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思いっくままの地学用中国語

岸本文男(地質相談所)

FumioKIs且皿0T0

はじめに

最近は中国語で書かれた地球科学関係の論文や本が

多く目にとまるようにたった.今は中国書籍専門の

本屋さんに限らず洋書を扱っている本屋さんのたかに

も頼めば取り寄せてくれるところがあるようた時代に

たった.筆者は3種類の誌紙を入手しその中から新

しい地質情報と科学情報を仕入れている.それはいず

れも国家公務員でも求められる程度の比較的廉価な出

版物である.

ところが地質調査所図書室や筑波大学中央図書館あ

るいは地学文献センタｰでの様子を見る限り地球科学

関係の中国語の文献はそれほど読まれていたい.その

一方翻訳業界の動剛こよると地球科学分野の翻訳の

注文では中国語の和訳が増えてきているとのことであ

る･ということは中語国使用の論文すたわち中国

の地質科学研究老が書いた論文がそれほど読まれたいの

は内容に主な原因があるのではたく言葉に主な原因

があるように思われる.

そこで出過ぎではあるげれど文献の有効た利用に

役立では幸いと筆を執った次第である.

どういった説明の進め方が合理的なのか迷うところ

であるがここでは思いつくままに進めたいと思う.

出だしとして<長春地質学院学報>1983年第四期に

掲載されている胡倫積の論文｢花嵐岩的成因与成ヅ｣を

拝借する.

繁学と商学

上記論文の表題r花嵩岩的成因与成グ｣の9文字の

中に日本語にはたい漢字が三つ入っている.禺･ち

･グの3文字がそうである.肉は歯占は與グは臓

の略字でありそれぞれ日本語の崩与鉱に相当Lて

いる･この略字のことを中国語では簡体字または簡

字と呼びもとの字を繁体字または繁字という.

第1図中国が発行Lている地質科学関係の専門誌の数々.

r鉱床地質｣誌を除けばいずれも個人で購入すゐこ

とができるLr鉱床地質｣話もそのうち輸出される

ようにたると思われる.

第2図

長春地質学院学報の表紙.この学院は

単科大学で旧奉天の日本の関東軍憲兵

隊司令部の建物を使っている.この学

報の題字のまた見事たる筆跡.内容の

特徴は調査研究の対象地域が東北3省

に限られていないこと率直な記載が目

につくことであろう.
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現在目にする論文や新聞だとの公式の出版物では

徹底して簡字が使われ繁字にお目にかかることはまず

無い.日本人にとってみると中国の簡字にはほとん

ど馴染みがたいから一般的には繁字にもどして読み取

ることにたる.簡体字から繁体字を知るには簡字索

引がついているか簡字と繁字が同列併記してある中日

辞典(以下辞書と呼ぶ)を使えばよい.辞書を購入す

る際気をつけたいと簡字索引も無く簡字･繁字併

記もされていたいものを買って帰りあとで後悔するこ

とにたる.簡字を記憶しようと躍起にたるのはどう

かと思う.それは繁字を求めて辞書を何回か開いて

いるうちに自然と覚えてしまうものだからである･

以前に見た簡字の繁体字を忘れてまた辞書をひもとく

場面もあるだろう･そんたことはお構いたし･む

しろ当て推量で繁体字を想像L当てがはずれて辞

書を開いたまま途方にくれる方が困る･最近簡字繁

字辞書が出版されたと聞く･これを入手して使用すれ

ば簡字から繁字が楽に引き出せるはずである.

辞書をひく

相手が自分の専門とする分野の論文である場合辞書

をスムｰスに引けるようになることが論文読破の鍵であ

る.辞書を引くには幾つかの方法がある｡

その一つは部首(｢へん｣)から入り｢つくり｣の

画数で目指す漢字を探し出すという方法で大概の一つ

の漢字(単漢字)の意味はこれで把握できる･辞書によ

っては簡字を繁字に戻してから部首に取り掛からたく

てはたらないのでできることたら簡字のままで引く

ことのできる辞書を使いたいものである.そうすれば

手間が省けるし同時に繁字もわかる.ただし｢へ

ん｣が消されさらにrつくり｣も簡略化された彩の簡

字に対しではかえって難しい場合もある.

第二の方法は総画数から目的の漢字を引き出すこと

である.この場合漢字の書き順を正しく理解してい

たいともたつくおそれカミたくもたい.辞書の中には

簡体字を無視して繁体字の総画数索引しか付してたいも

のもあるのでこれも注意のこと.たお総画数から

引こうにも引けない辞書があるのでこれも辞書の購入

に当っての注意事項の一つであろう.一般に総画数で

引くときには勘定した画数にこだわらず土1画の範

囲で目的の漢字を探す余裕が欲しい.

第三は日本語式の音読みで引く方法である･この

方法を用いるにはたんとしても漢字の音読みがわかっ

ていることが必要だLもちろん日本語式音読みの索引

が付いている辞書でなくてはたらたい.大漢和辞典で

1987年5月号､

簡体字表

配列は総繭蜘こよる｡同函徴のものは砺一繭の筆形の｢､J｢一｣｢1｣｢ノ｣の煩

によって配列した｡
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第3図中国の簡体字(簡字)の繁体字(繁字)への転換の

ための索引Iこのようた索引が付いている辞書を

使うと便利である.

音を調べてからこの索引を追うことがあっても可笑し

くない､二度手間と思われるかも知れたいが熟語や

慣用句の意味を知るためにはこのようた手間をかげる

こともあるのである.

第四の方法として漢字の表音文字(ピン音文字)を用

いる方法がある1この方法は目的とする漢字の表音

文字をしっかり憶えていないと使えない(さらに四声

と呼ばれるイ:■トネｰションを憶えていると言うことなし).

しかLこれカミ便えれば辞書を引くための時間が短く

てすみ熟語や慣用句が手早く理解できとくにたと

えほ英中鉱物名辞典とか中中地質用語辞典といった専

門辞典を引く場合に威力を発揮する･英中鉱物名辞輿

では中国で使っている鉱物名の頭文字の漢字の表音文�
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岸本文男

部首

一圃三画

一1062口1068

1ユ062口1072

･1062土1072

/1062=ヒ1073

乙･L1062欠1074

｣1062夕1074

_大1074

_画

女1074
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人･イ･〈寸1076

1063小1076

丸1065尤･允･兀
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刀･u1066巾1078
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勺1067文ユ078
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〔1067升1079

+1067大ユ079

トユ067弓ユ079

口･日1068ヨｰ･互･号

r1068多ユ079

ム1068イエ079

叉1068ヰ(心)1080

索引

手(手)ユ082氏ユ09ユ

字(水)ユ091勺1091

互(犬)ユ㎎6水･亨･*

盾〔右〕(邑)109!

1121火…･ユ095

呂〔左〕(阜)爪･ホユ096

1125父ユ096

し(走)1120変ユ096

止(岬)1109タ1096

片1096

四画

二平'派､構

婁1鰯1繍構

文･タ=ユ085月(肉)ユf08

文ユ086Ψ(歩111)ユエ09
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�〶�
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臣1109�邑･匡(右)�彩1128�十七画
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第4図

中国語の辞書をひく場合の出

発点一一部首.都首索引は

どんな中日辞典にも付いてい

る.大きくて見易いものほ

ど使いやすい.

字からその鉱物名が載っているぺ一ジを知りそのぺ

一ジを開いて対応する英語の鉱物名を探り当てるかそ

れをさらに目本語の鉱物名に換えるという手続きをとる

わけでもしそうしたいのであれぽ普通の辞苧(中日

辞典)によってその頭文字の表音文字を引き出してから

にするか中国語鉱物名にもとづいて英語鉱物名を推定

し該当する英語鉱物名のぺ一ジを開いて当っているか

どうかを見当っていたけれぼ当るまで根気よくぺ一

ジを繰り続けるLかない.

