 赛季那时候小冢获得全国第二名的时候，他呢还只是在青少年组的比赛
当中而都是第六第七这样的一个水平。一直到今年，在本赛季他状态异常神勇，两个大奖赛分
站赛都拿到了冠军，而且在全国锦标赛上就拿到了第二名，顺利地获得了奥运会的入场券。当
时的奥运会他是获得第五。本赛季短节目来自于伊甸之东。
（２０１４年３月２６日フィギュアスケート世界選手権男子シングル，ショート・プログラム
CCTV実況中継より書き起こし）
３０）訳ａ

登場したのはホスト国（＝日本）の別の選手で，小塚より１歳若い町田樹です。

町田樹が名を知られるようになったのは，小塚よりやや遅かったです。その理由はシニアの
試合，全日本の試合で小塚のようにはいかなかったからです。彼らが同じ年齢だった当時，
小塚のような優れた成績ではありませんでした。そのため彼は大きな国際試合に出る機会を
あまり得られませんでした。０
７０
８シーズン，小塚が全日本で２位になったとき，彼はジュ
ニアの試合で６位か７位のレベルでした。今年になり，今シーズンの彼の状態は目覚ましい
もので，２つのグランプリシリーズで優勝しました。そして全日本では２位となり，順調に
?その時のオリンピックでは
オリンピックの入場券（＝出場資格）を得ました。＊当時の／ ?
５位になりました。今シーズンのショート・プログラムは「エデンの東」からです
３１）大器晚成的町田树，之前默默无闻名不见经传，非常励志的一位选手。技术分五十二点八
二分，内容分四十五点三九，九十八点二一分。这已经是他职业生涯当中短节目的最高分，而
且短节目能够打到九十八点二一分。这个成绩真是超过了在索契奥运会男单项目上陈伟群短节
目的那套得分，当时陈伟群是九十七点五二，羽生结弦是一百零一点四五。
（２０１４年３月２６日フィギュアスケート世界選手権男子シングル，ショート・プログラム
CCTV実況中継より書き起こし）
３１）訳ａ

大器晩成の町田樹，これまでは無名で存在が知られておりませんでしたが，たい

へん努力した選手です。技術点が５
２．
８
２点，構成点が４
５．
３
９点，（合計）９
８．
２
１点です。これは
彼のこれまでのキャリアにおけるショート・プログラムの自己ベストなばかりでなく，
９
８．
２１もの点をショートで叩き出しました。この成績はソチオリンピック男子シングルでの
パトリック・チャン（＝陳偉群）のショートの点数を超えており，?
?当時／ ?そのときパ
トリック・チャンは９
７．
５
２点，羽生結弦は１
０
１．
４
５点でした。
２９）はソチオリンピック，３０）３
１）はフィギュアスケート世界選手権のいずれも CCTV
実況中継からであるが，中国語原文で使われている“当时”を「当時」「その時」といった
日本語で訳そうとすると，いかにも外国語からの翻訳臭く，生硬な感じが拭えない。これも
先の例と同様に，日本語における時間表現を外してしまっても問題なく成立する。
２９）訳ｂ

日本が冬季オリンピックにおいて初めて男子シングルでメダルを獲得したのはバ

ンクーバーオリンピックで，φ高橋大輔が３位の成績となり，冬季オリンピック男子フィ
ギュアのシングルでメダルを初めて獲得したアジア人選手となりました。
３０）訳ｂ （町田樹選手は）全日本では２位となり，順調にオリンピックの入場券（＝出場
資格）を得て，φオリンピックでは５位になりました。今シーズンのショート・プログラム
は「エデンの東」からです
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この（町田選手の）成績はソチオリンピック男子シングルでのパトリック・チャ

ン（＝陳偉群）のショートの点数を超えており，φパトリック・チャンは９
７．
５
２点，羽生結
弦は１０１．
４
５点でした。
さらに言えば，“当时”が使われている箇所を「時間表現」に拘らず，場面を示すもので
訳出してみるとより分かりやすくなる感がある。
３０）訳ｃ （町田樹選手は）全日本では２位となり，順調にオリンピックの入場券（＝出場
資格）を得て，出場したソチオリンピックでは５位になりました。今シーズンのショート・
プログラムは「エデンの東」からです
３１）訳ｃ

この（町田選手の）成績はソチオリンピック男子シングルでのパトリック・チャ

ン（＝陳偉群）のショートの点数を超えており，ソチのショートではパトリック・チャンは
９７．
５２点，羽生結弦は１
０
１．
４
５点でした。
つまり３０）訳ｃは，時間表現を抜き去った代わりに，原文では単なる「オリンピック」だ
けだった語に修飾成分を付加した「出場したソチオリンピック」という場面表現を入れ，
３１）訳ｃも時間表現から「ソチのショート」という場面表現に切り替えてみたわけだが，日
本語表現としての自然さは，訳ａタイプよりもこちら訳ｃタイプにあるのではないかと思わ
れる。２９）訳文ではそもそも直前に「バンクーバーオリンピック」と明確に場面表現を示す
語があるため，改めて場面を示す語を盛り込む必要はない。
なおこれら２７）～３１）の中国語原文について，“当时”の有無と文の成立度合いについて
複数のネイティブスピーカーにインフォーマントチェックを行ったのだが，第２節における
スレッドタイトル等例文でも「
“当时”があった方が良い」という傾向は認められたのだが，
本節のこれら文章内に入り込んでいる“当时”については「あった方が良い」から「ないと
言い難い」という感想が多くなり，“当时”を必要と感じるその傾向は更に強まるようであ
る。
更に長めの引用となるが，文中に“当时”を持つ別の例を挙げる。
３２）奥运五环变四环被批“最大败笔”
北京时间２月８日０
０点１
４分，以“俄罗斯之梦”为主题的索契冬奥会开幕式在菲什特体育
场震撼上演，不过进行开幕式没有多久就发生了两次技术失误，其中奥运五环变成了“奥运四
环”更是让人啼笑皆非。之后，全世界媒体也将目光聚焦到了此次在开幕式上发生的“小插
曲”。（中略）
没过多久，在进行演员表演的阶段，伴随着优雅的音乐，体育场半空出现５朵巨大的雪绒
花，最后雪绒花绽放变成奥运五环标志。不过在雪花进行绽放的时候却发生了意外，其中右上
角的一朵雪绒花“傲然不动”
，最终只幻化成了四个白色的圆环，当时的现场非常尴尬。事后，
冬奥会官网也发表声明承认失误，他们表示出现这样的问题并非事先设计，而是在临场出现意
外。
德国媒体《图片报》在网站首页放出了巨大的四环照片，还特地用箭头圆圈标出那朵未开
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放的雪绒花，标注道：
“奥运五环坏掉了。
”而英国《电讯报》的评论则相对手下留情，说：
“啊，五朵雪莲花渐渐绽开，要变成奥运五环了，可是……”在曾因为２０
１
２年夏季奥运会组织
工作受到过指责的英国，BBC解说当时调侃道：
“至少我们奥运会的时候五环是正常的。
”（铁
血论坛）
３２）訳

