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数字を用いた略語にみる中国社会

- 一九九八年下期の 『半月談』より-

岡 益 巳

1.序

略語全般に関する研究は言語学の分野で行われている｡那須雅之[1991]

によれば,一九五〇年代か ら今 日に至るまで様々な論文が出されてお り(p

p.410-411),そうした研究は,主にその構成形式に基づ く分類及びその構

成法則の解明という二つの問題を中心に進められてきた(p.406)0

各種の略語辞典でみる限り,数字を含む略語は新 しく創 り出される略語

のうち,おおむね-～二割を占めるに過ぎない｡このため,目下のところ,

岡による一連の研究 (岡 [199Ba,1998b,1999a,1999b])を除き,数字を用

いた略語に特化 した研究は見受けられない｡

本稿の意図は,数字を含む略語を取 り上げることによって,それ らの背

景にある政治,経済,社会の現状と問題点を明らかにすることにあり,言

語学的な考察を加えることにはない｡

本稿では,一九九八年下期に発行された 『半月談』を基礎資料とし,敬

字を用いた略語を採取 した｡この中か ら,専 ら文革以前の政策や事象を表

す もの.開放路線下の政策や事象を表す ものであって も,那須[1991]に採

録のもの,さらに岡の一連の研究ですでに取 り上げたものは除 くO したが

って,本稿に採録の略語は,江沢民政権下の,特に一九九八年現在の中国

の現状を反映するものである｡

略語研究の視点および数字を用いた略語の特質,基礎資料 とした 『半月

淡』解題に関 しては,岡[1998a,1999a]を参照されたい｡
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2.中央政府の政策

(1) "三不'' (三つのノー)

クリントン大統領が一九九八年六月二十五 日か ら七月三日にかけて,中

国を訪問した｡これは,前年十月の江沢民の訪米に対する答礼であった｡

中国にとって,台湾問題は米中関係の中で最も重要な問題であるが.この

間題に関 して,江沢民はクリントン大統領か ら三つの約束をとりつけるこ

とに成功 したQ

台湾同定是中美英系中最重要､最敏感的何題,也是途次中美首脳会

晴的重要改題之-.克林頓息銃在北京和上海公牙重申,美国不支持台

湾独立,不支持 "-中一台"､ "爾十中国'●.不支持台湾加入喋合国

和英他由主枚国家組成的国防姐gR.英国息銃国家安全事各助埋伯太也

向近著重申了速-原則,井且把有美淡活写成文字,向i己者散麦.速迭

一歩表明, L̀三不●'巳正式成力美国赴理台湾向題的一項原則.(98113

-65)

台湾問題は米中関係の中で最も重要で,最 も敏感な問題であり,今

回の米中首脳会談の重要議題の一つでもあった｡クリントン大統領は

北京と上海で重ねて公言 したCすなわち.米国は台湾の独立を支持 し

ない, ｢一つの中国,一つの台湾｣や ｢二つの中国｣を支持 しない,

台湾が国連およびその他の主権国家で構成される国際組織へ加入する

ことを支持 しない｡バーガー国家安全保証問題担当大統領補佐官も記

者に対 してこの原則を重ねて伝えたばかりか,関係談話を印刷 して記

者に配布 した｡このことは ｢三つのノー｣がすでに正式に米国の台湾

問題処理の原則となったことをさらに一歩踏み込んで表明しているo

大統領補佐官はサ ミュエル ･バーガー (SamuelBerger)氏｡

(2) "三十不功揺-1 (三つの不動)

一九九八年十月に開催された中国共産党の第十五期第三回中央委員会全

体会議では,農業 ･農村問題が重点的に討議されたO したがって,党をあ
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げて農業および農村工作の重要性に対する認識を深める必要があるとする

｢三つの不動｣は,第十五期三中全会精神の貫徹を目指すものであるO

当前,要弓最洞堅持三十 "不功揺".首先.堅持党的衣村基本政策不

功描.-･-其次,堅持把友展衣村軽防,提高衣出生戸力水平作力整十

衣村工作的中心不功描.--第三,堅持党対衣村工作的領等不功描.

(98-2111)

当面,三つの ｢不動｣を堅持 しなければならない｡まず,党の農村

基本政策が不動であることを堅持する｡---次に,農村経済を発展さ

せ.農業生産力水準の向上を農村工作全体の中心とすることが不動で

あることを堅持する｡--･･第三に,党の農村工作の指導が不動である

ことを堅持する｡

党の農村基本政策とは,一九七八年の第十一期三中全会以来推進されてき

た農村改革を指 し,その中で最も重要な施策は土地や生産の農家請負責任

制である｡

(3)① "三十韓変" (三つの転換)

② "三伏-情意" (三つの優良,一つの満足)