熟語を引く

前の章は主に単漢字を引く場合を説明Lたつもりだが

中国語の文献を読み始めると単漢字だげでたく熟語

を辞書で引く場面が多いはずである｡熟語や慣用句を

多く引くことによって一般に内容の理解が正確にたっ

てくるように思う.或る高名た英文学老カミその随筆の

中で｢私は学生に講義をする前に必ず辞書を引いて

意味を確かめる｣と述べられていたことを今も鮮やか

に一慮えている･大学者にLてそうたのだから辞書は

どしどし引くべきものと心得た方が良いらしい｡ロシ

ア語の翻訳で生計を立てている知人が筆者に｢翻訳

で飯が食えるようにたるまでにつぶした辞謹1:が三冊だっ

たかな五冊だったかた.とにかくよく繰ったよ｣

と忠告Lてくれたことがある･

それほどではたいにしても中国語の場合とくに多

く引く方が良いと思う･その理由は次章で述べること

にして熟語の引き方に入る.熟語を引くにはまず

頭文字の単漢字からかかるのが普通である･もし中国

語の表音がわかっていれぽ一気に目的の熟語を引き出

すことができる一般用の辞書はあるが地質科学関係の

専門辞書にその様な形式のものはたいようである｡目

的の熟語の頭文字がうまく引き出せたとする･次は､

その単漢字の意味が書かれている後に続く熟語の列の中

から目的の熟語を探し出す作業である.

この作業には二通りの方法がある.一つはその

熟語を配列順に追って行き目的とする熟語を見つけ出

すという方法である.辞書に載っている熟語の数が多

くなけれぱこの方法で事が足りる､もしその数が多

けれぱ時問はかかるし疲れもする･｢一直｣とい

う熟語を探す場合を想定してみよう･筆者がもっとも

愛用している辞書にはr一｣を頭文字にした熟語が合

計たんと835も載っている.そして｢一直｣は803番

目に並んでいる.辞書の活字は小さいから803もの

地質ニュｰス393号�



地学用ヰ二国語

一57一
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第5図

総画による索引
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栴r音n664

【6画】

界qi多0641

ji百｡

菌x〕n880

塩湧

麦m記537

mδ

缶fδu235

案1さi486

班y註902

y差

支h身i300

戸｡h虹84

傘s苔n687'

余tむn804

会h也i352

h搬

kぬi

g七i

釣wさi823

Wさi

伏huδ359

俳帖409

ji註

粂｡甲･130

卍wan814

果dud202

腕w音n9816

家=n6n9588

表リhu邑336

huき

肺shi713

元1jw6n812

対1iu5王5

年hu色336

hu百

hl』き

専hむi350

字b145

苓y6920

部首では引き難い場合に利用する総画数索引.

例示した辞書では簡体字も総画数で引けるよ

うになっているピン音まで付記されている

ので一層便利である.

熟語の列を追っていると目がチカチカLてくる･老

眼には酷な負担である.そこで二番目の方法が登

場する.

この二番目の方法は熟語の配列が表音のアルファベ

ット順という点に着目したものでr一直｣のr直｣の

表音zhiによって能率よく探L出せるわけである･

｢直｣がzhiであることの探L方はすでに前章で説明

してある.

目を皿のようにして探しても手にした辞書に載って

いたかったら1)別の辞書を引く2)単漢字それぞ

れの意味を組合せ適訳を自分で生み出す3)地質科

学関係の中国語に詳しい人に尋ねるという手段をとる

ことになる.

たお2)の手段をとる場合(くとに2字の場合)中

国文の漢字の組合せを逆にすると意味を理解しやすく

なることもある.たとえば産生(中国語)→生産(目

1987年5月号

【ア

ア

ア

y百

亜yら

yヨ

アイ

哀百1

愛さi

アク

悪さ

･アッ

睡y百

アン

案きn

篭y註n

イ

イ

已yY

以yi

衣yi

y五

夷yi

芙yi

場yi

委Wさi

W…i
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如

＼
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日本語の音による索引

蘇y,

y五

イタ

育y心

イツ

乙yi

弍yi

イニノ

允y遺n

引yin

弄yin

因yin

印yin

音yin

胤めn

員yu差n

祠�

y缶n

録yin

般yin

y冒n

��

懸yin

ウ

ウ

干y直

X口

元y6u

羽yせ

雨y廿

y註

孟y丘

萬y這

烏Wロ

ウン

云y{n

重y口n

エ

エイ

永yδng

曳yさ

�
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魏yin9947wO

螢yin匡g48オウ

榮r6n9675央y亘n9910

審rもi679凹yヨ0916

崔姿yin9948…io

螢y三n9940w蚕

叡r凸{680wき

榮yin9948翁wεn9826

ヨ姦y…口9948盤きng8

嬰yin9947奥き｡ユ0

騒y,939

.i【力行】

嬰yin星947力

爾y…η9948カ

嚢yi933可kさ450

ユキkさ

亦y,939■加順374

易･主9391卦･ヒa280

釜yi940口加jia375

y{ji百

エツk百

目yu毫969果guδ294

yuき科k…448

越yuさ970架jiき380

薯yuさ97ユ夏xi身850

エン袈ji百376

奄y葛n905賞huら360

y苔n勘口jiヨ376

希テy着ng07算ji着38r

衰yu三n967≡…善ji百37ヒ

焉y葛n904歌g蔓25?

嚢鳩;l1嶋鵠;果

燕y葛n904穎kε449

yきnkき

堰秦y夏n･905青果k百449

艶y註n910ガ

蟻yきn910牙y左900

題yξng07我wδ827

才臣トwδ828

オ臥wδ828

於y`959賀hさ316

第6図部首では引き難い場合に利用するもう一つの

方法一一日本語の音による索引.簡体字も日

本語の音で引けるようになっている例.しか

し簡体字の日本語の音がすぐわかるように友

るにはちょっとした年期が必要かも｡した

がって簡体字のときは総画数で当る方が無難

なようである.

本語)辺縁→縁辺

争論→論争というように.

同文同義と同文異義

｢中国は同文同種の国｣という印象に提われている

と中国語の文献は読みごなし難い.これはr同文

異義｣の存在を無視し挙げ句の果ては文意が掘めなく

たった苦い経験からの結論である｡｢それでたくて

も忙しいのに一々辞書を引いておれるか!｣と言わ

れそうだが当初は｢かったるく｣ても片端から辞書

を開いて意味を確かめているうちにだんだんとやが

ては急速に辞書を引く回数は少たくたるものである･

最初からたるぺく辞書を引かたいように心掛けると文

献の内容が正しく把握できたいだけでたくいつまで経�
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1省響静､､､ヨ､｡､;胴鷺路1

ト百両十制yibヨi脳ngshiMngいろ

いち嫡苑

1デ百七カロ八十1y,b曽{qiji百b言shi即ら

250,[=百五〕ほ愚人のこと.

一一百一]y､嚇yl①110一②特別に.特

別な,〔他律弥簡直是～了〕彼の君を遇

することは全く特≡男1』だ.

ト劇y,b百n①同じ.〔～犬小〕同じ大き

さ､て～元二〕同様,同一.②普通の､通

常の､'般の.(…)一一種の.

一一般代制y,bヨndらixi窩｡く商〉国営

商業後樽や合作杜から商品の代理飯売

を委イ壬された私営小売業者が自営の業

務として兼営する二と〔→代錯;経嘗〕一

卜般海損1y}b肺h狼竈n<商〉単独海

損不担保F.P.A.

卜瑚y,b百n①一部分.②一組,一班･

③虎の皮をいう専門語.

1一板三眼】yib首口s盲Wヨn①く桑〉中国

音楽の四拍子の名.前の三拍子を〔眼コ

といい後の一拍子を〔板〕という.②事を

きちんとする二と.③融通のきかガと.

