
InJapanthenumberofpeoplestudyingChineseisincreasing
yearbyyear.Theprincipalreasoncanbefoundintheeco-
nomicdevelopmentofChinainrecentyearsandtheconse-
quentincreaseintheopportunityforeconomicandcultural
exchangebetweenJapanandChina.Insuchasituation,atest
toestimatetheproficiencyoftheJapaneseinChinesebecame
necessary.TodaytherearethreetestsinJapan.Theseare①
theSocietyforTestingChineseProficiencyJapan（Chuken）
（中検）,② theHanyuShuipingKaoshi（漢語水平考試）
（HSK）,and③theTestofCommunicativeChinese（TECC）.
First,theChukenwasputintopracticein1981bythe
SocietyforTestingChineseProficiencyJapan.Itiscarriedout
threetimesayear.Itistheoldestandmostwell-known
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achievementtestofChineseinJapan.Anexamineecanapply
byhisowngrade.Inthatrespect,theChukenissimilartothe
AchievementTestofEnglish.TheproblemoftheChukenis
thatthedegreeofdifficultyofquestionsdifferswiththetime
ofpractice,andthisisreflectedinthepassrate.
Next,theHSKiscarriedoutbyChina・sNationalBoardof
Education.Itisatesttoestimatethechallenger・sownability
onaninternationallevel.TheHSKwasputintopracticefor
thefirsttimein1991.Itiscarriedoutonceayear.All
examineesoftheHSKmustchallengethesamequestions,dif-
ferentlyfromChuken.ApeculiarityoftheHSKisthatthetest
istoestimatethepracticalabilityofcommunication.Soitis
suitableforpeoplehopingtogotoChinaforstudy.Theprob-
lemsoftheHSKaretoomanyquestions（170）,toolongex-
aminationtime（twohoursandhalf）,andtoodifficulthearing
test.
Last,theTECCwasfoundedbytheSocietyforCommuni-
cativeChineseandcarriedoutbyBenesseCorporation.Itwas
putintopracticeforthefirsttimein1997.TheTECCiscar-
riedouttwotimesayear.LiketheHSK,allexamineesmust
solvethesamequestions,anditspurposealsoistoexaminethe
facultyofcommunicativeChinese.Buttheresultsoftheexam
areopenlyshownbythepoints.ThisdiffersfromtheHSK.
IfapersonhopestogotoChinaforstudyortofindajobin
aChineseenterprise,heshouldchoosetheHSK.Andaperson
hopingtogetaqualificationforemploymentshouldchoosethe
ChukenorTECC.Tochallengethesetests,itisnecessaryto
collectpastquestionsandsolvethemperfectly.

１．はじめに

日本においては、中国語の学習者が年々増えつつある。その主な原因は

近年の中国経済の発展とそれに伴う日本と中国との経済もしくは文化交流

の機会の増加にあると考えられる。

周知の通り、中国は1978年末から�小平の指導下で改革開放政策を開始

した。それから97年までの間に中国の国内総生産（GDP）は実質5.9倍に

拡大し、年平均成長率は9.8％の勢いを見せた（1）。そのような状況下で、日
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本の多くの企業は対中ビジネスの好機と見て、相次いで中国に進出するか、