一九九八年には,国務院機構改革が実行され,基本的に完了した｡九九

年には,各級の地方行政組織の大幅な改変が行われることになっている｡

こうした行政機構改革は,効率的で,清廉で,誠心誠意人民に奉仕する行

政家機関の建設を目指すものであり.組織の効率化とともに風紀の引き締

めが強 く求められている｡

明年,各部n都要用根大的力気机好 "三十鞍変",即韓変机美唄能､

帝変工作方式､輯変工作作凧.如果不真正机好迭 "三十韓変",就不

能連座新形式､新任各的要求,也堆以汎圃机杓改革的成果. (98-23-

1)

来年,各部門は大いに力を入れて ｢三つの転換｣,すなわち,機関

の職能の転換,仕事の方式の転換,仕事の作風の転換を行わなければ

ならない｡もしこの ｢三つの転換｣をきちんと実行 しなかったならば,
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新 しい制度や新 しい任務の要求に適応することができず,機構改革の

成果を強固なものにすることも難 しい｡

党中央の要求に基づいて,一九九九年には国務院系統の党および政府の

指導幹部や党員幹部に対 して, ｢学習を重ん じ,政治を重ん じ,正 しい気

風を重んじる｣を内容とする党風教育が展開される｡学習,政治,正しい

気風の三つを重ん じるという方針は,指導幹部の資質向上を意図した江沢

民が一九九六年に打ち出した方針であり, "三i井'' (三つの重ん じるもの)

と略称される｡詳 しくは岡[1998a]を参照されたいO

所有部n和単位都要激洩揚晴,扶正桔邪,大力菅造国籍和渚､健康

向上的輿稔杯境和工作不壊.要探入井展 "三伏一浦意''括功,倒伏庚

服努､伏良作凧､伏美杯境的文明机夫,倣人民浦意的公各員.(98-23

㌦ilE:

全ての部門と職場は恵を非難 し善を称揚 し.悪い気風を取 り除き正

しい気風をもり立て,団結調和 し健やかに向上する世論環境と工作環

境を力をこめて建設 しなければならない｡ ｢三つの優良,一つの満足｣

活動を深 く掘 り下げ展開し.優良なサービス.優良な作風,優良な環

境の文明的機関を創 り出し,人民の満足する公務月にならなければい

けない｡

(4) "四十不准" (四つの許さない)

食糧流通体制改革は未踏基首相の基本政策の一つであり, ｢五つの改革｣

の第-に挙げられているo各省政府には,農民に対 して早めに政府買い入

れ価格を公示するとともに,季節調整価格や等級差価格を合理的に設定 し,

農民に安心感を与えることが要求されている｡また.国有食糧買い入れ貯

蔵企業には,農民に服務するという考えを樹立 し,服務態度を改善するこ

とが求められている｡

要実行 "四十不准",即対衣民交嘗粗食,要常年､常吋挫牌敵牙収

賄,不准限牧､停牧 ;実行按康治仇 不准圧鎖圧仇 対席量差的粗食,

可以按規定細水､軸糸,粒牙庚量差仇 但不准拒収 ;収賄粗食吋,除
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按照国家有美規定代轍衣此税外,不准代紬､代激 "多銃等､村提留''

以及其他任何税費 ;鼻鏡､村干部也不准在粗食収賄現場坐収銃等提留

款.(98-1311)

｢四つの許さない｣を実行 しなければな らない｡すなわち,農民の

食糧売 り渡 しに対 しては,年中,常時看板を掲げどしどし買い入れな

ければな らず,買い入れを制限 したり,停止 した りすることは許され

ない ;質に基づいて価格を決める場合に,等級や価格を下げることは

許されず,質の劣る食糧に対 しては,規定に基づいて減額 し,低品質

価格を適用できるが,買い入れを拒否することは許されない ;食糧を

買い入れる際に.国家の関係規定に基づいて農業税を代行徴収する以

外には, ｢郷の割当金や村の留保金｣およびその他のいかなる税金や

経費を代行徴収することも許されない ;郷鏡や村の幹部が食糧買い入

れ現場に出向いて割当金や留保金を徴収することも許されない｡

｢郷の割当金｣とは,郷政府による五項 目の割当金であり,郷 ･村立学校

運営,計画出産,退役軍人などに対する特別慰問,民兵訓練,郷村道路建

設に用いられる｡ ｢村の留保金｣とは.村に留保 される三項 目の資金であ

り,公的積立金,共益金,管理費を指す｡公的積立金は主に水利基本建設,

植樹造林,生産性固定資産の購入,集団企業の運営などに用いられる｡共

益金は福利事業に用いられる資金であり,主に生活保護家庭に対する補助,

集団医療保険などに用いられる｡管理費は村役場にかかわる経費であり,

主に幹部の給料T事務管理費,出張旅費などに用いられるQ (半月談編集

部[1996]p.59)

