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発表内容
1. 一次的借用と二次的借用
2. 漢字による日本語の意味変化

(a) 漢字による意味の拡張
(b) 漢字による意味の混同
(c) 漢字による別語意識の発生

3. 日本語による漢字の意味変化
(a) 字義の和化
(b) 和製の字義

4. まとめ
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1. 一次的借用と二次的借用
 借用とは何か？
• 外国語の言語形式を自言語に取り入れること
• 語彙の借用が典型例であるが、音韻、文法、意味、文字

も借用の対象となる

 輸入（importation）と模倣（imitation）

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

輸入

模倣
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 輸入と模倣は「一次的借用」である
 借用後に、移入や模倣で取り入れた／造語した形式を

もって新しい形式を生み出す「二次的借用」もある
• 混種語、和製漢語、変体漢文等がこれにあたる
• 一次的借用と同様に、語彙だけではなく、音韻、文法、

意味、文字も二次的借用の対象となる

 混合（integration）と新造（innovation）

借用先言語の固有形式と借用元言語の形式を混合
して新形式を作ること

借用元言語の形式のみをもって新形式を作ること

混成

新造
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漢字・漢語による借用形式の分類（ジスク2019に拠り、一部改訂）

語彙 音韻 形態統語 意味 文体 書記体系

一
次
的

輸入 借用語
借用音素

借用音素配列
借用形態素 借用文体 借用文字

模倣
翻訳借用語
派生借用語

借用統語 借用義

二
次
的

混成 混成語 混成統語 混成文体 混成書記体系

新造 新造語 新造字音 新造形態変化 新造義 新造文字

本発表の対象
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2. 漢字による日本語の意味変化
 意味借用 (semantic borrowing)―借用先言語の語を直接

借用せずに、その意味用法だけを借用元言語の語に取り
入れること

• 英語father <父>：ラテン語pater <父, 神父>から<神父>
の義を借用（Gneuss 1955）

• 英語ghost <幽霊>：ラテン語spiritus <幽霊, 聖霊>から
<聖霊>の義を借用（同上）

 日本語における漢文訓読を媒介とした漢字からの借用義
• 写 <移動する, 書写する> → うつす（ジスク2009）
• 著 <表に出す, 著述する> → あらわす（ジスク2010）
• 載 <乗り物に乗せる, 記載する> → のせる（ジスク2017）

（■共通の意味 ■漢字からの借用義）
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 日本語における意味借用のありかた
• 意味拡張—新しい語義の獲得。本来の意味と関連性が

あっても異なる現象（名詞の場合は事柄、動詞の場合は
動作）を指す。
Ex. うつす：物理的な物の移動 → 文字や絵等の複製（「写」の

影響による）
のす：乗り物に人や動物を乗せる → 紙や本等に事柄を記録
する（「載」の影響による）

• 用法拡張—使用場面の拡張。本来の意味にあった何らか
の使用制限の排除（名詞の場合は大きさ、色等、動詞の
場合は目的語に取れるものの増加）
Ex. のす：乗り物に人や動物を乗せる → 台の上に物を上げる

（「載」の影響による）
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• 意味区分の明確化—同じ語に複数の漢字表記を宛てる
ことでその意味を区別すること（同訓異字語）。
Ex. あらはす ①現―隠れたものを表に出す。