もしくは駐在員を派遣した。ある統計によると、ビジネスで訪中した日本

人の数は、95年には32万6,308人であったのに対して、97年には37万3,781

人まで増加した（2）。しかし、そのような企業のニーズの増加に反して、中

国語の即戦力を有する人材が不足しているのが現状である。したがって、

中国語のできる人材は希少価値が高く、企業に求められるようになった。

一方、1999年４月24日に日本総理府が発表した「外交に関する世論調査」

によると、日本では中国に「親しみを感じる」が前年の45.9％から48.9％

に増え、「親しみを感じない」（47.4％）を上回っている（3）。他方、大学で

も第２外国語における中国語選択率が全国平均ですでに40％を超えており、

その選択理由も従来の「単位がとりやすい」などから「中国（語）に興味、

関心がある」、「中国に行ってみたい」、「将来中国と関連のある仕事をした

い」などが目立って増えている（4）。筆者が勤務している杏林大学社会科学

部においても、中国語履修者の人数が年々増加しており、98年度の１年次

の中国語履修率はなんと66.34％にも達している（5）。

そのような状況の中で、中国語の実力を測定するための試験も必要となっ

てきた。なぜなら、多くの中国語履修者は自分がどれだけ上達したかを確

認してみたいと思っているし、企業を中心としている求人側も応募者の実

力を判定できる基準を求めているからである。現在、日本で実施されてい

る中国語の検定試験は主に以下の３種類がある。それは、①中国語検定試

験（以下「中検」）、②「漢語水平考試」（以下「HSK」）、③中国語コミュニ

ケーション能力検定（以下「TECC」）である（6）。

最近、日本ではセメスター制を導入している大学が年々増加している。

それに伴い、第２外国語、例えば中国語の授業を従来の１週間に１コマか

ら２コマまで増やす大学が多くなってきている。杏林大学では第２外国語

の必修単位は６単位であるが、「発展中国語」の単位も認定できるので、

通算２年間中国語を履修することができる。筆者が一貫して強調している

ことではあるが、ただ単位取得のための履修なら何の意味もない。履修す

る以上、自らにとってプラスになるようにしなければならない。また、就
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職難の昨今において、何かの資格をもつことは絶対に有利であろう。その

ような状況を考慮し、筆者は中国語教育者の立場からぜひ中国語履修者に

検定試験の受験を勧めたい。

日ごろ中国語授業の中で、学生より中国語の検定試験を受けたいがどん

なものがあるか、あるいはどちらを受ければいいかとしばしば相談を受け

る。ここからもわかるように、多くの中国語履修者は中国語の検定試験に

関して必ずしも熟知しているとは言えない状況にある。そこで、本稿は上

述した３種類の検定試験を取り上げ、それぞれの特徴と問題点を明らかに

することを目的とする。

２．先駆けとしての中検

１．中検の歴史と受験状況

中検は1981年に中国語学力認定協会（現在の日本中国語検定協会の前身、理

事長：香坂順一氏）により初めて実施された。以来毎年春と秋２回ずつ行

われたが、98年より年３回（３・６・11月）まで増加した（ただし、１級は11

月のみ、２級は６・11月のみ）。日本では最も歴史の古い中国語の検定試験で

あり、「広く社会に認知された存在」との評価を得ている（7）。

1999年６月27日に中検は第38回目の試験を実施した。しかし、詳細なデー

タは第35回までしかできていないので、本稿ではさしあたり過去５年間

（98年11月は含まない）のデータを取り上げることにした（表１参照）。第26

回から第35回までの10回の試験で、受験者数は合わせて10万8,662人に達

し、平均して１回につきの受験者数は１万人を超えている。ここからは中

検の受験者層の厚さを窺い知れよう。

試験地として、日本国内では東京をはじめ、北の札幌から南の那覇まで

36�所が設けられているほか、各級合わせて10人以上で受験する場合、受

験者の都合のよい場所で独自に会場を設け、いわゆる団体受験もできる。

さらに、中国の北京外国語大学と上海師範大学での受験もできる（8）。受験
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者の都合に対する実施側の配慮が感じられる。