`̀多銃等､村提留-'は, しばしば "三振五銃'' (三つの留保金,五つの

割当金)と略称 される｡

農民が供出を義務づけられた食糧については "定鈎仇" (規定の買い入

れ価格)で買い取 り,余剰分については "保折伏" (保護価格)で買い取

る仕組みになっているが,後者についても買い取 りを拒否 してはならない,

としているO次項の ｢三つの政策｣の一つは余剰食糧の買い取 り政策を指
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している｡

(5) "三項政策､一項改革'' (三つの政策,一つの改革)

"三項政策､一項改革"是当前根改的重点,即按保折仇敵升収賄余

粗､英行順併硝償､収賄資金封陶通行,加快粗食企地 自身改革. `̀三

項政策､一項改革"是新形勢下粗食流通体制改革蛭等金的急結,是解決

当前粗食戸硝矛盾､碗保粗食流通進入良性循杯的正碗途径.(98-23-5

8)

｢三つの政策,-つの改革｣は当面の食糧改革の重点である｡すな

わち,保護価格でどしどし余剰食糧を買い入れ,利ざやのある価格で

販売 し,買い入れ資金は他に流用せずに用い,食糧企業自身の改革を

加速する｡｢三つの政策,-つの改革｣は,新たな情勢の下での食糧

流通体制改革の経験の総括であり,当面の食糧生産と販売の矛盾を解

決 し,食糧流通が良性の循環に入ることを保証する正 しい方策である｡

"順扮硝嘗"とは,買い入れ価格を上回る価格で販売すること｡

(6)① "五統一'' (五つの統一)

② `̀三公牙" (三つの公開)

郷などの地方政府が農村の電気料金に,様々な名目の費用を上乗せ して

徴収する風潮が目に余る｡そのため,国務院が批准した電力建設基金およ

び三峡ダム建設基金に充当される加算料金を除き,各級政府はいかなる追

加徴収も行ってはならない,という通知が出されている｡県 レベルの電力

供給企業には,郷鎮電力管理所が違法な料金を上乗せ しないよう,管理す

ることが求められている｡ (半月談編集部[1998]pp.60-61)

衣村屯費的収取要倣到 "五統一'◆､ "三公升〝. "五統一'■就是統

一も仇､統一友票､統一抄表､統一核算､銃一考核, "三公升 '是衣

村用戸的屯量公牙､亀伶公升､屯貴公牙.(98-13-61)

農村の電気料金の徴収は ｢五つの統一｣と ｢三つの公開｣を実施 し

なければならない｡｢五つの統一｣とは,統一的な電気料金,統一的

な領収書,統一的な検針,統一的なコス ト計算,統一的な審査である0
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｢三つの公開｣とは.農村の消費者各戸の使用電力量の公開.寵気料

金の公開,電気代の公開である｡

｢三つの公開｣とは,各農家の使用電力量.料金体系,料金請求額の三つ

を公開することで,末端政府による電力料金水増 し請求を防止 し,公正な

料金体系に基づいた料金徴収を行うことを目的としている｡

次に示す徐茂春 ･満軍[1998]の報告は,そうした農村の電力料金事情を

うまく伝えて くれる｡

地方によっては,権力者や電力会社にコネのある連中が料金を支払

わないため,その しわ寄せで農村の電力料金は都市部より高い｡とこ

ろが,天津市煎県出頭嶺地区を取材 した記者は,この地区では電力料

金を請求する際に,勝手に料金を上乗せ した り,割当金を課 したり,

他の経費を便乗徴収 したりすることもない し,料金を支払わない ｢特

殊な公民｣もいないことを発見 し,驚きもし喜びもした｡ (p.36)

料金が支払われない電気は, "枚力屯'' (権力電気), "人情屯" (情実

電気), "英系も" (コネ電気)などと呼ばれている｡

(7) "-i正､一十､三統一､五不准､爾公井､-監督" (一枚の許可証,

一枚のカー ド.三つの統一,五つの不許可,二つの公開,一つの

監督 )

一九九六年末に,国家教育委員会,国家計画委貞会.財政部の三者は合

同で 『義務教育学校費用徴収管理暫定法』を公布 した｡義務教育では授業

料は免除され,生徒は雑費のみを納めるなどの規定が設けられているが,

多額の費用を徴収する学校が跡を絶たない｡

しか し.監察部の教育部駐在監察局のある関係者は,一連の対応策によ

り,むやみな費用徴収に対する抑制効果が現れたとして,次のように述べ

ている｡

軽辻多年的努力,中小学収費工作巳基本形成7-套行之有敗的制度.