一ニオ反死≡奪]y,b旨nsin自一つの事1=かぢO

つく､国鉄不変.

ト板一眼1y,b旨nyiy首nく楽〉音楽の二

拍子のこと(前の一拍子を〔卿といい､

後の一拍子で拍子をとる〕トｰ板三日長〕｡

一一板工E兼里】y,b旨n2hさngj-ng;愛情を一

つ変え鉋様｡どこ聖定{興かという態度｡動

じ祠平気な様子〔目一本正経;直傍傍〕.

卜半OL〕lyibら口(r〕半分I半ば,僅か.

亡～句蔓香コわずかな言葉.〔～会几的工夫〕

わずかな時間.〔～是侠斥～是苦痛〕半

ば棄しく半ば苦しい､

卜半点几1yibらndiヨr〔チ〔一点几〕.

【一半剣y㈹nku邑i一つか半分ぐらい､

卜半天OL)]･yibらn楡n(r)ちょっとの時

日,ちょっとの期間､近々,そのうち､間も

をく.〔～要注前綾去〕〔三〕近々前線

へ行か脳をら鉋.

1二鱗〕1鵡驚瓢般1

:一包1yib喜｡①ひと包.②金部ひっくる

めて､〔～荘内〕†っかりその中に包まれる.

:一昔勘y版加いっしょにまぜて.こみ〔昌

一共gδngコ､〔～異的〕二みで買うた､

[一輩几]y雌r同輩.

正一輩子1yi脳z①'生涯一②一代.

一一本万利1y脳nwらn1一心資本で亘利

を鮒昌二ど.

一一本一利y脳吋iliく金〉利子が元金

相当倒:達した後はそれ以上利子をヒる

[鷹簸臓撫､j､｡揺讐1

一'鼻孔出汽】yibikδngchOqi同じ鼻の

穴から.急を出す,く'るになってい;意.同じ

穴のむじな〔=一↑算子眼孔閏『几〕.

卜算子次】y,bizh耐つっ岬んビん1:豚わ

られδ.

第7図
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1一毫1y,bi①一筆の･〔～畷〕一つの借金･

②一餐一〔～勾消〕脚帆にする.

1一壁1yib}一方で.〔～,..～...〕一方で

一しつつ一方で..｡守る､

ト迦OL)lyibi百n(r)①一方.片方,側.

〔那～〕あちらの方､②同じトｰ祥〕.〔現

西今､人人都～高〕〔勉今では誰でも

皆平等なのだ.〔几乎与共～粗〕〔脚殆

んど頭と同じくらい太い.③同類ω.〔～

入〕同じ仲間.④〔～_～一..〕.｡.しつつ...

する.〔～吃～看〕食べつつ見る.

卜迦剛yibi百nd旨｡他を排し一方の勢

力のみ1:頼る.〔向峡～〕ソ遵一本に頼る.

一〔両辺倒〕.

卜麦1y,biヨ｡①人物･風采の立派なこと､

〔～人材〕立派な人物.〔～非俗〕人物の

嶋隷総為鰯鱒二/

1一乗大公1yibingdき宮石ng公平無私.

I一イ洋]yibiηg併せて,一緒に.

1一鋤y}b6大ぜいのI沢山竈〔呂一世〕.

1一指曇JL】yibδr一茎圓.一E蒙.

ト不倒yibul一口さっと､とっさに急いで.

〔～姑起未了〕さっと立ち上った.

1一下鋤創yib`日､uzbδng衆寡数せナ

【一利乍=不i木1yib右2ubさrbixiu一

になさず=1:やめず,竈鋤は皿まで〔昌

[専潔薪鮒､音｡､跳蝋/

1一歩登天1yib廿d百ngt握n一足飛び1:,

[裏簑f､五｡｡昌㎞､ヨ｡姦鰯･1

ト歩一↑脚印】yib吋igeji首｡畑一歩

留鱗鮭､､<建〉ラ兵鍵1

正一差半錯〕y,chヨbらncuδわずかの過失､

【一差二錯1y㌻･胴さ･㎝らば〔_差半

【茎倒､｡｡ヨな､邑ぽ〔一割

1二熱機協混鶴1

[一劇1y-ch首n完全1すっかOI全部,あ

【省㌻た麟鞭鮒な毅欄

[一側y,ch6㎎一つの事の始むから終りま

で｡一つの､〔下了～雨〕ひと雨降った､〔間

子～〕ひとさわぎした.

ト朝天子一朝臣1ykh多｡ti葛加iy､･

〔h多｡ch6n一朝の天子1:は一朝の臣,

天子(上役〕が変ればその臣下(都下バ

変る,一蓮托生.

一一成1yich6ng①万十里の地.〔帖族〕

十里の地1:五百人の入間,土地狭く入

ω少いこと.②ユ割.

[一成下劉yich6ngb此i邑口従来の方

ま去1:のみよって改めようとしない､責貢迷な,

進歩のないこと.

一一程1y-Ch`㎎①宿場から宿場まで位の

距離､ちょうとの距離.②暫くの時間.

一一程子1yich`㎎2厨〔_程②〕.

一i沖佳几1火hδ㎎エi岬いっ二1者

ト簿夏農1y,ch6umらzh旨n万策尽く.

[一関yic冊①芝居の一段.一幕〔目一

騎〕.〔～救〕一幕の芝二層.②一一度〔=～

1鼻1､､､､ト舳一〕⊥剴

1一陣十十傍百1yi仁hu身口sh壬sb三｡hu･

{nb削一人出･ら段段広く伝わる･

1一割yiohuきn①話の一くだり､或る事

柄の全体.②1日制で千銭をいう一

1一錘子巽棄1ylch6i2m旨imi信用で

きず長く取引の相手となし得ないような商

工喜､i｡､一畿;徽幟/

[一剛yiC凸一回.一度.〔不能～而就〕

寓鵠総㌘よj｡たやすく成卿

1一途1yid言いっしょに〔=一搭〕

1二葉1惚1㌫篶烹制

I一壌1]yid重いっし｣･に〔=一搭〕｡

1一打1y,d{1ダｰス.

1一打(子X几〕ly〕d着(z〕(r〕紙を何故か重

ねたむのの呼びかた,一畳の､一重均の[;

一途y,d室〕｡

1一答一和OL)ly脳yihξ(･〕お互い仁言古

し合う.問答する･〔老李叉値地直和車

夫～的税起来〕〔萬〕老李“た彼女が

車夫とあれやこれや話し合うんじゃない由･と

工4諾狐差｡㌶君綜㌍/

1一大判yidきbきn大半,過半､

1一大会1yidらh目iずい分と長い時間.〔…党

担来就得～〕〔季〕言古せぱちょっとやそっ

との時間では言いつくせ邊.

1一大…大1yld註sヨnd自一つの事を派手

【.1鵡鴫鰹鰍雌蕊諸手閉

1一大写1yidらz量｡早朝〔=一村早コ･

1一担几挑1yidきrti百｡③あいむ二,姉妹

の婿同士〔=遵襟;挑担〕.②両立するI

双方とも面目を保っ〔3両全真美〕､

1一楮子1yidきngz同類の.仲間の一〔～

I劣鶏｡一枇〔一巻薫羅1

1一割yi曲｡①長細いものを数える語､一

すじ,一本.〔～河〕一すじの河.〔～添〕

一本の橋.②一緒に.〔～走〕一し主に行

く､〔在～吃飯コ臼〇一しょに食事をし

ている.〔～弼究〕一しょ1:石汗多害する.〔在

～逮ム久〕こ舳に永く一し上1:居る.③

一つの方法｡①公文で一つの題目一つの

事柄をいう.⑤ついでに.

{一道籟几1yid主｡gOr融通がきかず頭の

働きののろい人間.