２．中検のレベル分けと認定基準

表１にも示されているが、中検は現在準４級から１級までの６段階に分

かれている。英検と同様に１級は最もレベルが高い。また、級別申請がで

きる唯一の検定試験でもある。日本の多くの企業では中検の３級以上のレ

ベルを求めていると言われている。また、本稿は主に第２外国語履修者を

対象としているため、ここでは３級から準２級までの認定基準だけを取り

上げることにする（9）。

３級は、一般常用語彙1,000以上2,000ならびに中国語文法の一般的事項

をマスターし、簡単な日常会話ができ、基本的な文章を読み、書くことが

できることを基準にしている。

一方、準２級は常用語彙3,000以上を完全にマスターし、主として複文

を含むやや高度の中国語の文章を読み、３級程度の文章を書くことができ、

日常的な話題での中国語による会話が行えることを基準にしている。

日本中国語検定協会は３級を一般大学の第２外国語における第２年度履

修程度としている。つまり、第２外国語として中国語を２年間履修する学

生は、３級以上の級に合格する可能性が十分にあると考えられる。

３．中検の出題傾向と問題点

中検の試験問題は英検と同じように級によって異なっている。３級と準

２級の出題例として、日本中国語検定協会は次のように提示している（10）。

３級の問題は、単語の意味、ピンイン（中国語表音ローマ字）による注音、

またピンインによる中国語の漢字による表記替え、常用語彙1,000－2,000

を利用した複文を含めた中国語の日本語訳と、日本語の中国語訳のほか、

録音による中国語の聴き取りが課される。

準２級の問題は、単語・常用度の高い慣用語・成語の日本語訳と中国語

訳、多音語・軽声の問題、誤用の指摘、100字－300字程度の文章の日本語

訳と中国語訳などのほかに、録音による中国語の聴き取りが課される。
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以上のように各級の出題基準は非常に明確に定められている。では、そ

れらの基準は実際に受験者の能力を客観的に測定することができるのであ

ろうか。ここでは表１のデータに基づいてこれらの問題を検討してみよう。

級別の合格率から見れば、グレードアップにつれて合格率が低くなって

いくことがわかる。級別のレベルの差が十分に反映されている。しかし、

実施時期別の平均合格率を見てみると、最も高いのは1998年春第34回の49.

3％であったのに対して、94年秋第27回の合格率はわずか26.9％であった。

実施時期によって合格率の開きがでてくることは指摘できる。その原因は

言うまでもなく受験者の成績にもよるが、最も根本的なのはやはり試験問

題難易度のバランスの問題だと考えられる。

この点に関しては同一級各回の合格率の比較によっても裏付けられる。

例えば、３級の各回の合格率を算出してみると、1995年秋第29回は42.8％

で最も高かったのに対して、94年秋第27回はわずか18.4％に過ぎなかった

ことがわかる。このように受験の時期によって、受験者がラッキーかアン

ラッキーかという運命に左右されてしまうことが指摘できる。これは今後

中検がぜひとも改善すべき課題であると言えよう。

３．中国国家試験としてのHSK

１．HSKとは何か

HSKとは漢語水平考試（HanyuShuipingKaoshi）の略称で、中国国家教

育委員会対外漢語領導小組弁公室が担当し、中国語能力を国際レベルで測

定する試験である（11）。中国国内における長年の試行錯誤を経て、1991年

に初めて外国で実施された。日本では同年12月に実施され、初回の受験者

は331人であった（12）。以来、毎年１回ずつ行われ、受験者の数も年々増え

ている（表２参照）。

HSKと中検の異なるところは、受験者全員が同一の問題に挑戦するこ

とである。そしてその得点によって偏差値が決められ、全受験者の中で自
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分の相対的な位置やコミュニケーション能力の評価を知ることができる。

つまり、この試験は語彙や文法、和文中訳・中文和訳といった学問として

の知識を測るものとは少し異なり、中国語を実際にどれだけ使いこなせる

かというコミュニケーション能力を測定するところに特徴がある（13）。

HSKは中国語を母国語としない外国人、華僑と中国国内の少数民族を

対象としている。詳しく言うならば、主に次のような人たちの中国語のレ

ベルを測定するのに適している。第１は、外国から中国の大学もしくは大

学院に留学する学生である。その意味では、HSKはTOEFL（Testingof

EnglishasaForeignLanguage）に似たような性格を有していると言える。第

２は、一定レベルの中国語を習得し、かつ「漢語水平証書」（以下「HSK

証書」）を取得しようとする外国人と華僑の子弟である。第３は、中国国

内において中国語を母国語としない少数民族で大学に入学しようとし、も

しくはHSK証書を取得しようとする人たちである（14）。

２．HSKのレベル分けと認定基準

HSKの試験問題は、①基礎、②初・中等と③高等の３種類に分かれて

いる（15）。これまで日本で行われたのは初・中等試験なので、ここでは主

にそれを中心に検討しよう。
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表２ 過去４年間HSK受験者数・HSK級取得率一覧表