迭就是 :一班､一幸､三銃一､五不准､爾公牙､-監督.各省 (宜緒

市､ 自治区)教育､物仇､財政等部｢1毎年都要横合制定井向社会公布

-107-



108

中小学収費項 目､椋独和有美政策.(98-15-59)

長年の努力によって,小中学校の費用徴収工作はすでに基本的には

一組の有効な制度を形成 している｡それは,一枚の証書,一枚のカー

ド.三つの統一.五つの不許可,二つの公開,一つの監督である｡各

省 (直轄市,自治区)の教育,物価,財政等の部門は毎年合同で小中

学校の費用徴収項 目,標準額および関係政策を制定 し,社会に公布 し

なければならない｡

｢一枚の証書｣とは "一服収費件可iiE'' (一枚の費用徴収許可証), ｢一

枚のカー ド｣とは `̀一紙収費萱妃乍" (一枚の費用徴収登録カー ド)のこ

と｡

｢三つの統一｣とは,生徒か ら徴収する経費は,①学校の財政部門が統

一的に徴収 し,②財政部門が印刷 した領収証を統一的に使用 し,③財政部

門が統一的に管理する)こと｡

｢五つの不許可｣とは,①義務教育段階における公立の小中学校では,

越境入学を許可 しない ;②各種の名目で費用を徴収する補習クラスや特別

クラスなどを許可 しない ;③生徒に強制的に復習教材,新聞雑誌,その他

の商品を購入させ ることを許可 しない ;④学枚に対するむやみな割当金を

生徒に転嫁することを許可 しない ;⑤教科書と必要なワークブックを除き

生徒の学習用品や生活用品を学校が一括購入することを許可 しない｡

｢二つの公開｣とは,徴収す る費用の項 目と標準額を公開することであ

り, ｢一つの監督｣とは,社会の監督を受けることを指す｡

(8) "三弧両横,爾十重要路段" (三つの縦,二つの横,二つの重要路

線)

一九九八年には,景気刺激策の一貫 としてインフラを備が積極的に進め

られた｡

道路建設投資額は,同年当初の一千二百億元か ら一千六百億元へ引き上

げられた｡二〇〇〇年を目処に総額五千億元を投入 し,七万四千キロメー

トルの道路を建設する｡ (楊子 ･李情[1998]p.ll)
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公路建没方面,将重点加快 "三執両横,爾十重要路段''的建没.三

執指同江至三並､北京至珠海､重戻至信江 ;両横指達云粍至笹森果斯､

上海至成都 ;爾十重要路段指北京至沈阿､北京至上海.(98-19-ll)

道路建設の方面では, ｢三つの縦,二つの横,二つの重要路線｣の

建設を重点的に加速する｡三つの縦とは,同江一三亜,北京一珠海,

重慶一湛江を指す ;二つの横とは,連要港一箪爾果斯,上海一成都を

指す ;二つの重要路線とは,北京一藩陽,北京一上海を指す｡

同江は黒龍江省北東のロシア国境に近い都市｡三亜は海南島南端の都市｡

零爾果新はチベットの町か?

3.地方政府の政策

3.1.広西チワン族自治区の経済発展戦略

(1) "三大故略､六大突破" (三大戦略,六大突破)

面対知沢経済的浪潮,面対沿海地区経済高速麦展的志勢,面対跨世紀

的挑成,｢西壮族自治区党妻､政府又提出了 "三大成略､六大突破"

的麦属地略.

"三大成略"指的是実施区域経済､牙放帝功和重点突破故略. "六

大突破"指的是解放思想,実事求是,実現思想も入沢的新突破 ;堅持以

衣地力基石乱 以加快工地化法程力重点,実現鐘済結杓伏化的新突破 ;

加大改革力度,実現鐘併体制韓換的新突破 ;以沿海卦尤共,実現対外

牙故的新突破 ;大力推迎科技速歩,実現科学技木与経済相結合的新突

破 ;建立完尊机制,創造良好杯境,実現人材培券､引速和使用的新突

破.(98-23-43)

知識経済の波,沿海地区経済の急速な発展状況,世紀に跨る挑戦に

直面して,広西チワン族自治区の党委員会と政府は,今度は ｢三大戦

略,六大突破｣という発展戦略を提起 した｡
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｢三大戦略｣が指すものは.地域経済,開放の率先および重点突破

戦略を実施することである｡ ｢六大突破｣が指すものは,思想を解放

し,事実に基づいて真実を求め,思想と認識という新たな突破を実現

すること ;農業を基礎とし,工業化プロセスの加速に重きを置 くこと

を堅持 し.経済構造の高度化という新たな突破を実現すること ;改革

の力を強化 し,経済体制転換という新たな突破を実現すること ;大い

に科学技術の進歩を促 し,科学技術と経済の結合という新たな突破を

実現すること ;完壁なメカニズムを作 りあげ,良好な環境を創造し,

人材の養成,吸引および活用という新たな突破を実現すること｡

｢地域経済｣の実施 とは,以下の五つの特色のある経済地域を重点的に建

設することを指す｡すなわち,港湾,海洋産業,ハイテク産業を重点とす

る桂南沿海経済区 ;工業を重点とする桂中経済区 ;観光と農林業を重点と

する桂北経済区 ;近代化農業,郷鎮工業および外向型経済を重点とする桂

東経済区 ;農業,養蚕および鉱業を重点とする桂西経済区である｡ (劉水

玉1998]p.43)

(2) "一二三四六一〇'■ (一二三四六一〇)

根据十五届三中全会精神,最近.｢西在衣地上提出了 "一二三四六

一〇"的工作思路. "-"足指把衣曲技在国民経済的第一位 ; "二"

足指衣比和衣村麦展的主要 目栃,必須千方百汁便衣民増収､具多財政

増長,今后五年内衣民人均純収入毎年増加二百元以上 ; "≡"是指穐

定和落葉党在衣村的基本政策,土地承包再延長三十年 ; "四川是指科

技対衣地的貢献率在本世紀末法到四十%以上 ; "六"足指突出重点.

