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1. はじめに



 二つの言語が接触するときに、片方がもう一方から
借用し得る言語形式は非常に多種多様である。

 借用とは何か？
 ある言語（＝方言）の話し手が他の（諸）言語（＝方

言）から、それまで自分の言語になかった要素（語彙
項目、意味、形態素、統辞規則、音素など）を採り
入れることを借用（または借入）という。結果から
みれば、借用は言語接触がもたらした言語変化である。
1つの言語を構成する要素は、通時的には、借用され
た要素と、そうでない要素とにわけられるはずである
が、事実上は不可能なことが多い。

（『言語学大辞典・術語編』）
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 従来の借用形式の分類は、借用形式を①外国語の素材
（語彙、形態素、音韻など）を自言語に直接取り入れ
るか（輸入）、②外国語の言語的情報（語構成規則、
統語規則、意味など）を自言語の素材で再現するか
（模倣）で、二つの種類に大きく分けている。

 しかし、借用が言語の形成過程に及ぼす影響はこの
ような輸入・模倣にはとどまらない。

 借用後にも、借用された形式が借用先言語において固
有の形式と混ざったり、新たな用法を獲得したりしな
がら、その言語の形成に影響を及ぼし続けるのである。

 これらの借用後に起こる変化を二次的借用プロセス
（secondary borrowing process）と呼ぶことができる。

 これまでの借用形式の分類には二次的借用プロセスは
取り入れられてこなかったが、言語の形成における借
用の影響を考えたときに輸入・模倣と並ぶ重要な現象
である。
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2. 先行研究における借用形式の分類
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MacGillivray（1902）による借用形式の分類

外的要素
foreign 

element

ギリシア語
Greek

ガロ・ロマンス語
Gallo-Romance

ラテン語
Latin

内的要素
native element

新しい造語
new formations

固有
native

外的
foreign

混成
hybrid

2.1 西洋言語学における借用形式の分類
 MacGillivray, H. S. 1902. The Influence of Christianity on the

Vocabulary of Old English. Part I (1st Half). Halle A. S.: Max
Niemeyer.

 借用形式を体系的に捉えようとして初めての分類。
 輸入・模倣の他に、混種語、借用語同士でできた複合

語を分類に入れている点は評価すべきである。



Betz（1949）による借用形式の分類

借用新造
Lehnprägung

同化借用語
assimiliertes

Lehnwort

借用形成
Lehnformung

翻訳借用語
Lehnübersetzung

部分的翻訳借用語
Lehnübertragung

創作借用語
Lehnschöpfung

借用義
Lehnbedeutung

借用造語
Lehnbildung

借用成句
Lehnwendung

借用統語
Lehnsyntax

借用語
Lehnwort

外国語
Fremdwort
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 Betz, Werner. 1949. Deutsch und Lateinisch: Die Lehnbildungen
der Althochdeutschen Benediktinerregel. H. Bouvier u. Co.

 借用形式を借用語（輸入）と内的借用（模倣）とに
分けた上で、多くの模倣形式を挙げている。

 二次的借用には触れていない点が惜しまれる。
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 Haugen, Einar. 1950. “The Analysis of Linguistic Borrowing.”
Language 26(2): 210–231.

 借用形式を輸入と代替（模倣）の他、輸入かつ代替
（混種語）という項目を立てている。

 外国語のモデルに基づいた混種語（米英pocketbook →
ペンシルベニア・ドイツ語bochabuch；buchはドイツ
語）しか借用形式と認めていない。

輸入
importation

代用
substitution

借用語
loanword

翻訳借用語
loan translation

借用義
semantic loan

借用推移
loanshift

Haugen（1950）による借用形式の分類

輸入かつ代用
importation with

substitution

混種語
loanblend
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2.2 日本語学における借用形式の分類
 荒川惣兵衛. 1932.『外来語学序説』私家版
 日本語に特化した初めての借用形式の分類。

1) 音のみを借用したもの—意味を持たない商標
2) 意義のみを借用したもの—翻訳借用語
3) 文字のみを借用したもの—国字
4) 音と意味とを借用したもの—音訳借用語
5) 音と文字とを借用したもの—万葉仮名、平仮名、

片仮名、ローマ字
6) 意味と文字とを借用したもの—訓読の漢字、アラビア

数字、ローマ数字
7) 音と意味と文字とを借用したもの—音読の漢字、

文中に外国語を原字のまま挿入したもの
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 沈国威. 2008 [初版：1994].『改訂新版近代日中語彙交
流史』笠間書院