I一芸首ま因]yid邑｡y百n匝〔一溜1,u共囲〕一

1一得1y}d6一つのとりえ･[愚者千慮心有

～〕愚考も千慮すればかならず一得がある､

工～之見〕愚見,卑見(自己の意見を卑

下していう)､〔～之言〕@私の言(謙遜し

た表現).㊦馬鹿の一つ覚え.

1一億一心1y}d6伽in上下の老が気持

上行いとを一つ仁すること.

1一等一1yidさ㎎yi飛切り上等〔目削尖

｣Ll.〔算是～的了〕飛切り上等だ一

1一地1yldiそこらあたり〔目一地塁〕.

1一也劉yid川〔デ〔一地〕｡

1一遠一和OL〕lyid〕yih6(r〕ぽ←一答

d自一利几〕.

1一点1yidi誉n①一点.〔逮～〕この点.②

少し.〔吃～〕少し食べる.〔～也渡意思〕

少しも面白くをい･③一一時間､一時〔目

一点錬]､

1一点点1yidi旨ndi芝nほんの僅かの.〔零不

出～軽快的笑容〕臓〕これっぽら程ω

快活な笑い顔正見られない､

1一点几1y,diヨr〔7〔一点②〕.

1一点就劃yidi首njiuzh{o一触圃11発.

1一途1o〕y,di6繍iさま1二[=接違〕ρ

ム〕yid自〔ア〔一打(子X九〕〕.

[一Tlyidi㎎〔不灘～〕丁という字さえし

知らない､文冒ω.

1一丁点1y油ngdi旨n〔7〔一点②〕.

1一針刺y,ding棚n[〔ア〔一点②〕一

[一側yiding①一つの帽子や駕榊讐〕を

数える詞.②らよっと突っかかる.ちょっと

突っかえをする.

1一定1yidlng①きっと〔呂必定〕.②是

非と｡1どうあって七､〔他～求他椚放下〕

〔太〕彼は是非とも受11取ってくれと彼ら

に頼んだ.

1一定之規1yid,ngzhi節i厨〔一定〕･

I一勇…字筐JLlyidin区2hむerきまったプ〒法･

1一差点几1yidiudi旨r〔デ〔一点②〕､

1一助几1yidbngrややもすれば〔由劫不

正身㌻､､｡ヨｰ脇一と雌剥

【一{佳｣L】y}du…1一一一奈書に〔3一峡JL〕｡〔～

去〕一緒に行く.

1一劇yld廿n①一括する､〔～清後〕一括

してミ育算す春一胴着に〔呂一決｣L〕｡

1一頓1yjdむn①直ちに､即刻･②一度･

1一面二=面一1yi`rさrさr`ryiどちら

でも同じこと,同様｡

1一二八1yiさrb言①第一次上海事変

(1932竿1月28日)一②太平洋戦争

(1941年12月8日)､

トニ三四五六七1y…さ概nsi洲nuqi次

の〔八〕を言い忘れた.却ち〔忘八〕,馬鹿

【署､憎£欝ま賦f,!篇塞1

1一友子鉤】y泌qi百nj耐一本の髪で干

鉤の重いもωを引上げる.甚だ危険な又

は危急な状態.

1一番1y胴耐①ひとたび､一度.②一種の｡

[男是～滋味〕又格別の味である.③銀

[省謂洛愉､､1醗渤

1一方1y施ng①片方.②一方の地､或る

処､③縦横1丈の土地.④四角いもωを

数える語｡〔～肉〕一塊の禽.⑤一万の隠

語(方と万が似ているので).

1一別｡〕y雌n①一分.一分間(時の〕一

r一｣を頭にした熟語群｡字体は小さいし字が一杯つまっていて逐次行を追っていくのは

目の良い人でなくては勤まらない･できることだら活字の大きい辞書であって欲しいもの.

っても言葉の意味熟語の意味が憶えられず結局は自

分自身に損害を与えることになるし不正確なまま自己

の論文に引用すれば

地質屋仲間にも良くたい影響を与

え兼ねないのである.

中国語の岩石名に｢閃長岩｣というのがある.

ままだとSyeniteの意味と思われよう.でも

ではたい.｢閃緑岩｣(diOrite)のことである.

で言う｢閃長岩｣を中国では｢正長岩｣と書く.

この

そう

日本

日

本で言う｢正長岩｣(orth㏄1asite)という岩石名は狭義

には正長石を90%以上含む中粒たいし細粒質の脈岩に

対して広義には花開岩･閃長岩･花嵩斑岩だとの正

長石を含む各種岩石の総称として用いられている.中

国でも第二次大戦前にはSyeniteに相当する言葉とし

て｢閃長岩｣を使っていたが新中国にたって届くよう

にたった専門雑誌にはdioriteにすべて｢閃長岩｣が

当てはめられていて面食らった次第である｡

また中国の地質科学関係の論文でr変質｣r変質

岩｣r変質作用｣｢変質帯｣という用語に接すること

がある･これも日本での使い方とは異なる.これ

は日本で言う｢変成｣r変成岩｣｢変成作用｣｢変

成帯｣に該当する中国では日本の｢変質｣に相当

する用語としてr食変｣が用いられる･日本には

r食変｣と言う地質用語はたい｡

地質科学関連の同文異義はまだまだある.｢金銀

鉱｣は｢金銀鉱石｣ではたくて｢キステライト｣(ku･

Sterite)という鉱物名ついでに｢鍛金鉱｣が｢エレク

地質ニュｰス393号�



地学用中国語
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Hu正1出u伽eC田Be呈(P〇一)｡

刑utchi皿son“3(Pb,T1)A5ヨS.

Hutto口iieThSiO'

月y81卵h鴉皿e(K,B8)Al(Si,A1),O1

Hy邊1o-ok“o(Pb,Co,Ba)'BSi.O"(F,OH)

十町drar9川ite;G舳5ile

HydI.oa5缶｡Phyl]i{e

Hyd-o1〕85国1u㎜i皿“0

Hydmboracヨte

Hydmc811』mi{0

�摭�洵��

��佃��戰��

��潤��祥�琰

Hydrod肥醐er肘e

�摭�����

11yd-o9-05su1與正

Hydmh與肚e

燐努鐘石

流1il11舘鴇炉

斜牡石

釧泳長石

棚確領鉛炉

(HヨO,K,C8),(Fe!十,M皿),_･Ti!S11(O,OH){水星叶石

A1｡(SO｡)(OH)"･12～36H!0

Ca,Mg,B'Ol(OH).･3H-0

C8=Al(0H)｡･3H20

Pb,(CO,)皇(OH)ユ

C～B-0｡(OH)'一α･7私O

KC8主Si.A10"(0H)!･6H.O

B齪A1三(CO!)｡(0H)'･3恥O

N田'C8(SO')1･2H!O

C83A1=(SiO')!_｡(OH)“

N與C1･2H呈O

���慈��������攀

Hydmh6f8emliteZ叫M11…十〇｡･珊呈O

藺ydmm與g-1e5言teMgo(COヨ)一(0圓)1･4H皇O

捌yd-ombobom皿u1i-e(Ni,Cu)A1｡(NO雪)I,5(SO')1.!5(OH)1!.

����

#Hydf0melanotha11iteCu!(OH)｡C1ゴ2H里0

��潭楯愀

Hydm㎜oly5iteFoClヨ･6H.O

永漿鴇帆石

永方翻雨

水鍋努石

1水白鉛ガ

多水気概努石

永片確戯箸石

多水破鋸領石

永錆芒硝

永脅霜榴石

水石盆

単斜

斜方

単斜,均錐面呈同展二家

単斜

斜万

三斜

単斜

単斜

三方

単斜

斜万

三斜

単斜

等軸,身篭穎榴石戒系列

単斜

水鎌髭前四方

永峨撲石単科

永硫硝錬領石

永黒氣鋼炉

水云母

水飲錨

単斜

(含水的云母機称)

←第9図

専門辞書の一つ一英漢砿物種名称

�湧�獨�������特潦

Minera1Species)の一べ一ジ.こ

れの使用はピン音を探り当てること

から文台まる.