②表―考えや思考を表現する。または抽象
的概念を象徴的に示す。

③著―文章を書く。書物を丸ごと著作する。
④顕―名前や手柄等を広く世間に知らせる。

• 語源の曖昧化—同根の語を異なる漢字で表記することに
より、その語源を曖昧にすること。
Ex. 編む、網（「あみ」は「あむ」の連用形名詞）

赴く、趣（「おもむき」は「おもむく」の連用形名詞）

• 意味縮小—宛てられた漢字の用法に強く引きずられ、
一部の意味を損失すること。
Ex. うみ ①海洋、②湖（「海」との結びつきから②を損失）

しま ①島、②半島（「島」との結びつきから②を損失） 8



• 別語意識の発生—意味区分の明確化が進み、一般の話者
から別語として意識されるようになること。
Ex. あける ①開―閉ざされたものを開いた状態にする。

②明―夜が終わって朝になる。
とく ①解―結びつけられた縄などをほぐす。

②説―道理を教え諭す。説明する。
③溶―液体に他の物質を混ぜて溶かす。

なく ①泣―人間が声を出して涙を流す。
②鳴―動物が鳴き声を発する。

• 意味混同—ふたつの語が同じ漢字の訓として使用される
ことになることにより、その意味が混同すること。
Ex.「まなぶ」（本来の義＝<学習する>）

「まねぶ」（本来の義＝<模倣する>）
両語とも<学習する><模倣する>の両方の義を持つ「学」の
訓として定着したことにより、その意味が混同した。
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 借用義の具体例

(a) 漢字による意味拡張—「うつす」

(b) 漢字による意味混同—「まなぶ」と「まねぶ」

(c) 漢字による別語意識の発生―「泣く」と「鳴く」
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(a) 漢字による意味拡張―「うつす」

 「うつす」の本来の意味
①人や物をある所から他の所へ移動させる。
②鏡や水面等に姿を投影する。
③人の教えや儀式等を模倣する。

(1) 人の家なりける菊の花をうつし植ゑたりけるを詠める
（『古今和歌集』秋歌 280 詞書）①

(2) みそぎする川瀬の底の清ければ千年のかげをうつしてぞ見る
（『落窪物語』3）②

(3) 尚侍のとどめらるる手なめるを、みな弾きうつしたらむは、いと
思ふやうなるべきかな（『うつほ物語』楼上・下）③

ないしのかみ
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 「写」の字義
①容器や口等から液体を他へ移し替える。
②人や物をある所から他の所へ移動させる。
③絵や模様を模写する。
④文字や文章を書写する。

(1) 御食於君、君賜余、器之漑物不写、其余皆写。〈鄭玄注：写者、
伝己器中乃食之也。〉（『礼記』曲礼）①

(2) 発北山石椁、乃写蜀荊地材皆至。関中計宮三百、関外四百余。
〈義門読書記：写、当為輸写之意、運其材也。〉

（『史記』秦始皇本紀）②
(3) 故之大卜官、問掌故文学長老習事者、写取亀策卜事、編于下方。

（『史記』亀策列伝）③
(4) 於是建蔵書之策、置写書之官。（『漢書』芸文志）④
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 平安・鎌倉時代の訓点資料における「うつす」

(1) 氷、玉-盤に写す（神田本『白氏文集』3、1113年点）①

(2) 手-足ノ及(ブ)所ハ豸蝝モ傷ラ(ズ)、身-肉(ノ)物ハ精-唾モ写サ(ズ)
（高山寺蔵『三教指帰』中、12世紀頃点）①

(3) 甘泉殿の裏に真を写サシム、丹青画キ出(デ)たり(テ)竟に何の益か
アラム（神田本『白氏文集』4、1113年点）③

(4) 将(ニ)瑜伽論ヲ写サムト発願(シ)、未(ダ)写(サズ)シテ淹シク年
(ヲ)歴(タリ)（前田本『日本霊異記』下9、1236年点）④

ウツ

チエン ヤブ ニク セイダ ウツ

ヒサ

ウツ カ
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 平安時代の和漢混淆文における「うつす」

(1) 画師ヲ撰テ、仏ヲウツサシメ給キ（三宝絵』下）③
(2) 忽ニ絵師ヲ呼テ、夢ニ見ル所ノ仏ノ掌ノ中ノ小浄土ノ相ヲ令写メ

テ、一生ノ間、此レヲ観ジテ、智光、亦、遂ニ徃生ヲ得タリケリ
（『今昔物語集』15.1）③

(3) 仏ヲカキ、経ヲウツシテ、四十九日法事修シヲハリヌ
（『三宝絵』中）④

(4) 此ノ女、願ヲ硯シテ法花経ヲ写奉ラムト思フ心有テ、磨殖ノ郡ノ
菀山寺ニシテ、心ヲ至テ人ヲ以テ法花経ヲ令写シム

（『今昔物語集』14.27）④
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「うつす」における借用義の獲得（ジスク2013）