 現代中国語における日本語からの借用形式の分類。

1) 音訳借用語：夏普 (SHARP)、索尼 (SONY)など
2) 意味借用語：革命、社会、経済、関係、影響など
3) 漢字形態の借用

4) 和製漢字：腺、膵、粁、粍など
5) 意訳語：駅伝→接力馬拉松など
6) 直訳語：かき氷→鉋氷など
7) 部分的意訳語：赤飯→紅豆飯など

a) 日本で作られた新漢語：抽象、主観、哲学など
b) 日本の固有語：手続、取締、引渡、場合など
c) 日本で作られた漢字音訳語：加答児、倶楽部など



 鈴木俊二. 2007.『借用語の研究—理論と実際—』DTP
出版

 言語接触一般に当てはまる借用形式の分類。
 語彙以外の形式を多く挙げている点が特徴である。

語（形態素）の借用

音借用

文法借用

文字借用

音訳借用
内的借用（Betzの新造借用と同じ）
混種借用（音訳借用と内的借用の結合）

音素借用
音節（拍）借用
プロソディ借用
統語借用（語順）
語法借用（慣用句）
文体借用（スタイル）

鈴木（2007）による借用形式の分類
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3. 一次的借用と二次的借用



 借用形式は借用そのもの（一次的借用プロセス）と、
借用後に起こる様々な意味・機能変化や造語プロセス
（二次的借用プロセス）とに分けられる。

 一次的借用プロセス―外国語から何らかの新しい言語
形式（語彙や音声など）や言語的情報（語構成規則や
意味など）を取り入れること。

 借用語、借用音韻、翻訳借用語、借用義など
 二次的借用プロセス―既に取り入れた言語形式や言語

的情報から何か新しい形式や情報を作ること。
 混種語、和製漢語、和化漢語、和漢混淆文など

一
次
的
借
用
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The Four ‘I’s of Borrowing
 Importation (輸入)―借用元言語の形式を原語の

まま、あるいは原語になるべく近い形で借用先言語に
取り入れること。借用語、借用音韻など。

 Imitation (模倣)―借用先言語の固有形式をもって
借用元言語の形式をできるだけ忠実に再現すること。
翻訳借用語、借用義など。

 Integration (混成)―借用先言語の固有形式と借用元
言語から取り入れた形式を混合して新形式を作ること。
混種語、和漢混淆文など。

 Innovation (新造)―借用元言語から取り入れた形式
のみで新形式を作ること。和製漢語、国字など。

一
次
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 一つ注意しなければならない点は、二次的借用形式は
通常輸入形式と固有形式（混成）、あるいは輸入形式
同士（新造）で作られるが、中には模倣形式と固有形
式や、模倣形式同士でできた二次的借用形式もある。

 漢語に基づく翻訳借用語に、和語接辞が付いてできた
合成語は、広義では混成形式であると言える。

 借用義が成立した後に、日本語内でその意味をさらに
展開させた場合も、その新しい意味は、広義では新造
形式であると言える。

 このような模倣形式に基づいた二次的借用形式はこれ
までにほとんど指摘されてこなかったが、重要な言語
変化として、輸入に基づく二次的借用を共に取り扱う
べきである。

一
次
的
借
用
と
二
次
的
借
用

16



4. 二次的借用を視野に入れた古代
漢語からの借用形式の分類



(A) 輸入（Importation）
(1) 借用語 漢数詞：一、二、三、四、五、十、百、千、万

仏教用語：大衆、如来、菩薩、煩悩、諸行無常
律令用語：律、令、戸籍、計帳、租税、氏族

(2) 借用成句 四字熟語：天地開闢、枕石漱流、漱石枕流
(3) 借用音 そり舌音、声門音など（一部の位相に限られる）
(4) 借用音素 喉内鼻音韻尾/-ŋ/
(5) 借用音素 舌内鼻音韻尾/-n/、唇内鼻音韻尾/-m/、開拗音

配列 /CyV/、合拗音/CwV/、語頭濁音/g-, z-, d-, b-/、
語頭流音/r-/、入声音/-p, -t, -k/、長母音/V1V1/、
連母音/V1V2/

(6) 借用接辞 接頭辞：不～、非～、無～、被～、所～、御～
接尾辞：～位、～氏、～家、～人、～巻、～冊

(7) 借用文体 日本語で読めるように工夫した（準）正格漢文
(8) 借用文字 漢字そのもの

借
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(B) 模倣（Imitation）
(1) 翻訳借用語 一字一字の直訳：つつしみうやまふ（恭敬）、