↓第8図

r一｣を頭にした熟語群が並んだ最終

ぺ一ジの例.｢一直｣が見える｡同

じピン音同じ四声の異たる漢字の多

いこともこのべ一ジに現わている.

ドラム｣そして｢潜水｣が｢水に潜る｣ではたくて

｢不圧水｣といった具合たのである.

児島壌氏の“満州帝国"という本にこんな話が載っ

ている(文章は原文のまま).

��℀

rさる県の日本人参事官が更迭するので,新旧参事官の

歓送迎会が料亭でひらかれたときのこと･新任参事官

は県長の歓待ぶりに感謝の意を表すべく,名刺の裏に挨

拶の語を書いて渡した｡

ただし,参事官は支那語も満語もできず,県長も日本

語は不可解だというので,漢字だけをたらべた.

今晩御馳走有難御座

今晩は御馳走を有難う御座居ました,との表意である

が,名刺をいちべつした県長は,とたんに顔面をひきつ

らせ,まっLぐらにかけ出した.

そのご,三目間,県長は郊外の山腹にひそみつづけた.

｢今晩,御馳走,有難,御座｣を漢訳すれば,｢今やお

そし,馬を走らせて逃げよ,難事あり,謹白｣といった

意味にたるからである･県長としては,実力者の参事

官が逮捕の危険を通報したものと理解し,迎えにでかげ

て誤解だと部下が説得Lても,容易に応じなかった

という｣

作家の筆の運び方に係わる事を何処かへやれぱこの

話はとんでもない同文異義の存在がわかって貰える小

話であろう､｢卵｣と｢蛋｣の違いも場合によって

は重要である.

〔～的工夫〕瞬間｡

I一張1y,2h百ngCトｰオ文.〔～諸氏〕一枚の

紙.②一脚.〔～椅子〕一脚の椅子.③

Iよ蔚Il､三1ら肌註磯珊

1一者二朱1y12hささr1自iぽ〔一束=釆〕.

1一針見応1yi2h芭njiきnxiさ一言1:して

よくその言わんとすると二ろを働く.②一番

の弱点.

1一陣(干)OL)1yizhさn(1Xr)①暫時,し

ばらく｡〔太阻量然落丁却込可以徴～

活〕〔季〕太陽が沈んでいた暫ら{は仕

事が出来る.〔述了～再説〕〔太〕少した

ってからの二とにする.②暫時の一ちょっとし

た.通｡寸が｡の,ふとした.〔～好奇心〕ふ

一4】た蹴二本〔一燭巻｣L〕㍑1

1一知半解1ルhibきnjiきなまかじり.

1一尺虎1ルhi刷目っかち.

1一尺碗不南二只碗回丁口当1yizhiw首n

bもxiヨngさrzh…w着ndingd百ng茶碗

一つでは円亀らないが=つでならちゃりんとい

う,一文銭は鳴ら岨.

1一画y､州①真直ぐ.②ずっと崎間的

又は空間的〕･〔～下下一夫釣雨〕一目

中ずっと雨が降りつつllる｡③道のりか一

段.③字の立て棒.

1一任撃天]yizbOψg胴n一本の柱で

天を支え呂､一人で重責を負う.

1一握几1yizhu主ngr一言いう.

1一准1ルh日nきっと.

1一子几1ル㌃一把･〔～斜面〕一把の

乾しうどん.〔～美笈〕一把の蔓貫婁葦.

1一子爾不倒y湖1iヨngb凸ju{一人の

子が父とその兄弟の家との二軒の後を継

ぎ二人の妻を持ってモれぞれの妻の子を｡

ってそれτれの家の銭継き“とすること.

1一子双捌ルisbuヨng胴｡ぽト子

丙不経1i旨ngbむju6〕.

1一子刊巾i兄厨〔一子｣L〕､

1一字几1yiZ,r一の字.一列.〔～排着〕

一列1:並んでいる.

ト字巾1yi･ijin頂切平ら鰯巾(乏!).

一_字'板]y{2iy,b首口歯切れのよいこと.

1一字劇ψ〕2huδ｢八仙薬｣を半分に

【嶺機溶鵜へ仙b葛測

ト劇y,zd㎎合乱全部で〔呂共患;

一共〕.

1一座1yizub①満座.②山･廟･蜘などの

数をあらわす量詞.〔～山〕一つのμ｣一

/弍1･i副一〕･

/壼〕･iぽ1一〕･

[壼是]yish､すぺr[､一切

/衣〕概昌鷲雛駿鍔笠

8〕凶①着る､②漕せ昌｡

依包1yib童｡旅行用の衣服入れ.

1雄1y-boo施工衣(会〕｡

依捌y峨i衣服と夜具.

一次迦1yibi百口{屠.

吹朴几1y舳r衣偏(ミ量'),

I衣渓九]yicb虹服の裾の裂"て一'品部

分1衣服ωうまのO.

鰯繊1､炸鰐誰鰯/

1衣割yichuヨn衣服､服装.

1衣鋤y1欄ポケット､かくし.〔装入～〕ポ

ケットにしまいラムむ.

依兜1yidδuポケソト〔副衣裳兜几/

工衣飯碗]yi船nW着n生活のよりど二ろ.

伐倒洲さ㎎しきせ.

1衣工]y司9δ㎎仕立て屋.

依鈎1yigδ･衣服を州ε繊〕･.

依冠愈割yig･百･巾･h6･行いの下

劣な上流杜会人.

俵架1yijia衣桁(サつ,洋服州.

1衣錦旗行1yijinyさxin9錦を潜で夜歩

く,立派さが世に知られ古い.

岐鏡1州㎎姿見鰍醐.

1衣樹yij竈着物.

麟鵬｡観畷九下鵜1

依倒yiI一㎎衣服の襟.

一衣細間1yimま｡ji百nホテ〃や劇場など'の

鵡鰍瓢｡｢燃蓑鰐鵬/

依潮yi脚く商〉上海市側:測る鎮

錦貨幣交換相場の通称.

鶴鰍鶴?時死欄搬1

【衣杉】yi8h百n単衣の長｣二着.

1衣裳1yisba口g衣服.〔～兜｣L〕ポケット.

〔春秋穿的～〕合着｡伸園～〕中国服､

1衣劃yi目hiく昆〉しらみ.

依食父母1yish至地㎜互生清の厄介にな

っている人への尊称,主入,旦郊冒ま.

依銅yiShiトリミング､服飾品町㎞･

浩湧�

鰯鰐､徽鷲鎗劉

1衣香嚢醐yixi百n竃bhy一皿g衣の香と

嚢の形(金持の婦人の様子).

I次男…〕y]対皿人妻葦.火葬する.

咳創yiy化しみ〔目竈d自制､

1衣庄]yizhu重ng①呉服店.卜店〕衣

服仕立飯売店｡②質流の衣類販売店.

依装1yizhu百n9①衣服と荷物.②着物

を着る.〔佛是金製､人足～〕仏は金を済

人は衣服をきるが内心は非常な相違があ

1為】｢'､3蟻嬬筆纏鰍1

依粗食剃yi加shish七i程撹1;よって衣

食する己の｡官吏.

〔イ衣〕訊儲さ汰11苫裏打製警〕と篭

きく,モの通｡にすも.〔娚蠣要是恥漕

我,我銃永這不圃去〕〔尤〕お母;んが

私ω言う二士をきいてくれなき中和いつまで

も熟;燭らない｡③承知する｡貯騎す壱.

1987年5月号�
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明する方法のどれかを使えほ良いはずである･

専門用語

さて辞書を引いて繁字を揃えたとする.すると

前述の例題の表題は｢花開岩的成因與成藤｣にたる.