実施年度
受験者数

（人）

HSK級取得率

級 別 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２ １級

証書種類 中級A 中級B 中級C 初級A 初級B 初級C ―

1995年 1,160
人 数

取得率

50

4.3％

131

11.3％

172

14.8％

208

17.9％

177

15.3％

190

16.4％

232

20.0％

1996年 1,570
人 数

取得率

62

4.0％

111

7.1％

190

12.2％

219

13.9％

288

18.3％

299

19.0％

401

25.5％

1997年 1,351
人 数

取得率

76

5.6％

105

7.7％

140

10.4％

192

14.2％

271

20.1％

267

19.8％

300

22.2％

1998年 1,393
人 数

取得率

72

5.2％

141

10.1％

189

13.5％

251

18.0％

242

17.4％

232

16.7％

266

19.1％

（注） 本表は日本中国漢語水平考試実施委員会HSK東日本事務局の資料に基づき，筆者が

作成したものである．



HSK初・中等試験は１級から８級までの８つの段階に分かれている。

中検とは異なって、HSKでは８級の方が最もレベルが高い。試験の成績

によりレベルは認定され、各級のHSK証書が授与される（ただし、１級と

２級は成績表のみで証書は授与されない）。３級・４級・５級にはそれぞれ初

級HSK証書のレベルＣ・レベルＢ・レベルＡが授与され、６級・７級・

８級にはそれぞれ中級HSK証書のレベルＣ・レベルＢ・レベルＡが授与

される（16）。

HSKを資格試験と考え、挑戦するなら３級以上のレベルを目指すべき

であろう。ここでは３級以上各級の認定基準を取り上げることにする（17）。

３級から５級までの認定基準は、初級レベルの中国語能力を有し、正規

の中国語教育を800－1,500時間受けた者（同様な学歴もしくはレベルをもつ学

習者を含む）とされている。そのうち、３級は中国の理科・工科大学に入

学する最低基準とされており、３級取得者は外国人留学生クラスの２年次

に編入することもできる。

一方、６級から８級までの認定基準は、中級レベルの中国語能力を有し、

1,500時間以上の正規の中国語教育を受けた者（同様な学歴もしくはレベルを

もつ学習者を含む）であるとされている。そのうち、６級は中国の文科・

歴史科大学に入学する基準とされており、６級取得者は外国人留学生クラ

スの３年次に編入することができ、８級に達する者は初級通訳･翻訳のレ

ベルを有していると認められる。

なお、HSK証書を取得するためにはいくつかの条件がある。HSKの試

験問題は、①「聴力理解」（ヒアリング）、②「語法結構」（文法）、③「閲読

理解」（読解）、④「総合填空」（総合穴埋め）の４つの部分からなっている。

そのうち、３項目は必ず基準の点数に達していなければならないが、あと

の１つはそれ以下でも認められる。ただし、１ランク以上の開きがあった

場合は、１級下のランクとされてしまう。つまり、受験者の総合的な中国

語能力があるかどうかが判定の基準となるわけである（18）。

大学における第２外国語の授業時間は、週２コマ（１コマにつき90分）で

計算すると年間は約70時間になり、２年間で約140時間になる。これは上

日本における中国語の検定試験 61



述した800時間に比べると少な過ぎる。また、３級以上のHSK証書取得

率は、1997年度の４級を除いていずれも20％以下であった。ここからもわ

かるように、HSKは第２外国語履修者にとって、よほど力を入れない限

り、かなり難しいと思われる。

３．HSKの出題形式と問題点