ひかりかかやく（光耀）、かれこれ（彼此）
部分的な直訳：むせびなやむ（懊悩）（「懊」
に「むせぶ」の義がない）、「ひぢただむき」
（臂肘）（順序が逆転している）

(2) 翻訳借用 みちにおちものとらず（道不拾遺）、はじめも
成句 なかものちも（初中後）、いたれるこころ（至心）

(3) 派生借用語 連結的派生：もつ→をもちて（以）、およぶ→
および（及）、あり→ある（人など）（有・或）

ゼロ派生：すなはち（その時→即座に）（即・乃・
便・則など）

(4) 借用統語 語順転倒、修飾構造、複雑述語構造など
(5) 借用義 あかす（夜を過ごす→明らかにする）（明）、

うつす（移動する→書写する）（写）、
あらはす（出現させる→著述する）（著）
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(C) 混成（Integration）
(1) 混種語 複合語：湯桶、重箱、女餓鬼、男餓鬼、今様

派生語：存す、誕生す、聖なり、堂々たり
再分析語：装束→さうぞ・く、執念→しふね・し
模倣形式＋固有語の複合語：種明かし（「明らか

にする」は「明」からの借用義）
(2)混成成句 輸入形式＋固有語の成句：同病相憐れむ（同病

相憐）、天網恢恢疎にして漏らさず（天網恢恢
疎而不漏）

模倣形式＋固有語の成句：天地(あめつち)の差
（「あめつち」は「天地」の翻訳借用語）

(3) 混成文体 変体漢文、訓読文、和漢混淆文のように、漢と和
の統語的特徴を持ち合わせた文章

(4) 混成書記 漢字・仮名（ひらがな・カタカナ）交じり文の
体系 ように複数の文字種を混用した書記体系
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(D) 新造（Innovation）
(1) 新造語 漢語語基同士でできたもの：大根、火事、立腹、

心配、切腹、哲学、科学、主観、客観、電話
漢語語基＋漢語接辞でできたもの：右大臣、左大臣、

在京人、遁世者、小論文、中学校、大会議室
(2) 新造成句 日本製の四字熟語：一攫千金、臨機応変、暴飲暴食
(3) 新造字音 漢字の慣用音：輸入（しゅにゅう→ゆにゅう）、

消耗（しょうこう→しょうもう）
(4) 新造形態 漢語動詞の副詞化：相当（釣り合う→かなり）、

変化 随分（分に従う→かなり）
漢語名詞の副詞化：事実（本当なこと→本当に）
漢語の接辞化：～流、～派、～風、～化、～主義

(5) 新造義 和化漢語：飛車（空を飛ぶ車→将棋の駒）、浪人
（彷徨う人→君主を持たない人）

和化字義：御（天子の動作や所有物などにつける
尊敬の接頭辞→一般に丁寧さを表す接頭辞）、
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訓（教え諭す、字義→漢字の自言語読み）、念
（深く考える、心中の考え→注意）

和製字義（国訓）：宛（かがむ→あて、あてる）、
俵（散る→米などの穀物を入れる藁の袋）、拵
（据える→組み立てる）、偖（裂く→〈発語〉）

借用義の和化：あきらむ（心を晴らす→明らかに
する→（明らかにした上で）断念する）
（「明らかにする」義は「明」からの借用義）

(6) 新造文字 万葉仮名、平仮名、片仮名
国字：榊、樫、鰰、鱩、峠、畑、辻、圦、凪

(7) 新造表記 表音的当て字：沢山（たくさん）、瓦楽多（がら
くた）、目出鯛（めでたい）、矢張（やはり）

表意的当て字：一寸（ちょっと）、煙草（タバコ）、
麦酒（ビール）、五月雨（さみだれ）

表音かつ表意的当て字：口説く（くどく）、倶楽部
（クラブ）、背広（せびろ）
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語彙 音韻 形態統語 意味 文体 書記体系

一
次
的

輸入
借用語

借用成句

借用音
借用音素
借用音韻

配列

借用接辞 借用文体 借用文字

模倣
翻訳借用語

翻訳借用成句
派生借用語

借用統語 借用義

二
次
的

混成
混種語

混成成句
混成文体 混成書記

体系

新造
新造語

新造成句
新造字音 新造形態

変化 新造義
新造文字
新造表記
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一次的借用と二次的借用を視野に入れた借用形式の分類



5. まとめ



 西洋言語学および日本語学における従来の借用形式の
分類はほとんど一次的借用プロセスにしか注目して
こなかった。

 しかし、混成と新造という二次的借用プロセスもある
言語における言語接触・借用の影響を考えたときに、
同じくらい重要な現象である。

 これまでに輸入形式＋固有形式（混種語、和漢混淆文
など）と、輸入形式同士（和製漢語、和化漢語）から
できた二次的借用形式しか注目されてこなかったが、
模倣形式＋固有形式や模倣形式同士でできた二次的
借用形式も存在する（種明かし、「断念する」義の
「あきらむ」など）。

 借用形式の分類に二次的借用形式を取り入れることで、
古代漢語が日本語にどのような影響を与えたかを示す
と同時に、借用後に、日本語が古代漢語にどのような
影響を与えたかを網羅的・体系的に示すことができる。

は
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に
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