時代区分 西暦 文体 ①②③ ④⑤ 計
上代 710-783 和文 0 3* 3

中古 784-1191
和文 139 12* 151
和漢混淆文 65 70 135

中世 1192-1599 390 75 465
近世 1600-1867 216 101 317
計 810 261 1071

*和文の例はいずれも漢文訓読の影響が強い箇所に現れている

①人や物をある所から他の所へ移動させる。
②鏡や水面等に姿を投影する。
③人の教えや儀式等を模倣する。
④絵や模様を模写する。
⑤文章や文字を書写する。

← 借用義
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(b) 漢字による意味混同―「まなぶ」と「まねぶ」

①まなぶ ＝ 学習する、勉強する
②まねぶ ＝ 真似る、模倣する

• 同根語と考えられるが、平安時代の文献では意味上使い
分けられている

• 和文では「まねぶ」、漢文訓読文では「まねぶ」という
決まりがある

• 11世紀頃から「まねぶ」を①の義に用いられた例が見ら
れるようになる

• 13世紀頃から「まねぶ」が死語となり、「まなぶ」が②
の義を吸収
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 「学」の字義
①学習する、勉強する
②真似る、模倣する

(1) 洛誥 書曰「乃女其悉自学功、悉盡也。学、效也。」伝曰「当
其效功也。」[…]此之謂也。尽其天下諸侯之志、而效天下諸侯
之功也。（『尚書大伝』周伝・洛誥）①

(2) 貧家而学富家之衣食多用、則速亡必矣。（『墨子』貴義）①

(3) 日就月将、学有緝熙于光明。〈鄭玄箋：且欲学於有光明之光明
者、謂賢中之賢也。〉（『詩経』周頌・敬之）②

(4) 子曰「学而時習之。不亦説乎。」〈邢昺疏：白虎通云「学者覚
也。覚悟処未知也。」〉（『論語』学而）②
（※『朱子集注』『朱子語類』等に①とする説もある）
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 平安時代における「まなぶ」と「まねぶ」の典型的な例

(1) 是時に 書生 三四人を選(ビ)て観勒(ニ)学習俾。
（岩崎本『日本書紀』22, 10世紀後半点）①

(2) 大和国葛城ノ上郡千原村人也。ソノ心ヲミレバ、ムマレナカラニ
シル事ヒロク、マナビテサトリヲホシ（『三宝絵』中）①

(3) 沙彌聞輕(ミ)咲(ヒ)呰リ、故ニ己(ガ)口(ヲ)㑦ラナシテハリテ、

音(ヲ)訛(リテ)効ビ読(ム)。
（興福寺本『日本霊異記』上, 9世紀初頭の訓釈）②

(4) 鳥は異所の物なれど、 鸚鵡、いとあはれなり。人の言ふらんこと
をまねぶらんよ（『枕草子』41・鳥は）②

フミマナブルヒト

アザケ コトサラ モト

マネ
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 平安時代の訓点資料における「学」の訓

(1) 纖-毫(モ)錯チ(テ)学ビて(ハ)升墜(ノ)異-塗アリト(イ)ヘリ
（東大寺図書館蔵『地蔵十輪経』2、883年点）①

(2) 伽藍数百所。僧徒数千人。学ブルコト専習スル(コト)无(ク)、戒行
多ク濫セリ（石山寺蔵『大唐西域記』3、1163年点）①

(3) 又、経に云(ハ)く、「食し已は(リ)て足を洗へ。」牀の上へに坐し、
菜食足(ノ)辺に棄スに非(トイフ)こと明らケシ。故に知(リ)ヌ、脚

を垂れて坐するは、是仏弟子なり。宜(シク)仏に 学 す応(シ)。
（天理図書館蔵『南海寄帰内法伝』1016年頃点）②

(4) 修学者をして、種々の香花供者を辨ヘ・口に随(ヒ)て言説を覚-観

し・身に手印の威儀を 学 し・心に本尊の色貌形位を縁せ(シ)メた
まふ。（高山寺蔵『大毘盧遮那成仏経疏』4、1084年点）②

アヤマ マナ タイ

「マナブ」

「マナビ」
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(c) 漢字による別語意識の発生―「泣く」と「鳴く」