実施衣比和衣村工作六大基軸工程,即緑色工程､神子工程､琉通工程､

"三Br'建没工程､教育培訓工程､社会穐定工程 ; "一〇"就是玖真

帆好十項工作,碗保衣地和衷柑経済持摸穐定健康麦展.(98-23-44)

第十五期三中全会精神に基づいて,最近,広西チワン族自治区では

｢-二三四六一〇｣という工作方針が提起された｡ ｢-｣は,農業を

国民経済の第-に置 くことを指す ;｢二｣が指 しているのは,農業と
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農村の発展の主要目標は,万策を講 じて農民や県郷財政の増収を図 り,

今後五年間は農民-人当たりの平均純収入を毎年二百元以上増加させ

なければならないこと ;｢三｣は,党の農村基本政策を安定させ実行

し,土地請負をさらに三十年延長することを指す ;｢四｣は,科学技

術の農業に対する貢献度を今世紀末に四十%以上に達するようにする

ことを指す ;｢六｣は,重点を突出させ.農業および農村工作の六大

基礎事共,すなわち,線化事業,種子事業,流通事業,｢三つの耕作

地｣建設事業.教育養成事業,社会安定事業を指す ;｢一〇｣とは,

十項 目の工作に真面目に力を入れ,農業および農村経済が安定 した健

康的な発展を続けることを保証することである｡

｢三つの耕作地｣とは,- トンの食糧を生産できる耕作地,- トンの砂糖

を生産で巷る耕作地.一万元の収入の得 られる耕作地を指す｡｢十項目の

工作｣の具体的な内容は不詳｡

3.2.常徳市の教育施策

(1) "三十碗保" (三つの確保)

湖南省は-九九八年の夏に大水害に見舞われた｡洞庭湖に近い常徳市で

は,水害後の学校教育の再開に力を入れ, ｢三つの確保｣政策を実施 した｡

在常徳市, 目前就有一千二百所学校受文,井且併有九十四所学校浸

泡在水中,三万五千多学生失去7校国.但各級政府正在釈槙采取捨施

救文保学.他イn提出了三十鶴保 :碗保九月一 日按村井学,碗保不因受

究両便一十学生額学,碗保究区教師安心教学.(98-17-19)

常徳市では,現在一千二百の学校が被災 し,なおかつ未だに九十四

の学校が水浸 しとなっており,三万五千人余 りの生徒が学校を失って

しまった｡ しか し,各級の政府は積極的に災専復旧と就学確保の措置

を講 じている｡彼 らは三つの確保を提起 した｡すなわち,九月一 日に

は予定通 り始業を確保 し,被災が原因で一人の生徒 も退学 しないこと

を確保 し,被災地区の教師が安心 して教育できるように確保する｡
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3.3.湖南省の食糧購入センターのサービス改善策

夏収穫食糧の.買い上げが始まる前,湖南省食糧局は民心安定のために.

存分に買い上げ. "白糸"は発行 しない旨の告示を特別に印刷 したり,中

央および省の食糧改革に関する文書を冊子に編み,各食糧買い上げ機関に

配布 した (楊善清 ･帯剣 ･易紅[1998]p.45)0 "白魚'●とは,政府の農産

物買い上げ機関が代金 として農民に手渡す支払い期限未定の約束手形であ

り,農民暴動の原因の一つとなっている｡

(1) "四版上堵'' (四つを壁に貼 り出す)

同吋,省里述要求毎十茎屈仮借企地在収税期間都必須倣到 `̀四版上

堵",即将国勢院粗食収賄条例､省粗食局安民告示､国家規定的収賄

庚量椋准和省定粗食牧的併格向衣民公布,増加政策透明度,不留生義

隆患.(98-21-45)

同時に,省政府は各々の末端購入 ･貯蔵企業に対 して,食糧RFZZ7い上

げ期間中は必ず ｢四つを壁に貼り出す｣ように要求 している｡すなわ

ち,国務院食糧買い上げ条例,省食糧局民心安定告示,国家の規定す

る買い上げ品質基準および省の定める食糧買い上げ価格を農民に公布

し,政策の透明度を高め,表立たない不満を少 しも残さないようにす

るQ

湖南省政府の食糧改革政策ははっきりしており.違反事件に対 しては断固

たる処置を取っている｡益陽市赫山区の食糧購入センター長が遵法に買い

上げ価格を引き下げた事件では.これを公表 し,センター長を免職にした

上で取り調べを行い処罰 した｡ (楊 ･帝 ･易[1998]p.45)

(2) `̀五掠" (五つの涼しい)

湖南省の末端の食糧購入センターのサービスは農民の好評を博 しているC

夏娘牙秤后,粗食部｢1要求各基眉根姑必須姶衣民提供 "五掠"服努,

有的穐姑迂寺n抽出人手姶衣民揺夙辛､晒粗谷,井要求把 `̀粗不牧完,

庫不停秤''作カ･一項jEZ格的妃律来実行.(98-21-46)
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夏収穫食樺の買い入れが始まったとき.食糧部門は末端の各食糧購

入センターに対 して,農民に ｢五つの涼 しい｣サービスを提供 しなけ

ればな らないと要求 したが,ある食糧購入センターではさらに人手を

捻出してもっぱ ら農民のために トウミを揺す った り,穀物を日に干 し

たりしてや り,その上 ｢食糧を全て買い入れるまで倉庫では秤を停止

しない｣を厳格な規律 として実行することを要求 しているO

"五涼" (五つの涼 しい)サービスとは, "掠棚､掠水､掠茶､掠凧､掠

萌" (涼しい日除け,冷たい水,冷たいお茶,涼 しい風,解熱剤)であり,

炎天下に買い上げてもらう食糧を運んできた農民に対 して,直射 日光を避

ける日除け,顔や手足を洗う冷たい水,喉を潤す冷たいお茶,扇風機の涼

しい風,暑気あたりのための解熱剤の準備,といったサービスを指す｡

4.社会現象

(1) "斬新三件" (新新三種の神器)

九十年代的今天,他身近的学生不収早巳将家屯bL"老三件",換成

了 "新三件''.迂有不少学生在琢磨英汽辛､英住居､到国外施醇.迭

迂去人イ日想也不敢想的 "斬新三件",正成力社会上新的消費熱点.(9

8118-16)

九十年代の今 日,彼の周 りの学生はとっくに家電を ｢旧三種の神器｣

か ら ｢新三種の神器｣に換えているばか りか,少なからぬ学生が自動

車を購入 し,住宅を購入 し,海外旅行に行 くことを考えている｡これ

は以前には人々が想いもよらなかった ｢斬新三種の神器｣であり,ま

さに社会の新 しいホットな消費対象となっている｡

例文中の ｢彼｣とは,経済学者で中央党学校教授の王王玉を指す｡ したがっ

て彼の学生は党の幹部連中である｡この例文で用いられている ｢旧三種の

神器｣と ｢新三種の神器｣はいずれ も党幹部の間で人気の高い家電製品で

1 113-



114

あるが,具体的な内容は不詳｡ ｢斬新三種の神器｣は ｢乗用車,分譲アパ

ー ト.海外旅行｣を指すO

結婚に際 して,花嫁が花婿に求めた三つの人気商品を "三大件" (三種

の神器)といい.一九六〇～七〇年代においては,｢自転車,腕暗計, ミ

シン｣であった.これは "老三大件'' (旧三種の神器)とも言う｡一九八

〇年代に入ると,三種の神器は ｢テレビ,カメラ,ラジカセ｣あるいは

｢カラーテレビ,冷蔵庫,洗濯機｣に換わり, "新三大件'' (新三種の神

器)と呼ばれた｡一九九〇年代に入ると,｢システムコンポ,エアコン,

電話｣あるいはパソコンやVTRに対する人気が高まっている｡

丹藤佳紀[1995]によると, "三大件"は一九九〇年代初めには "新四大

件" (新四種の神器)に変わり,その後 "六大件" (六種の神器)に発展

した.ちなみに.前者は ｢電気洗濯機,電気冷蔵庫,カラーテレビ,ダブ

ルカセットのラジカセ｣であり,後者は ｢多機能大型カラーテレビ,多機

能VTR,全自動洗濯機,ステレオコンポ,大型電気冷蔵庫,家庭用カラ

オケ｣を指すOまた,一九九五年現在で北京市民が ｢近いうちに購入予定

のもの｣として挙げているのは,一位パソコン,二位エアコン.三位電話

である｡(pp.183-184)

(2) "五陪" (五つのお相手)

岡 [1999a]では,お色気サービスである "三培" (酒 ･ダンス ･カラオ

ケのお相手)から派生 して登場 した "新三陪" (新 しい三つのお相手)杏

紹介 した｡これは党および政府の末端幹部による上級機関に対する過剰サ

ービスを表す略語であり,｢会議のお相手,宴会のお相手,遊びのお相手｣

あるいは ｢現場視察のお供,宴会のお相手,遊びのお相手｣を指 している｡

ここでは類似表現としての ｢五つのお相手｣を取 り上げてみよう｡

吋下,党政机美工作中的 "五陪''現象 弓は邑7人イn的淡泊和不満.

干部群余部希望剃利達股 "五陪''凧.何渦 "五陪" ?

一緒 `̀喝''.-･.･二階 "会''. --三陪 `̀査".･･････四陪 "玩●'･

--五陪 "培'●.(98-18-62)
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目下のところ,党と政府機関の工作の中での ｢五つのお相手｣現象

は人々の議論と不満を引き起こしている｡幹部と民衆はみなこの ｢五

つのお相手｣現象に歯止めをかけることを望んでいる｡何を ｢五つの

お相手｣と言うのか｡

第一に ｢酒のお相手｣をすること｡---第二に ｢会議のお相手｣を

すること｡--第三に ｢検査のお相手｣をすること｡---第四に ｢遊

びのお相手｣をすること｡--第五に ｢研修のお相手｣をすること｡

党や政府機関では上級機関か らの来客があれば,必ず何人かを手配 して飲

み食いの接待をする｡中央か らの会議簡素化の命令にもかかわ らず,地方

で開催される会議は非常に多 く,それ らの会議に花を添えるため,地方の

指導幹部連中は時間と労力を浪費 している｡上級機関による検査を無事切

り抜けるため,検査官の送 り迎えはもちろんのこと,検査の際にはにお供

を してまわる｡週休二 日制の実施に伴い,上級機関の指導者の中には,過

末になると観光や視察で名所旧跡を訪れる者があり,末端現場の幹部はス

ケジュールを立て,指導者のお供を し,機嫌良 く帰ってもらわねばな らな

い｡市場経済の実施により,各級幹部に対する研修が花盛 りであるが.こ

れ らの研修費用は結局下級機関が負担することになる｡ (田秀寛[1998]p.

62)

(3) "英三贈-" (三つ買うと一つ贈呈)

我公司是生戸毛巾被的書出｢家.最近.公司在碗定市境菅硝策略吋,

有人提出 :凡的異本公司三条毛巾被,可男行贈送一条同型号､同扮格

的毛巾被,即 "実三贈-".但有人提出昇淡,玖力速足-神南iLk賄路

的不正当寛争行丸 (98-13-38)

わが社は専 らタオルケ ットを生産 しているメーカーですO最近,会

社の市場販売戦略を確立 しようとしたとき,わが社のタオルケ ットを

三枚購入する人全てに,同型,同一価格のタオルケ ットを一枚贈呈す

ること,すなわち, ｢三つ買うと-つ贈呈｣することを提起 した者が

おります｡ しか し,これは一種の商業上の賄賂にあたる不当競争行為
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にあたると思われる,として異議を唱える者もおります｡

これは,三枚購入すれば一枚プレゼントをするという販売戦略が 『反不当

競争法』に抵触するのではないか,と心配するタオルケット製造会社の林

亜民社長からの法律相談である｡販売会社の経営者やその代理者などに対

してではなく,直接消費者にプレゼントする "英三贈-''販売方式は違法

ではない,というのが華軍弁護士の回答である (華軍[1998]pp.38-39)0

(4) `̀三億" (三つの偽物)

開放政策に転 じて以来,一九八〇年代初期.同中期.九〇年代と三段階

を経て密輸入という経済犯罪が深刻化 している｡当初,東南沿海地区での

個人による生活用品の密輸が主であったが,現在では法人による生産性原

材料の密輸入が不断に増加 しており,一九九七年現在で検挙額の七十七%

を占めている｡このため,一九九八年七月には大規模な全国密輸撃破工作

会議が開かれたが.状況は好転 していない｡ (王樺[1998]p.8)

利用傾批文､傾単ijE､傾印章的 "三傾"手段以及偽推品名､倣扱数

量､倣撮扮格等高地晴編手法走私的現象日起戸重,己占到海美査荻案

件案伍的八十%以上.近 日深訓公安部n査荻一造偶寓点,屋内堆浦了

非法印刷的全章海夫卑近和傭造的海美各芙印章一百余枚.(98-13-9)

偽の指示書,偽の船積み書類 ･信用状,偽の印鑑の ｢三つの偽物｣

という手段,および虚偽の品名.数量,価格を報告するなどのごまか

しの手段を用いて密輸入する現象は日増 しに酷 くなっており,すでに

税関が検挙 した事件の押収額の八十%以上を占めている｡最近,深訓

の公安部門が一つの偽造拠点を捜査 したが.建物内部には遵法に印刷

された税関証明書類一式および偽造された税関の各種印鑑百個余 りが

積み重ねてあったo

(5) "五扮-' (五つの願い)

篭者最近在湖北郡州市受天衣村看到,遭受竿見洪傍文書的｢大衣村,

正堵口裏堤,全力以赴投入生戸自救.重建家国.調査中衣民反映 :目

前恢夏生戸有 `̀五扮'' :一扮衣北部n指寺衣民用科学方法恢夏生戸.
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-･･.二扮及吋失政救究款和政文物資.･･････三扮金融部nカ受究戸提供

必要的恢夏生戸虐功資金.･････,四扮税各部n減免衣此税賦.-･･‥五扮

切実減軽衣民負担.(98-1｢ト62)

筆者は最近湖北省郡州市の被災農村において,希にみる大水害に見

舞われた広範な農村が決壊口を塞ぎ境防を修復 し,生産による自己救

済と家庭再建に全力を傾けているのを目の当たりにした｡調査の中で

農民は次のように訴えた｡目下生産を回復するために ｢五つの願い｣

を抱いている｡すなわち,第一に,農業部門が農民を指導 して科学的

な方法で生産を回復 して くれることを願 う｡･･--第二に.即刻災書救

援金と救援物資を放出して くれることを願 う｡--第三に.金融部門

が被災戸に必要 とする生産回復のための初動資金を提供 して くれるこ

とを願 う｡--第四に,税務部門が農業税を減免 して くれることを敵

う｡--第五に.農民負担を適切に軽減 して くれることを願う｡

五つ 目の願いである ｢農民負担の軽減｣の ｢農民負担｣とは, ｢三つの村

留保金,五つの郷割当金｣を指す｡このことに関 しては,第二章 (4)の

｢四つの許さない｣の項で述べた｡

5.結 び

数字を含む略語は,政治的スローガンとして用いられることが多い｡改

革開放を代表するスローガンは `̀四十現代化" (四つの現代化)である｡

"四十現代化''というスロ-ガンは非常に頻繁に用いられたため, 日を経

ず してさらに短縮され, "四化"という略語を生み出した｡一九八〇年代

半ばには, "四化"か ら派生 した "干部四化" (幹部の四つの現代化 :秤

部隊列の革命化.若年化,知識化,専門化)というスローガンも登場 した｡

また, `̀干部四化''がかけ声倒れに終わって しまった現状に不満を抱 く氏

衆は,このスローガンの内容を ｢思想は退化,生活は腐敗.知識は鈍化,
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年齢は老化｣という風刺歌謡につ くり変えて,巷に流行 らせた｡

一九九八年三月に国務院総理に就任 した未踏基が打ち出した "一十碗保､

三十到位､五十改革'' (一つの確保,三つの実現,五つの改革)というス

ローガンも,同年夏頃には "一､三､五"と簡略された形が加わ り,マス

コミを賑わすようになった｡この小論で紹介 した湖南省常徳市の教育施策

である `̀三十碗保"は,末路基の "一十碗保''を念頭に置いて創出された

スローガンであろう｡

社会現象を表す略語の場合も同様で,多用されれば類似表現を生み出す｡

お色気産業である "三培'' (三つのお相手)の隆盛は,末端組織幹部によ

る上級組織幹部に対する過剰サービスを表す "新三培" (新 しい三つのお

相手)という略語,さらに "五培'● (五つのお相手)という略語を創 り出

した｡

次々と創出される数字を用いた略語は,まさにその時代の中国社会を映

し出す鍵であると言えよう｡

【付記】

(1)例文末尾の (〇一〇一〇)は出所を示 し,『半月談』 (〇年第〇期○

真)0

(2)原文で ( )内に示されている略語の説明については,煩雑さを避

けるため削除 し.別途説明を加えた｡
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The Chinese Society Observed through
Abbreviations with Numerals

-from BANYUETAN in the Latter Half of1998-

MasumiOka

In this study, I will clarify, through abbreviations with numerals, the
phases of Chinese society in 1998.

Abbreviations involving numerals occupy only 10 to 20% of the whole
abbreviated words. This is why no preceding studies focused on
abbreviations with numerals have been made by other researchers. A
series of studies by aka, Oka[1998a, 1998b, 1999a, 1999b], revealed their
features and classified them into four groups. Newly created
abbreviations with numerals reflect the political, economic and social
circumstances of China today because most of them are used as political
slogans, and because the rest are used to express typical social
phenomena.

Jiang Zemin succeeded in securing President Clington's promise on
Taiwan problem during the president's visit to China in June 1998. His
promise was abbreviated to "san-bu" (three no's). The reform of food
dirtribution system faces some difficult problems. One ofthem takes place
at the lowest level of official food purchase centers. Hunan Province
orders those centers to put up four kinds of notices in order to avoid
farmers' uneasiness. This is "si ban shang qiang" (four notices posted on
the wall). Still, each center is required to offer "wu liang" (five for cooling)
services for farmers who visit there to sell agricultural products in the hot
weather.

When an abbreviation is widely accepted among people, similar
expressions will be derived from it before long. Wide spread of "san pei"
(three erotic services) created "xin san pei" (three new services) which
means three kinds of excessive hospitalities for senior officers by their
juniors. "Wu pei" (five services) has also been made.
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