これを日本の漢字に替えると｢花開岩的成因与成鉱｣

になり日本語に直訳すると｢花闇岩の成因と成鉱｣

とたる.｢的｣はその直前に短い名詞しかたげれば

｢……の｣でよい.｢与｣はandとwithの意味を備

えているから｢和｣のandと同列にはおげたい.

｢和｣は単純に｢一と一｣でよいが｢与｣はこ

の場合｢一の成因およびそれと関係ある成鉱｣と訳せ

ぱほぼ完壁といえる言葉である.それにしてもまだ

完全ではたい･r成鉱｣という言葉が日本の地質用語

にはたいからだ.このようた場合の解決策は

1)中国語→日本語の地質用語辞典を調べる

2)中国語→日本語以外の外国語の地質用語辞典

を調べその外国語を日本語に翻訳する

3)｢成鉱｣の日本語訳を想定Lて日本語→中国

語の地質用語辞典でその正しさを確認する

4)r成鉱｣の外国語訳を想定して当該外国語→

中国語の地質用語辞典でその正しさを確認する

5)一般中胃辞典でr成｣とr鉱｣を引き出し文

意にふさわしい日本語を組み立てる

6)中国語の地質用語に詳しい人に聞く

といったところである･この｢成鉱｣の場合1)か2)

の方法でいくのにピッタリの辞書がない.辞書そのも

のがたいのではなく｢成鉱｣という用語が載っている

!)および2)の辞書が見当たらたいのである･やむなく

地質ニュｰス393号�
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4)の方法を使い英中地学用語辞典を使い｢成鉱｣が

㎜ineraliZationかmeta1ユ｡genyであることを知る｡

mineralization(鉱化作用)やmeta11ogeny(鉱床成因論)

以外の訳語には目もくれるなとは言えたい.

文では両者とも文意に合わたいのである｡

容上はむしろ単純に｢鉱床｣とした方が良いと思われ

る.とんだ場合でも辞書に書かれている言葉を守らた

くてはならたいと決めることはやめよう･ときには

meta11Ogenyをr鉱床の分布｣あるいはr鉱床分布法

則｣とした方が適当な場合もあるし,メタロジェニｰと

カタカナで書いた方がピッタリの論文もある.ただし

これは発表を目的にして翻訳をするときの話で自分だ

けが論文の内容を理解できれば良いという場合にはもち

ろんこれほど細かく考える必要はたい.このように

して例題論文の表題は｢花嵩岩の成因と鉱床｣に決

まったわけである.

浩

臓郷9･a三n∫i肌9ra(～大子0.0雌米｡ヌJT粒教,l11前流行

C･On…コOp･････…文称“粒座舳:行三子11蜘分舳11,O)十逃f淋淋1

箏扱",表示顯粒在二千粒皮(煩粒②φ榊i11(又称〃雌一州徽仲刷11)!

例題の論〕1雌)之呵的地■同｡如粉砕敦(o.卜③楽似十逃f並榊…｡叱披エ■rド｡

論文の内O･01瑠米)･表示煩微小子O･雌米･

�十逃椋位湘1����伍破一汎循隼榊11(φ祢訓1)うき似･一山脈汕1���

粒扱吏11分��煩粒†雌��粒籔曳11分�φ��粒扱罠11分�抑1代:1`1:彼

��(遠来)������(惚米)

'1'�山1�■■■�����1■一'一'�1■■

�匡疎�〉lO00��に砥�'7-8��1=班�〉1OOO

�加砿�1000-100��肌概�一8一一6��汕妖�1OOO一]00

秤�l11概�100-10�蘇�l11脈�一6一一3�孤�l11脈�ユOO-1O

�白11脈�ユO-1��き剛砿�一3｣一1��舳旺�iO-2

一山��������

�泌砂�ユｰO.5��1て砂�一〕一〇��口砂�2-1

�l11砂�O.5-0.25��柵砂�O-1��汕砂�一一〇､5

秒���砂�l11秒�1-2�秒�l11秒�O.5-O.25

�釧砂�O.25-O.i��刎抄�2-3��舳沙�O.25-0,1

����������

�肌粉砂�0.1-O.05�����]閉砂�O.05-O,01

粉砂�刎粉砂�O.05-O.01�粉砂��5-9�粉砂�印1粉砂�O.01-0.004

舳二1二��<O.01�粘土��〉9��辛Ii土<O.004�

ζ粒度分析】grain∫iZeallaly一年巾旬一些隻蛉公式｡決定頼粒花水111

s1∫;r岬岬｡πe･pHH㏄κ･肯aπa柵3流速的囚素有顯粗大小､比重､形状及

漢文読み(漢文の訓読み)又称“机械分析'㌧一利1研究柵流水分卿舳度･淑皮･流劫舳俳｡

秋物成締屑着巾各科糊蜥り百分合皿囚而,況遼公式児近似的公式｡推常

例題の本文に入るとまづ次のような文章にぶつか反粒度分布的加㌔対平易解腐刑勺川加速公式児"削克公式｡

耕石,遮常采川姉析法､況送法,対子【斯托克公式刃St･･k｡∫f｡･m･一

る･閉ξ.与得披緊密不易解廊的岩石,常釆1a…φoPMyJlaCT0Kca一利1汁算

用薄片塗,対粗大駒砥石則采用直接球状紋粒在液体巾的況蹄速及的祭推

測及汰｡公式,此公式是英国学者斯托克冴墾

花嵩岩的成因間題一査是地廣学中最主要的操題之一･醐械分椚｡ユ､i､｡､i｡｡1｡､｡1y一舳旬｡其公式如下､

壱不世是岩石学的基本間題,同町也有地廊勾造,グ床成SiS;MeXa舳eC削一首aHaJuI3｡叩グ｡Kg､･6･一あ

“粒皮分析"｡μ

因以及地居学有密切研系.｣醐速公式Σ･･山i･匡･･1･･ityユ℃l11r州酬舳況遠(厄米/秒)l

fω･･川1･…φ･pW･1里･岬…πgカ爪力〃1逮必･カ狽搬的半程

｡C舳岬1肺刺･餌煩粒在水中況蹄遠(煙米)131カ煩粒的比皿162ツヨ水

辞書をうまく使ってこれを日本漢字に直せば

第12図r地質辞典｣シリｰズ6巻中の第2巻一r鉱物岩石

｢花嵩岩的成因間題一直是地質学中最主要的課題之一｡地球化学分冊｣の内容の例中国の堆積岩の粒度区分表

他不世是岩石学的基本間題,同時也与地質構造,鉱床成が掲げられている･これは参考にたる.

因以及地層学有密接聯系.｣

を繰れぱ

とたる.さてこれをどのようにして読みこたすか?

簡便た方法は漢文読みを試みることである･その音

｢月落ち鳥口帝いて露天に満つ,江風漁火愁眠に対

す,姑蘇城外の寒山寺,夜半の鐘声客船に到る｣たど

と読んだあの漢文読みである.

では上記の文を漢文読みしてみよう.

｢一直｣は｢まっすぐ｣であることがわか

るそして筆者が｢ただこれ一一一一たりとせず｣と

読んだ原文のr不世一一一｣は辞書にはr一一一だ

けでたく｣と書かれている.これは英語でいうnOt1

on1yに当るまた｢一一一に与う｣と読んだr与｣

はすでに説明した通りである･そうすると上記の

文章は

r花嵐岩の成因問題,二直して,これ地質学中の最主

要課題の一たり.それぞ,ただこれ岩石学の基本間題

たりとせず,時を同じうして,地質構造,鉱床成因,以

てさらに地層学に与う密接たる連係を有するたり｣

r花嵩岩の成因問題こそ,まさに,地質学の中で最も

重要た課題の一つである.その課題は岩石学の基本

間題であるだげでたく,同時に地質構造,鉱床の成因,

さらに地層学とも密接た繋がりを持っている｣

このように読めば難解た言葉は｢一直｣だけと言え

そうである｡すでに述べた熟語の引き方に従って辞書

1987年5月号

と言う現代目本語訳にたるだろう･

この日本語訳は中国語の文章を漢文読みするという�
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岸本文男

花嵩岩的成因身成前のはかまわたいとたり仏道に反して良いということ

にたる.このように読みたい人がいるかも知れたい

制化狽

が.