 「なく」の本来の意味
人間や動物が（涙の有無に関係なく）声を上げて、
感情を表す。

• 『万葉集』における「なく」の表記
万葉仮名 127例
鳴 269例
喧 32例
泣 30例
哭 7例
歎 2例
吟動淚嘆 各1例
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 「泣」と「鳴」の字義

「泣」―①悲鳴を上げずに涙を流す
「鳴」―②動物が声を上げる。

(1) 泣、無声出涕曰泣。从水。立声。（『説文解字』12・水部）①

(2) 泣、無声出涕。去急切。三。（『広韻』入声26）①

(3) 鳴、鳥声也。从鳥口。（『説文解字』4・鳥部）②

(4) 鳴、嘶鳴。又姓出姓苑。（『広韻』平声12）②
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 『万葉集』における「なく」の例

(1) 妹が見し やどに花咲き 時は経ぬ 吾泣涙(我が泣く涙)
いまだ干なくに（『万葉集』3.469）①

(2) 大和には 啼而香将来(啼きてか来らむ) 霍公鳥 汝鳴毎(汝
が鳴くごとに) なき人思ほゆ（『万葉集』10.1956）②

(3) 慰むる 心はなしに 雲隠り 鳴徃鳥乃(鳴き行く鳥の) 祢能
尾志奈可由(音のみしなかゆ)（『万葉集』5.898）①＋②

(4) 霍公鳥 奈保毛奈賀那牟(なほなかなむ) 本つ人 かけつつも
とな 安乎祢之奈久母(我を音し泣くも)

（『万葉集』20.4437）①＋②

※(3)では人間が悲しんで鳥のように［泣・鳴］いている
※(4)ではホトトギスが鳴くことで、人間がもらい泣きしている
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表記 ① ①’ ② ②’ 計
鳴 5 2 172 90 269
泣 28 2 30
啼 1 1
哭 19 2 2 23
喧 30 2 32
吟 1 1
動 1 1
淚 1 1
歎 2 2
嘆 1 1

万葉仮名 23 4 75 25 127
計 76 13 280 119 488

『万葉集』における「なく」の表記

①人間が声を上げて涙を流す ①’ 動物に譬えられた人間
②動物が声を上げる ②’ 人間に譬えられた動物
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3. 日本語による漢字の意味変化
 字義と和訓のずれ―漢字に意味上、部分的にしか一致し

ない和訓を宛てることで生じる意味上のずれ。
Ex. 御(み) 漢語 <天皇の動作や所有物につける接頭辞>

日本語 <一般に尊敬を表す接頭辞>
神(かみ)  漢語 <超自然的な力、その力を持つ存在>

日本語 <人格神、天皇>
（ジスク2019）

 和製の字義―本来の字義と関係なく、宛てられた異なった
意味を持つ和訓（国訓）
Ex. 宛(あてる) 漢語 <かがむ、かがめる>

日本語 <割り当てる、指定する>
（乾2003、ジスク2019）
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 字義の和化—字音語としての漢字に与えられた日本独自
の意味用法（和化漢語）
Ex. 訓（クン） 漢語 <教える、字義>

日本語 <自言語による漢字の読み>
（ジスク2019）

念（ネン） 漢語 <思う、考え、読誦>
日本語 <我慢、注意>

相当（ソウトウ） 漢語 <釣り合う、匹敵する>
日本語 <量を表す程度副詞>

（鳴海2015）
随分（ズイブン） 漢語 <身分にふさわしい>

日本語 <量を表す程度副詞>
（同上）
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 新造義の具体例

(a) 字義と和訓のズレ—「御」

(b) 和製の字義—「宛」（あてる）

(c) 字義の和化—「相当」（ソウトウ）
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(a) 字義と和訓のズレ—「御」