オリンピックの五輪が四輪に「最大の失敗」

北京時間２月８日０時１
４分，「ロシアの夢」をテーマとするソチ冬季オリンピック開会式
がフィシュットスタジアムで感動的に上演されたが，開会式が始まってほどなくいくつかの
ミスが発生し，その中でも五輪が「オリンピックの四輪」になってしまったことは人々を泣
きも笑いもできないような何ともおかしな気持ちにさせた。その後，世界中のマスコミの視
線がこの度の開会式で発生したエピソードに集まることになった。
（中略）
ほどなく，役者によるパフォーマンスに移り，優雅な音楽に乗せてスタジアムの中空に五
弁の巨大な雪の花が現れ，最後には雪の花が開いてオリンピックの五輪へと変化しだした。
しかし花が開こうとしたとき予想外の出来事が起こった，右上の花が「頑として動かなかっ
た」のだ，最終的には４つの白い環だけができあがり，?
?当時／ ?
?その時の現場はたいそ
う気まずいものとなった。後に，冬季オリンピック公式ＨＰは失敗を認める声明を発表し，
彼らはこのようなトラブルは予め企てたものなどではなく，あくまで予想外の事態が発生し
たのだと述べた。
ドイツのメディアである『ビルト』紙はトップページに巨大な４つの環の画像を掲載し，
わざわざ矢印と丸囲みを用いて開いていない雪の花を示し，画像にこう注釈した。「オリン
ピックの五輪は壊れてしまった」 イギリス『テレグラフ』の評論は温情を見せてこう述べ
た。「ああ，五輪の雪の花がだんだん開きだし，オリンピックの五輪になろうとしましたが，
しかし……」 かつて２０
１２年夏季オリンピックのオーガナイズについて非難されたことがあ
るイギリスでは，BBCが ?
?当時／ ?
?その時からかうようにコメントをした。「少なくとも
我々のオリンピックの時には五輪は正常でした」
やはり日本語訳では，時間表現がかなり使い難いことが確認できるだろう。

４．まとめ
中国語が明確なテンス（時制）表現を持たないのは確かな事実であるが，ではそもそもテ
ンス表現を持たずとも円滑なコミュニケーションが中国語の世界で成立しているのは何故か，
その仕組みは未だに不明瞭である。ただここまで見てきたように“指过去发生某件事情的时
候”＝「過去にある事柄が発生した時を示す」役割を持つ“当时”が文中で必要とされる傾
向は，義務性を獲得しているとまでは言えないが確かに認められ，それが聞き手に対し「こ
こから過去のことを述べるのですよ」と，より分かりやすく文章の流れを示すマークとして
働いているのではと予想するのは難しくないだろう。
谢慧蓉（２０１
１）は時間・空間・場所指示について，主に“这”“那”を手掛かりとする近
年の先行研究を簡潔にまとめている。本稿でも“当时”の類似表現として“那些年”を例示
しているが，赵欣瑞（２
０１
３）の指摘する差異はもちろん存在するのだが，“当时”と同様に
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“这”“那”が関わる時間表現も，日本語だと訳出しにくいが中国語では「あった方が良い」
と考えられる例が他にも存在することが予想される。
また第３節で触れたように時間表現と場面表現に関しては，中国語と日本語とで対照的な
性格が認められる。中国語はテンス表現は持たないが（持たないからこそか？）場面表現よ
りも時間表現を優先する，殊に動作動詞が関わる場合それが際立つのではないかと考えられ
る。
第２節で筆者は「日本語ではまるでスポンジのように動詞フレーズ内部に時間の観念を含
ませることができるのに対し，中国語ではそうはいかず，動詞フレーズの外部から時間の観
念を補ってやることで，コミュニケーションにおける自然な分かりやすさ・スムーズさを獲
得するようだ」と印象を記した。これは俗に言われる＜中国語は「骨っぽい性格，骨に肉が
ほとんどついていない性格」，日本語は「骨にある程度肉がついている性格」＞という言語
に対する見方と軌を一にしている。実際のところ，形容詞と程度表現との関係性然り，動詞
と結果・アスペクト・方向表現との関係性然り，名詞と数量表現との関係性然り，中国語の
語は全てにおいて「固い」のであるが，時間的な要素についても動詞や名詞の内部に含ませ
るのが難しいという中国語の性格は，時間表現に関わる語の使用にどのような影響を与えて
いるのだろうか。それが今後の検討課題と言えるだろう。
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