HSK初･中等の試験問題は、ヒアリング問題50問、リーディング問題

120問、合計170問で構成されている。試験時間は約２時間30分、途中休憩

なしで行われる。解答はマークシート方式である。試験問題はヒアリング

（50問、約35分）と文法（30問、約20分）・読解（50問、60分）・総合穴埋め

（40問、30分）の４つの部分から構成されている。各部分の出題形式と解答

の仕方は下記の通りである（19）。

ヒアリング問題は３つの部分から構成されている。第１部分（15問）は

１人が何かについて話し、ほかのもう１人がそれについて質問する問題で

ある。第２部分（20問）は２人の短い会話があり、もう１人がそれについ

て質問する問題である。第３部分（15問）は比較的長い会話やスピーチで

構成され、その話のあとでいくつかの質問をする。それらの質問を聞いて

４つの選択肢の中から最も適当な答えを選ぶ。ヒアリング試験は、ネイティ

ブが日常話す普通の速さの録音テープが１回だけ流される。各問題のあと

の回答時間は15－20秒である。

文法問題は２つの部分から構成されている。第１部分（10問）の各問題

は、不完全な文で各文のあとに語句が１つ与えられている。受験者は文中

の４�所のどの位置にこの語句を入れればよいかを判断し答えを選ぶ。第

２部分（20問）は、各文の中に１つまたは２つの空欄がある。受験者は文

中の空欄に４つの選択肢の中から最も適当な答えを選ぶ。各問題の解答時

間は約40秒である。

読解問題は２つの部分から構成されている。第１部分は語彙問題で、全

部で20問がある。各文の文中の語句に下線が施してある。受験者はその語

句に最も近い解釈をもつ語句を４つの選択肢から選ぶ。第２部分は読解問
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題で、全部で30問がある。各文のあとにいくつかの設問がある。受験者は

その設問を読んでその内容にあったものを４つの選択肢の中から選ぶ。読

解の各問題の平均解答時間は約70秒である。

総合穴埋め問題は２つの部分からなっている。第１部分は語句穴埋め問

題で、全部で24問がある。各文の文中には問題番号が入った空欄がある。

受験者は文脈から判断して、それぞれの空欄を埋めるのに最も適当なもの

を４つの選択肢の中から選ぶ。第２部分は漢字穴埋め問題で、全部で16問

がある。各文の文中には問題番号が入った空欄がある。受験者は文脈から

判断して、空欄を埋めるのに最も適当な漢字１字を解答用紙に記入する。

以上見てきたように、まず指摘できるのは試験問題の量の多さと時間の

長さであろう。170の問題を２時間30分かけて解答するのは受験者にとっ

て大きな試練と言えよう。事実、最近専門家の中ではHSK（初・中等）問

題の量が多過ぎるので、若干短縮するべきであろうという意見が出てい

る（20）。短い時間内で受験者の実力を測定できる問題の開発は今後HSKの

課題となるであろう。次に指摘できるのはヒアリングの難しさである。

HSKは他の２つの検定試験と違って、ガイダンスを含め、ヒアリング問

題がすべて中国語で録音されている。音声スピードはネイティブの通常会

話と同じである。第２外国語としての中国語履修者にとって難しいと言わ

ざるを得ない。しかし、これから中国に留学する予定のある者、あるいは

中国の企業に就職しようとする者はぜひ挑戦すべきであろう。

４．新参のTECC

１．TECCとは何か

TECCとはTestofCommunicativeChineseの略称で、日本語の全称は

中国語コミュニケーション能力検定である。TECCは中国語コミュニケー

ション協会（代表：お茶の水女子大学教授相原茂氏）によって開発され、ベネッ
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セコーポレーションがその実施を担当している。1997年５月に初めて実施