花i気舳成■月脳_触地艀巾最主要榊魍之_｡佗不世峨碑的基本向これは中国語が句読点をそれほど重視していたいた

魎･同町也身地辰拘造･び床成因以及地屋学有密切朕系口目前'人伽肋地売的確鴇濃主めに起る混乱でその混乱の責任は中国語自身が負わね

要出花関原砦右組成･花開岩葵最大陪地売.1二部将征性的岩石｡据銃針･花開岩分布面枳

比舵岩継大20倍,杵多び芦的形蜥1分榊W,S皿､B1,Li,B･,Nb,T･,Rb,C雪等都ぱたらない事柄であろう一もしr不許,董酒入山門｣

醐鴛駕㌶鮒､;簑羊鮒燃瓢1訟蝋猟膿篇簑と書げば読み方は前者r不詳董･酒入山門｣なら

弥花舳占55%,基鰍粒州一1禰鰍鮎川,趨犠鉄撒5%(掘d｡｡F｡｡ユg65)｡その読み方は後者しか無いはずである｡それでも最近

花舳的岩石英型･片状･規模･刎店固岩的芸系･所心的地及拘造位置'射は句読点に注意が払われるようにたってきたが古文書

次的成因業系等,都下象以征汰枳胸那ム筒雌｡理在者来創n形成的地贋背景,形成方

式和演化泣程是十分宴染和多科多榊｡研究花舳約成因,対子研究区域地舳造和は酸いものでたとえぼ“魏志"の巻三十“東夷伝"

炎鮒史,対干鮎理拾､鮒蝸等都兵イf特殊而重要附意見研究花舳成因'波及倭人の項2,000余文字(いわゆる魏志倭人伝)にはまるで

地球科学的J山江領域,加地球的生成及演化,糊惹起源及演化,変贋作用均岩楽作用的

朕系,脇卿1雌繊舳互芸系鰍化,鮒作舳物理化学条件塔_系列基棚麗句読点がなくおかげで未たにその読み方が議論の対象

榊不可分倣系･花舳1刊魎破雑･廿致鋤一生不同州･也是白鮒口になり｢洛陽の紙価を高からしめ｣ている.

早在60年代初･我国已故炉床学家洲家茱教授就探吋丁花開岩的形脚同題｡他提出

我国不舳造単元棚盟不同的舎び性,毎_拘造旋賊育的花開榊不同時征的鮒この中国語が備えている落とし穴にはまらたいように

作用及賊芙型峨醐L床挙家徐克鋤教授柵据多年来対牛南他舳和成㈹脇･絡花するにはとくに古文書の場合文章の成立の背景とか

闘岩美刻分三大成因系列;即鮎売改造型,辿渡性地売同熔型,櫻源型｡我国岩石学者董

中保教授将花搬渚万分地献築地売重熔花搬,地機分身花関岩｡虫干我国近年来文章そのものの流れとか専門用語の正確な意味と言

地球化学領域内腕重大搬･逝辻S･肺ノS工帥･P岬/Pb舳･Nd“ヨ州ユ“等比価脇･射ったものに注意を怠らたいことが絶対に必要でありも

花開岩薬物鳳来源有了逃一歩的汰枳｡賓来,花園若葉刻分光地売漁,櫻源和混合源三

笑是遣当的｡我国南方出現的主要是地売源花開姶葵,界一1鉤,錫,擁,倒,勧炉化有う一つ慣れが正解誕生を助けてくれるはずである.

芙･斑岩型吠床及爆破ガ麻岩筒び水主要均捜瀕型花肉岩癸猪石イ峡,西南方一生迦象

断裂帯,如辰江小下跡,則主要是混合源型花嵐岩葵,与鉄､銅何L化有芙｡

外国の地名･人名

一､花筒岩酌成因

芙子花開岩的成因,以水火之争升始,各家舳至今未息｡十九世物吐,雷徳(H中国語には｢カタカナ｣もたけれぱ｢ひらかた｣も

第13図この記事の中で引用した論文の第1ぺ一ジ.たたし一ない･だから日本語のようにいわゆる横文字の地

と眺めているだけで何となく内容が判るような気がするは名や人名を｢ヵタヵナ｣で著すことは不可能である.

ず･それが中国文の良さ?である･モンゴル語やビルそれたらいっそのこと横文字のまま記述すれば良さぞ

マ語をいくらじ一と見つめていても何もイメｰジが浮うたものをそのようにする例は多くたい.残された

かんでこたいのに比べればよほどまLだろう.

方法はただ一つ横文字の地名･人名に漢字が当てられ

ることにたる･国名や船名そして航空機機器類た

手段を通じて得られた訳であるからもし間違った漢文との横文字タイプ名も同様である.地学論文の中で漢

読みをすると意味を取り違え理解を誤ることにたっ

てしまう･誤った漢文読みをしてしまう可能性は文

献を読む人の力量によって大きくもたるし小さくもな

るだろうが中国文そのものの中にもその可能性を大き

くする要素が潜んでいると思われる.

たとえば禅寺の山門の前に掲げられている次のよう

だ一文を皆さんはどのような漢文読みをされるだろう

か?

｢不詳董酒入山門｣

これは｢董酒山門に入るを許さず｣(クソシュサソモソ

ニィルヲユルサズ)と読むべきものである.なまぐさ

料理と酒を寺に持ち込んではたらないと言う意味であ

る･しかし早まれば｢輩を許さず酒山門に入

る｣(クソヲユルサズサケサソモソニハイル)と読めたくも

たい｡たまぐさ料理は許されないが酒を寺に持込む

字を当ててさらに原名の横文字を付記してくれる場面

が無くもたいが一般には稀れである.使用する漢字

は原名の横文字の発音に似た発音のものであるが発音

さえ似ていれほどんた漢字を使っても良いと言うわけ

ではたい.地名の場合には各国六のことぼにそれぞ

れ応じて第1表に示したようだ使用規則といったも

のがある･この表を使えば中国と日本以外の国々の

少なくとも地名は見当がつくだろう｡人名もこの使

用規則を準用すれば良い･日本語の地名･人名は簡体

字に換えられて転記される･有り難いことに大和仮

名書のようにはたらたい.中国漢字にはたい日本漢字

の場合は当てはまる中国漢字が使用されている.た

とえば日本漢字の｢国｣は中国漢字にはたく中国では

｢国｣と書く･･ただし読むときには中国語の発音

にたる.たとえば岸本文男を｢キツモトフミオ｣と

は読んでくれたい.｢アソポｰゾウオソナソ｣

と聞こえる.ついでたがら地質調査所の先輩に高

地質ニュｰス393号�
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表

壌
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�幸氏鵡辛竺音掠氏＼音テ慶俸音掠浜字��bb�P�dt��9�k�Ψ�W
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り互�olei�挨�皿�笛ノ風/代粛��特ノノ泰�豊�凱�瑞�泰

｡=色ε〔色i�ヨ=3�厄�伯�珀�箆�特�格�寛�弗�疾

εε一夕､�1o)�炉�比�度�連�静�吉�基�象�威

66rりδδ�03/ouo訓奥ノ欧��博�下��托�弐�科�沃�沃

.)oooo�o:U�良�本�普�杜�斗�吉�庫�武一�伍

■c�耐;恥�尤�比尤�皮尤�辿尤�新カ�久�丘�墾尤�威光
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一�a:�文�奔�派�ヒ燕�泰�誰�飢'�箏�杯

○口�au�奥�包�保�遺�陶�商�考�沃�添

童n童㎎曲�囲■柵帥列�安�斑�滋�丹�坦�甘�次�万�万一睡

一一anou口ung6･伽6･亭�o=聰au皿岬3:n箏口｡ヨ�昂�邦�庇�当�庸�図�康�田…�

εnε㎎伽加血ηg�ち･閉･:n日日θo�恩�本�彰�澄�践�摂�肯�文�文

…n耐y曲餉�i割1…lnhj柵�困�実�平�丁�廷�金�金�温�浸

肺垣�io�芙�宗�平�了�廷�京�金�温�温.