(1) 御の字のこと、もろこしにては、その国の王のことならで
はいはず、臣下にいへることなし、此字すなはち王の事を
さしていへるが如し、皇国にては、みといふに此字をあて
たれど、御(ミ)は天皇にかぎらず、もとより下々にても尊み
て広くいふ言なり（本居宣長『玉勝間』巻十四）

(2) 御書（『春秋左氏伝』）、御床（『三国志』）、
御府（『史記』）、御宿（杜甫「傷春」）、
御曆（『隋書』、御水（『後漢書』

(3) 御心（みこころ）、御子（みこ）、御言（みこと）、
御食（みけ）、御金（みかね）、御苑（みその）

（いずれも『万葉集』から）
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(b) 和製の字義—「宛」（あてる）

(1) 宛、屈草自覆也。从宀夗声。（『説文解字』巻七・宀部）

(2) 是以欲談者宛舌而固声、欲行者擬足而投迹。〈顔師古注：
宛、屈也。固、閉也。擬、疑也。〉（『漢書』揚雄伝下）

(3) 宛アテツヽ俗ノ充ノ字、宛音婉宮室繚曲リ宛転タル也
（新井白石『同文通考』巻四・誤用）

(4) 宛〈即充ノ字、古鈔本ノ諸書多ク之ヲ用、日本書紀モ亦或
ハ此ノ体ヲ用、天平勝宝四年東大寺ノ封戸牒充ニ作、筆跡
小異耳、今ノ俗書シテ宛ニ作ハ非〉

（狩谷棭斎『日本霊異記攷証』上）

メクリ
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天平勝宝四年東大寺封戸牒（造東寺司牒）
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(c) 字義の和化—「相当」（ソウトウ）

(1) 宋石遺衛君書曰、二軍相当、両旗相望。唯毋一戦。戦必
不両存。（『韓非子』内儲説下）

(2) 武王曰、敵人与我車騎相当、敵衆我少、敵強我弱。其来
整治精鋭、吾陳不敢当。為之奈何。（『六韜』豹韜）

(3) ハテ、おれが内にいれば、家賃から米代木代、そうとうに
銭をやらにゃかける者がない。（『韓人漢文手管始』）

(4) 又和漢学には余程造詣する所深いが、洋学に対しても相当
調査研究を兼ねて居る、（『太陽』1909.11）
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4. まとめ
 言語の借用は語彙に限られたものではない
• 音韻、文法、意味、文字も借用の対象となる
• 日本語の場合、固有語（和語）の意味は漢字・漢語から多大な

影響を受けていることは重要な事実である

 意味借用にはさまざまなパターンがある
• 意味拡張、用法拡張、意味区分の明確化、語源の曖昧化、意味

縮小、別語意識の発生、意味混同
• 意味借用は漢文訓読においてしばしば起こった現象である
• 借用義の多くは現代日本語でも使用されている

<書写する>義の「うつす」、<模倣する>義の「まなぶ」、
「泣く」と「鳴く」の使い分け
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 借用後にも漢字・漢語の意味が変わることがよくある
• 宛てられた和訓が部分的一致しない場合―字義と和訓のずれ
• 完全に異なった意味の和訓を与えた場合―和製の字義

日中言語接触から見た意味借用と意味新造の動機
①漢文訓読という外国語である漢語を日本語に逐語訳する習慣

→借用義を含む直訳表現が多く生まれた
②訓という漢字の定まった読み方

→日本語にない意味用法まで吸収した
③漢字の意味用法を重視する日本語表記システム

→日本語に本来なかった表記上での意味による区別ができた
④どの語にも漢字表記を宛てようとする書記意識

→適切な漢字を持たない語でも漢字が当てられた

※①②は意味借用の動機、③④は意味新造の動機となる
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ご清聴ありがとうございます。

※本研究は日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(B)
19H01265)の助成を受けたものである。

Matthew Zisk (Tohoku University)
zisk@tohoku.ac.jp

https://tohoku.academia.edu/MatthewZisk

34

mailto:zisk@yz.yamagata-u.ac.jp
https://tohoku.academia.edu/MatthewZisk

	漢字が日本語に与えた影響と�　　日本語が漢字に与えた影響
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	ご清聴ありがとうございます。