され、以降年２回（６・11月）行われ、99年６月に第５回目が行われた。

受験志願者数は１回目の3,416人から第４回の5,074人まで増加している（21）。

その数はまだ中検には及ばないが、HSKのそれをはるかに超えている。

中国語コミュニケーション協会は、これは「中国語の単一試験の１回あた

りの志願者数としても日本の最大の検定試験」であると自負している（22）。

現在のところ、東京をはじめ、札幌、沖縄など18�所に試験場が設けられ

ている（23）。その他、企業内受験もでき、日本の多くの企業はTECCの将

来性に期待を寄せている。

２．TECCのレベル分けと認定基準

TECCの満点は1,400点である。受験者の得点はそのコミュニケーショ

ン能力を反映しているものであるとされている。得点はA－Gの７つの

ランクに分かれている。各ランクの点数とレベルは下記の通りである（24）。

A：1,200－1,400 自他共に認めるバイリンガル！

B：1,000－1,199 通訳を目指す人はこのレベル！

C：700－999 海外で活躍したい人はここ！

D：500－699 仕事で使えるレベル！

E：300－499 簡単な日常会話レベル！

F：150－299 挨拶レベルから卒業できる！

G：0－149 ステップアップの第１歩！

上記のランクの中で、500点ならつまりDランクに達したら、日本国内

の中国関連業務に従事可能なレベルとされている。また、650点を中国赴

任の目安にしている企業が多いという。なお、第２外国語を履修する学生

は200－300点を目標にすべきであるとされている。つまり、Fランクもし

くはEランクを目指すべきである。Fランクは基本的な事項の確認や自

分の意思を伝えられるレベルであり、Eランクは簡単な依頼や買い物、旅

行など、特定の場面や限定的な範囲でのコミュニケーションができるレベ

ルである。
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３．TECCの出題形式と回答要領

TECCはHSKと同様に受験者全員が同一問題に挑戦することになって

いる。また、中国語のコミュニケーション能力を客観的に測定するという

点でもHSKと相似している（25）。TECCの試験問題は全部で210問があり、

リスニングの100問とリーディングの110問という２つの部分からなってい

る。リスニング問題は、①図画描写問題、②写真描写問題、③会話形成問

題、④会話内容問題、⑤散文内容問題の５つのパートからなっており、各

パートは20問ずつで構成されている。一方、リーディング問題は、⑥語順

問題、⑦補充問題、⑧補充総合問題、⑨語釈問題、⑩読解問題の５つのパー

トからなっている。そのうち、⑥は10問であるが、⑦－⑩はそれぞれ25問

ずつで構成されている。解答方法はすべて四肢択一のマークシート方式で

ある。試験時間は120分であるが、そのうち、リスニングは55分で、リー

ディングは65分である（26）。

TECCの試験問題は日本の大学などで中国語教育に携わっている中国

人講師と日本人講師からなっている作問委員会によって作成される。作問

委員は40人近くいると言われている。TECCの作問では素材を厳選する

ことは言うまでもなく、テストとしても優れたものにしようと心掛けてい

る。例えば、作問スペックには次のような問題は出題しないことも規定さ

れている。それは、問題文を読まなくても歴史や文学に詳しければ解けて

しまうような問題、逆に特殊なキーワードがわからなければ解けないといっ

た専門知識を問うような問題、誤文訂正のように間違った文を見せるとい

う学習効果的にマイナスな問題、日本人であればまったく中国語を知らな

くても当て推量で正解してしまう問題、コミュニケーションの実際とは関

係ないような文法用語による設問、その他いわゆる難問奇問の類である（27）。

TECCの主旨は正確なコミュニケーション能力の測定である。したがっ

て、TECCで出題されるものは、人が中国語を使う環境や場面において

よく使われる中国語である。つまり、よく目にし、よく耳にする中国語、

どうしても口にする中国語、必要に応じて書くメモや手紙、新聞やラジオ・
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テレビのニュース、広告、薬などの解説文や説明文などが取り上げられる。

いわば、実際の生活でだれもが目にし、耳にする内容が含まれている（28）。

各パートの出題形式は次の通りである（29）。①図画描写問題と②写真描

写問題は、絵や写真に対する４つの説明文が読まれ、その中で最も適切な

説明を選ぶ問題である。これに答えるには、絵や写真にある情報をいかに

早くかつ正確に把握し、それを中国語で表現できるかがポイントとなる。

③会話形成問題は、２人の会話が甲、乙の順で流され、この会話に続く

甲の返答として適切なものを選ぶ問題である。問題を解くにあたって、ま

ず登場する２人の関係や会話の流れを推測・理解してからはじめて次の一

言を選択することができるのである。

④会話内容問題は、２人の会話を聞いて、両者の関係、会話の時間、話

題、内容などについてきちんと把握しているかどうかを問うテストである。

⑤散文内容問題は、あるまとまった文章を聞いて、その文章に関する質

問に答える問題であり、リスニング問題の中で、最も難度の高い部分であ

る。

⑥語順問題は、与えられた語句を文中のどの位置に挿入すべきか、最も

適切な位置を選ぶ問題であり、語句の文法的機能を理解しているかどうか

を問う問題である。

⑦補充問題と⑧補充総合問題は、文中の（ ）内に挿入する語句として

最も適切なものを選ぶ問題である。⑦は単一文で、⑧は150－250字前後の

文章であるが、いずれも品詞やフレーズ、定型呼応構文や成語などの理解

力を測る問題である。

⑨語釈問題は、文中の下線部の語句とほぼ同じ意味になる語句を選ぶ問

題であり、一言で言えば、語彙力を問う問題である。

⑩読解問題は、300－500字の長文を読み、それに関する設問に対して最

も適切な答えを選ぶ問題である。文字量が多いため、いかに速く理解し、

正確に答えるかがポイントとなる。題材も豊富なので、日ごろから新聞や

雑誌で長文を読む習慣をつけ、語彙を増やすことが必要である。

以上のように試験問題を類型別に細分することは、受験者のコミュニケー
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ション能力をより全面的に測定するために有益であろう。しかし、一部の

受験者からは問題の量が多過ぎるという声が出ている。また、試験問題が

公開されていないので、同一問題が繰り返し出題される可能性が考えられ

る。そのようなことは連続して受験する者にとっては有利になるが、初め

て受験する者にとっては不公平なことになるであろう。その意味では、今

後TECCはHSKと同様に試験問題の短縮に取り組まなければならない

であろうし、また、試験問題の公開も求められるであろう。

５．中国語検定試験の対応法 むすびに代えて

以上、現在日本で行われている中検とHSK、TECCという３種類の中

国語検定試験について検討してきた。３者はそれぞれ異なった特徴を有し

ているが、大きく分ければ、①語彙や文法、和文中訳と中文和訳といった

能力を測ることに重点をおく中検、②コミュニケーション能力の測定を重

視するHSKとTECCという２つの種類に大別される。受験の目的を考

慮すれば、これから中国に留学しもしくは中国の企業に就職しようとする

ならば、HSKを受験すべきであろう。もし就職などの資格として考えて

いるのならば、中検とTECCに挑戦すべきであろう。その際、歴史のあ

る中検にするのか、それとも将来性が期待されているTECCにするかに

関しては、受験者の判断によるしかない。

では、これらの試験にどのように対応すればよいのであろうか。外国語

を習得するための基本として、正確な発音、豊富な語彙力と高度な読解力

などがよく取り上げられる。ここでは、それらの当たり前のようなことを

繰り返すつもりはなく、上述した３種類の検定試験の対応法について述べ

ることにする。

まずやらなければならないのは、受験しようとする検定試験の関連書籍

の収集である。

中検の試験問題は試験終了後すべて公開され、かつ光生館から出版され

ている（資料編参照、以下同）。それらの過去の問題を解答し、中検の出題

日本における中国語の検定試験 67



傾向を把握することができる。また、そのほかに、中検対応の模擬試験問

題集も多数出版されているので、あわせて参照すべきであろう。

HSKの試験問題は公開されていない。それにHSKに関する参考書は

日本においては割と少ない。そのため、中国側が出版している関連資料を

購入する必要がある。そのような類の書籍は、亜東書店、内山書店と東方

書店などの中国語書籍の専門店で入手できる。

TECCの試験問題も公開されていない。しかし、TECCの代表である

相原茂氏が監修者となるTECC模擬試験問題集が何冊か出版されている。

それらはTECCの出題傾向を把握するための絶好の教材であると言えよ

う。そのほかに、ベネッセコーポレーションから出しているTECC関連

書籍もぜひ手にするべきである。

次に重要と思われるのは、検定試験対応のクラスの講習を受けることで

ある。第２外国語の履修者として、学内の授業時間だけではとても検定試

験には間に合わない。独学するのもよいが、大学もしくは民間のスクール

が主催している検定試験対応のクラスに参加するほうがよりよい効果が得

られるであろう。もちろん、条件が許すならば中国に留学するのはなおさ

ら望ましいと思われる。

（注）
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