沽㎞一r��温�奉�衰�敦�運�貢�昆�文�文

)ooo9�岬�翁�邦�憂�茨株�通�.武�孔�銭�翁

島清という人が屠られた･この人はもちろん姓が

高島で名が清であるが中国の人は高島清としか

受け取らずもっぽら高(カオ)先生と呼ばれていたそ

うである.

第1表を使用しだいで横文字の地名･人名を中国漢字

から読み取るには一つ一つの漢字の表音を一般の中目

辞典から引き出して自己の知識を総動員しそれらし

い原名を頭に描きそれを詳しい横文字表現の地図上で

確認し人名なら文献抄録誌人名索引などで確定する必

要がある.中国が発行Lている外国地名辞典外国人

名辞典を入手･使用することも欠きた地名特別た有名

人には効果的だが小さた地名やまだ売出し中の人の名

前はおおむね出ていないので全体としてそれほど役に

は立たたい.最近は中国からの学生や研究員の日本え

の派遣が頻繁である.その人々に聞くのも賢明な方

法であるがそれも万能ではたい.

いくつかの地名の例を挙げてみよう.

安第期:表音でan･di-siは原名がAndes日本でい

1987年5月号

£�2�色�急1�沁1�h��jch�h�m�皿��f��ア9WkWhW『��

f�2d2�灼�9奄θ�3�』一�'d5�t∫�h�励�o��f���酬ト…�

夫弗�薮�茨�蛎螢)�目�什'�季�苛�竣�擁�､邑･�ホ�休'�街���
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秀�曽�苓�窯�任�申�冥珍�琴�亨�口�一雄�俺�俺�困�杳.思�昆�

券�津�歓�宰��欣�金1�歓�欣�明�守'�林琳.�抹琳��古因�毘�

芳�京�背�幸��央�京�背�栄�明�宇�策�冥�英�古葵��

宰�尊�融�弥��煩.�極�涛�洪�震�蟻�他�絶�云���

字�索�聰�松��掩�詠��ホ�蒙�衣�陰'�戎�永���洪

うアンデスである.このように列挙すると

夏威夷:xia-wei-yiHawaiiハワイ

科羅拉多:ke-1uo-1a-duoCo1orad0コロラド

鳥粒爾:wu-1a-erypaハウラル

西伯利亜:xi-bo･1i-yaCH6Hpbシベリア

聖路易斯:sheng-1u-yi-siSt.Louisセントルイス

挨特納:ai-te-naEtnaエトナ

金伯利:jin-bo-1iKimberleyキソバレｰ

では地質学上の有名た地名を10か所挙げ当てて戴

くことにしよう.()の中はヒントである.正解

は次へ一ジに.

①落基(山脈)②聖海倫斯(火山)

⑧費爾葬爾徳(鉱床)④康法爾(半島)

⑤秋明(油田ガス山群)⑥克里沃羅格(鉱床群)

⑦蘇必利爾ξ湖)⑧威特沃時期蘭徳(地方)

⑨阿爾年期(造山)⑩斯堪的納維亜(半島)

さらに次ぎの地質学関係の人名10題に対してもどうぞ.�
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岸本文男

①

⑧

⑤

⑦

克来頓(米国人)

泰勒(米国人)

査瓦里茨基(ソ連人)

新米爾諾夫(ソ連人)

(スイス人)

②

④

⑥

⑧

⑨

和愛徳(米国人)

尼格里(スイス人)

庫葱浬佐夫(ソ連人)

文爾(徳)施密特

飽恩(カナダ人)

⑭莫雷洛維契奇(ユｰゴスラビア人)

外国の横文字の人名をその発音に類似する表音から漢

字化する方法はキチンと守られているようであるが

地名については必ずLもそうでたい.地名を翻訳Lて

その語意を漢字で表したものも散見される｡アイスラ

ンド(1celand)を｢氷島｣スリｰブラザｰズアイラ

ンズ(ThreeBrothersls.)をr三兄弟群島｣オクスフ

ォｰド(Oxford)を｢牛津｣といったように.ではま

たの10間題.

①

⑧

⑤

⑦

⑨

復活節島(テリｰ)

西点(アメリカ)

原子城(アメリカ)

好望墜(カナダ)

藍嶺(アメリカ)

②

④

⑥

⑧

⑩

中途島(アメリカ)

金色湾(トルコ)

八度海峡(インド)

大好湖(カナダ)

失望群島(ポリネツア)

論文の文章を読んでいてわけのわからない文字列に

でくわしたらどう読んでいいのかさっばりわからたい

と匙を投げる前にひょっとしてこれは地名ではたい

かそれとも人名かと疑ってみるとよい.地名も人

名も漢文読みを受け付けたいのは当然のことたのだか

ら.そこに気付いたらしめたものである.その地

名も人名も論文に係わりのあるものであらぬことを

口走ってはいたいはず.鉱物学の論文に好芙鴇(かっ

ては聖林)ハリウッドは出てこたいだろうし鉱床学の

論文には阿下普爾科アカプルコが出てくることはあるま

い.自ずと定まる限界の中で読み取る地名や人名で

ある.知る喜びの方が探す苦労にまさることを強調し

ておきたい.

思うようにたってきた･そのせいであろうか･翻訳

に当っての現在の心境はどれだけ完壁に近づけられる

かといったところである.図書室での20年に近い奉

仕活動から無事に放免されて天与の時が得られたので

あるからまだ頑張ることができそうた気がする.老

兵の一文を期に中国語に挑む方々の多いことを期待す

る次第である.

(終り)

例題30間の各

地名

①ロッキｰ(Rocky)

②セントヘレンス(St.He1ens)

③フェアｰフィｰルド(Fairie1d)

④コｰンウォｰル(Cornwa11)

⑤チュメｰ二(丁正0Me肪)

⑥クリボイログ(KpHB0滝P0F)

⑦ス｣ベリオル(SuPerior)

⑧ウィットウォｰタｰズランド(Witwatersrand)

⑨アルプス(A1Ps)

⑩スカンジナビア(Scandinavia)

人名

①クレイトン(C1ayton)

②ホワイト(White)

③テイラｰ(Tay1er)

④ニグリ(Nigg1i)

⑤ザハリツキｰ(3aBap卿K励)

⑥クズネツォフ(Ky3He口0B)

⑦スミルノフ(CMHpH0B)

⑧ゴｰルドシュミット(Go1dschm1dt)

⑨ボｰエン(B･w･n)

⑩ホモロビチッチ(Mohorovicic)

おわりに

思いつくままの地学用中国語の一節は以上で終り.

いわばインスタント中国語学習のノｰト経験による

中国語についての雑談となってしまったげれどせっか

く書いたのであるから少しは役に立って欲しいもので

ある｡

最近はつくづくと外国語を日本語にすることの難し

さを感じている.口惜しいことであるがニュアンス

のすべてを含めて外国語の完全た日本語訳は不可能と

地名2

①イｰスタｰ島②ミッドウェｰ島

③ウエストポイント④ハリチ湾

⑤アトミックツティ⑥エイトデグリｰ海峡

⑦フォｰトクッドホｰプ

⑧グレｰトスレｰブ湖⑨ブルｰリッジ

⑩ジサボイソトメソト諸島

地質ニュｰス393号�


