
第 4章義からみた漢字

4。1 漢字は如何にして意味を表すのか

本章では意味という観点から漢字をみていくが， まず本論に人る前に漢字には果た

して意味を表す性質があるのだろうかという問いを立てたい．この問いの答えは一見，

自明なようにみえる．「木」という字を書けば漢字が読める人ならば，この「木」

の字を見て，樹木のことを思い浮かべるだろうし，「水」という字を書けば，水道か

ら出る透明な液体のことを思い浮かべるだろう． しかし，よく考えると，「木」とい

う字で表されるものは本当に樹木という意昧なのだろうか もしそうであれば「木」

を「き」と読んでも「じゅもく」と読んでも，極端な話，「ツリー」と読んでもよさ

そうだが実際，日本語では「き」という読みかたしか許容されないもちろん，「ボ

ク］「モク」という音読みもあり，「木暮」のように「こ」と読む場合もあるが，「木

が1本生えている」というような意味を表すときには「き」と読まなければならない．

すなわち，「木」という字と「き」という言葉は密接に結びついているのである．「木」

で表されるのは樹木という意味よりも，「き」という語である中国語の場合もまっ

たく同様である．樹木を表す語として「木 m叫と「樹 shu」があるが「木」を shu

と読むことはないし，その逆に「樹」を muと読むことも当然ない．一昔前まで，（そ

していまでも一部の概説書・辞書では）漠字は表意文字 (ideogram) として扱われ

ていだ しかし，「木」の例からわかるように，漢字ば必ず語と結びついており，語

を表す性質をもっていることから， 20世紀後半以降漠字を表語文字 (logogram) 

と呼ぶ傾向が強くなってきた（表意文字と表語文字の違いについては DeFrancis

1984: 133-148, Unger 2004, 乾 2006を参照）．

以上，漢字が表すのは意味というより語だといったほうが適切であることを示した

が，漢字には意味を表す性質があるのかどうかという問いにはまだ答えていない． こ

こでいったん「木」の例に戻りたい．「木」の字源をたどれば，甲骨文字では「文」

のように木の枝の形を表しており，おそらく「丈」を見た殷代の人たちは，（それを

どう読んだかは別として）樹木という概念を視覚的に連想させられたのであろう．六

書でいう象形文字についてはたいていそういえる流れる川の形を取った「水（窯）」，

馬の形を取った「馬（舟）」，象の形を取った「象（合）」等の象形文字はいずれもそ
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の字の形から水，馬，象等の意味が読み取れるこの他．六書でいう指事と会意も一

種の形をもって字の意味を示す手段である．物の形を具体的 (pictographically) に

示すか．象徴的 (indicatively) に示すかの点で三者は異なるが，字の形から意味が

連想されるという点においては同様な原理であるといえる．象形・指事・会意文字は

このように字形から意味が連想できることから，漢字の文字としての最終目標が語を

表すことだとしても，表意性をもっているといってよいだろう．

さて．六書でいう形声と仮借はどうなのだろうか漢字は表語文字である以上．そ

の字形から音が識別できなければ不便である．「木」「水」「馬」「象」のような基本概

念はそのまま，形だけで表せても．より高度な，抽象的な概念となると，形だけでは

表しにくい．文字のこのような言語を表す必然性から形声文字が生じた．形声文字は

字音を表す音符 (phonetic) と．意味を限定する限定符 (determinative) を組み合

わせることでその対象となる語を示す． 日本語では意味を限定する部分を「義符」と

も呼ぶため．何か具体的な意味を示していると誤解しやすいが．限定符はあくまでも

漢字の意味範疇を示すものであり．字音を表す音符がなければ．その意味を読み取る

ことはできない．例えば，「語」と「詩」の場合，左側のごんべんからは言葉に関す

る概念だというところまでは判断できるが，右側の「吾（ゴ）」と「寺（シ）」があっ

てはじめて具体的にどのような意味を指すかがわかる．この点では形声文字の場合．

表意性より表音性が意味を識別する際に役立つといえそうである． しかし，表音性が

意味の識別に役立つからといって，形声文字イコール表音文字かというとそうではな

い．「語」は当然同音の「五」の代わりに用いることができず，「詩」もまた同音の「四」

の代わりに用いることができない．文字の構造のなかに表音的要素があっても．「語」

と「詩」はあくまでも人間の話す言葉と，言葉を韻律的に連ねた一種の芸術作品とい

う特定の意味（またはその特定の意味から派生した副次的な意味）で用いなければな

らない．同音・類音の漢字を借りて語を表音的に表す仮借でも， どの字をどの語に充

てるかという歴史的・社会的規則があり（例えば現代中国語では花の尊の形（忍）

を字源にするとされる「不bu」は否定詞の意味に用いられても同音の「布」や「歩」

の意味に用いられることは許容されない），むやみに同音だから仮借にできるとは限

らない． このように形声文字や仮借に用いた文字は象形文字に比べて表音性が高いと

はいえても．表意性がまったくないわけではない．漢字は表音的要素と表意的要素が

共に働いて．はじめてその表示対象である語を表すのである．

なお，漢字は語を表すといっても，必ず l字が 1語と対応しているとは限らない．

例えば中国語では蝶のことを「瑚蝶 hudie」と呼ぶが，古い文献を探っても，字書

を除いて，この「瑚」の字を単独で用いた例は見当たらない．（「蝶」を単独で用いた

例は見られるが，漢代以前の文献では必ず「瑚」または同音の「胡」と共に用いられ

ている）すなわち，「瑚」は「蝶」とセットで hudieという 2音節の語を表している
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といえるのである中国語学ではこのような例を連錦詞と呼び，決して少なくはない

(Kennedy 1951, 1955, DeFrancis 1984: 177-188, Unger 2004: 7-8, 周 2015:

72-79)．このような観点から―また前述した形声・仮借の存在から一―-，漢字は

厳密にいうと，（中国での使用に限っていえば）表語文字より，表語音節文字 (logo-

syllabogram)，あるいは表形態素音節文字 (morpho-syllabogram) といったほうが

適切であろう (Gelb1963 : 85-88, DeFrancis 1984 : 88). 

本章では漢字における意味の発生と変化，また日本語におけるその受容について述

べていくが，漢字の意味という場合，それは当然漢字のなかに宿る言語と切り離さ

れた，あるいは言語を超越した形而上的なものを指すのではなく，漢字の一つ一つの

背後にある古代中国語あるいは日本語に入ってきた漢語の意味を指す．漢字を文字通

りの表意文字と解釈すれば，字の形を変えないかぎり，その意味は変えられないはず

である． しかし，実際殷代の甲骨文字と現代の漢字の意味用法を比べてみると，大

きく異なっていることがわかる．これは，漢字そのものが意味変化を起こしたからで

はなく，漢字の背後にある中国語や日本語が変化し．それに適応するという形で漢字

の意味が進化したにすぎない．本章では便宜をはかって，「漢字の意味」「字義」とい

う書きかたをしていくが．「漢字の意味」「字義」という場合は漢字の背後にある中国

語・日本語の語彙の意味と解釈してもらいたい．

4.2字義

4.2.1 本義

漢字には成立当時からある本来の字義と，後の時代に字義の拡大や縮小などによっ

て生じた副次的な字義がある．本来の字義を「本義」といい，この本義が字の形と音

に由来するのが一般的であるこれに対して，副次的な字義を「転義」という．転義

の発生には本義の拡大や縮小，同音・類音の字との影響関係等，さまざまな要因がある．

まず，本義についてみてみよう．本義とは一個一個の漢字の字源から連想される本

来の意味用法を指す．当然，漢字は古代中国語を表すために作られた文字で，古代中

国語において複数の意味をもつ語を一つの漢字でまとめて表すことも少なからずあっ

ただろうが，通常，本義という場合はその文字構成，つまり字源から帰納できる最も

根本的な意味を指す．六書でいう象形，指事，会意，形声の法則に従って構成される

のが本義である．六書でいう仮借は一般的に転義と見なされるが，なかには数字の

「四」，代名詞の「予」のように甲骨文字・金文まで遡っても仮借の例しか見当たらな

い字もあり，字源を別として（この 2字については諸説あり，定かでない），これら

の字についてはいわゆる「本義」に用いられることなく，最初から表音的（仮借的）

にしか用いられなかった可能性があるこの場合あまり一般的な見解ではないが．
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図4.1 甲骨文における

「築」の字形（高 2004)
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図4.2 金文における「築」の字形（高 2004)

仮借義を本義と見なすことができる．そもそも漢字は形やアイデイアを表すために作

られた文字ではなく，実際の人間の言葉を表すために作られた文字であることを忘れ

てはならない．形では表せない，あるいは表しにくい数字や代名詞のために最初から

表音的な字（形は同音・類音の事物をかたどっているにしても）が作られてもまった

く不思議な話ではない．

字によっては 4.1節で挙げた「木」「水」「馬」「象」のようにその本義を比較的容易

に知ることができるものもあるが，だいたいの字についてはその本義を何と見なすか

については諸説ある．字の本義を解明しようとした最初の字書には後漢の許慎が著し

た『説文解字』（西暦 100年ころ成立）がある．許慎は当時使われていた漢字 9353

字＊1を540の部首に分けて，その本義を象形・指事・会意・形声・仮借・転注の六

書に基づいて解説した．『説文解字』は甲骨文字がまだ発見されていなかった清時代

において聖典のように信奉され， 20世紀初頭に清末までの『説文解字』の注釈を集

めた丁福保『説文解字詰林』で引用される『説文解字』注釈書はなんと 228冊に上る．

『説文解字』は当時として殊に優れた学術成果であったといえるが，甲骨文字の存在

がまだ知られていない時代に編纂され，漢字の最古の形を小策に求めたため，現在の

説とはそぐわない記述が少なくない．このため， 20世紀以降甲骨文字を根拠に『説

文解字』の説を非難する研究が多くみられるようになった． しかし，甲骨文字の段階

で漢字はすでに一つの文字体系として成り立っており，なかにはもはや本義で使われ

なくなった字も少なくないので，甲骨文字が現れたことで，むしろ漢字の本義を明ら

かにすることがより複雑になった．

ここで一例として，「楽」（以下にはその繁体字「築」を用いる）という字の字源説

をみていきたい（図 4.1, 図4.2). まず， 『説文解字」を見ると（図 4.3), 「築」の本

*1 許慎の序文による．現行本では 9831字となっている．
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義について次のように説かれている．

(1) 驚（築），五声八音総名．象鼓整．木虞也．（築，
：：：せいはちおん そうめい ―へい かたど ぽく きよ

五声八音の総名なり．鼓益を象る．木は虞なり．）

『説文解字J巻六・木部
しょう かく ち

「五声」は冒．商・角・徴・羽からなる古代中国の五音音
ほう

階を指し，「八音」は糸，竹，金，石，飽（ひょうたん），土，

革木という材質によって楽器を分類した古代中国の楽器分

類法を指す．「鼓」と「整」は戦争に使う大鼓と小鼓のこと

を指し，「虞」は鼓と競を置く台を指している．すなわち，

許慎によれば「築」は大鼓と小鼓を台に置いた形をかたど

る象形文字であり，その本義は歌と楽器音を含めた音楽の総

称である．清代に「説文解字』に徹底的な注釈を施した段玉

裁の『説文解字注』によれば「築」の上部中央にある「白」

は大鼓の形を示し，その両端の「紘」はそれぞれ小鼓の形を

示している．下部にある「木」は柑（鐘と鼓を置く台）を示

している． 19世紀までの字源説のほとんどはこの鼓聾説に

従っている．

19世紀末の甲骨文字の発見に伴って，「説文解字』の多く

の説が見直されるようになった．「柴」もその見直される字

驚
番
膏
八
音
銚

木
虞
也
嗜

図4.3 『説文解字』にお

ける「築」（「説文解字詰

林J六上・木部． p.2589)

きん

の一つである．甲骨文字を根拠に「築」の本義を問い直した早いものには羅振玉の琴
しつ

葱説が有名である以下のようなものである．
したが うへ きんしつ

(2) 炊絲附木上琴葱之象也．或増白以象調弦之器．（絲に炊ひ，木の上に琴痣
かたち あるはく ま もつてうげん き かたと』

を附する象なり．或は白を増して，以て調弦の器を象る．） 『増訂殷虚書

契考釈』中 (1927年刊）

すなわち，「柴」は「絲」（蚕糸）からなる字で，琴痣（琴と大琴）を木の上に載せた

形である．或るものは「白」を加え，弦楽器の調律に使う器具の形を取る．「或は」

とあるのは甲骨文字における「築」のほとんどの例は中央に「白」を加えていない

「！」という形になっているからである．

羅振玉の説は中国では広く受容され，いまでも多くの辞書に載っているが， 日本で

はこの琴毯説を批判する説が多い．おそらく最も有名なものは水上静夫の楳樹説であ

る．水上は甲骨文において「木」が物を置く台の義に用いられる例はなく，琴痣を台

の上に置いた形とは解しにくいと指摘する（水上 1966:27)．クヌギの木を表す「裸」

の音符に用いられることから，「絲」を蚕糸の意味に捉え（実際，甲骨文字ではこの

意味に用いられている），繭のついたクヌギの木の形と捉えたほうが自然だと主張し

ている．そして，音楽の義や喜楽の義に用いられるのは仮借だとする (pp.29-31). 
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この説は日本では広く認められ，多くの辞書に採用されている．

しかし，「築」の本義をめぐる議論がこれで収まったかというとそうではない．

水上の数年後には白川静もまた新しい説を唱えている．白川によれば「築」の両端

の「絃」は「明らかに鈴の形」であり，下部の「木」は「虞〔虞：引用者〕の形では

ない．むしろ手に乗つて〔取って：引用者〕かざし，振るのに便した形」である（白

川 1970: 81)．この振鈴説は一部の辞書にみられるが，楳樹説ほど広く採用されてい

ない．

ここに「築」の字源を説く主に知られる四つの説をあげたが， この他に，穀物の成

熟した形の象形文字を仮借した（古代の人は収穫のときに喜んで，踊りをしたことか

ら）とする修海林の説（修 2004), 「紘」を吊り下げた鈴の形，「白」と「木」を木

製の鼓を台にかけた形とする林桂榛と王虹霞の説（林・王 2014)等，数え切れない

ほどの説がある．やや極端な例にみえるかもしれないが，実はこのように複数の字源

説をもつ字ははなはだ多い．『説文解字』と甲骨文字は漢字の本義を知るための大き

な手掛かりとなるが， 4000年以上の歴史をもつ漢字の本義や字源についてはそれで

もやはりはっきりしない点が多い．

4.2.2 転義

漢字は非常に古い文字体系である．このため，作られた当時と現代では意味が大き

く変わった字は少なくない．以下に漢字の意味変化のパターンをいくつか紹介する．

なお，冒頭でも述べたように，字義の変化とは正確にいうとその背後にある言葉の意

味変化を，漢字が反映した現象にすぎない．そのため，字義変化のパターンといって

も，言葉一般の意味変化のパターンと重なるところが大きいが，なかには表語文字だ

からこそ起こりうる変化もある．

〈意味拡大 (semanticwidening)〉

ある字が指す意味範疇がその上位概念まで広がることを意味拡大という．例えば，

直」という字は本来頬の上の部分を指す字であったが，後に顔全体を指すようにな

った（陳 1994: 12-14，宋 2009)．以下は宋代の字書における「瞼」の項である（反

切の後ろに Baxterand Sagart 2014による中古音の音素表記を示す＊2.）
れん ほほ

(3) 瞼，頬也．（瞼，頬なり） 『集韻』上声下・五十淡

*2 ここでいう中古音とは南北朝末～宋初の中国語，特に西暦601年成立の韻書『切韻』と

その増補改訂版『広韻』 (1008年）で示されている中国語の発音を指す．声調は Baxter

and Sagartに従って，平声＝無表記，上声＝ X.去声＝ H.入声＝無表記（子音で終わ

るため，平声とは区別がつく）のように示す
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(4) 瞼，居掩切．目下頬上也．又作瞼．（羞籠籍笏 (kyem)．音の用羅のLへ
またけん つく

なり又瞼に作る．） 『六書故』巻十二

『集韻』で「瞼」は「頬」の義とされ，『六書故』では「目の下，頬の上」の義とされ

ている．同時代の詩を見ると， このような意味で用いられていることがわかる．

(5) 笑従双瞼生（葵ひ，紋論ょり産うず） 晏殊「破陣子」（燕子来時新社）

(5) は笑いが両頬から出るという意である．頬でないと意味が通らない．一方，時代

が下ると次のような例もみられるようになってくる．
かほ ぎやうちゃく しかり み と春 どうせい み

(6) 仰着瞼四下里看時不見動静．（瞼を仰着して四下里に看る時，動静を見

ず） 『水滸伝』第六十二回

(6) は『水滸伝』（明代）からの例である．顔を仰向けにして，四方を見るときに，

動きを見なかったという意であるが，ここでは頬だと，意味が通らず，顔と解釈する

ほうが自然である．現代中国語では「瞼」はもはや頬の義には用いられず，顔の義に

のみ用いられるようになったが，これは顔の部分から，顔全体のように指す意味範

疇が上位概念まで拡大した例であるといえる． この他に，意味が拡大した字の例とし

て，特定の川の名前から川全般の意味まで広がった「江」（本来は長江の名称）と「河」

（本来は黄河の名称）や，財産の面での貧しさから，一般に不足・欠如している状態

を指すようになった「貧」（貧血貧痔 (pinji:土地が痩せていること））等があげら

れる（周 2015:llO). 

〈意味縮小 (semanticnarrowing)〉

下位概念から上位概念への拡大もあれば，上位概念から下位概念への縮小もある．

その例として「瓦」があげられる．「瓦」は本来陶器全般を指す語であったが，後に

日本語の「かわら」のように屋根に葺＜陶器の材料という下位概念を指すようになっ

た．『説文解字』で「瓦」の項を確認すると，土器の総称とされていることがわかる．
ぐわすでや どき そうめlヽ

(7) や（瓦），土器已焼之総名．（瓦，已に焼きたる土器の総名．） 「説文解字』

巻十ニ・瓦部

また，以下の『礼記』の例では「瓦棺」は陶器で作られた棺桶を示している．
いう＜、 し ぐわくわん

(8) 有虞氏瓦棺（有虞氏は瓦棺なり）〈鄭玄注：始不用薪也．有虞氏上陶．
はじ た苔ぎもち いう＜、したうたふと

（始めに薪を用ゐざるなり．有虞氏，陶を上ぶ）〉 『礼記（正義）』檀弓上

有虞は舜時代の五帝王の一人である．上の文は，有虞の時代には瓦（陶器）の棺桶を

用いたという意である．鄭玄の注（後漢ころ成立）で有虞が陶（器）を尊んだとある

ことから，「瓦」は現代のような屋根に葺＜材料ではなく，陶器全般を指しているこ

とがわかる．

一方，『礼記」より時代をすこし下ると，屋根に葺＜陶器材料という特化した意味

で用いられた例が見られるようになってくる．
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ししんあ もの いへと＇ へうぐわ うら

(9) 雖有伎心者，不怨瓢瓦．（伎心有る者と雖も，諷瓦を怨みず．） 『荘子』外

篇・達生
せいほく かうろう お へきか

(10) 孤城西北起高楼碧瓦朱甍照城郭（菰贔うの西北に高楼を起こす．碧瓦，
しゅぽう じやうくわく て

朱甍城郭を照らす） 杜甫「越王楼歌」

(9)は，怒りっぽい人でも，風で吹き落とされた瓦を恨まないだろうという意で，（10)

は，青緑色の瓦と紅色の屋根の棟は城郭を照らすという意である． どちらも陶器全般

というより屋根に葺＜瓦の義を表している．このように広い概念を指す「瓦」がよ

り特化した下位概念を表すようになったその他の例として，一般の自称から天皇。

皇帝の自称に縮小した「朕」や，一般の嗅覚から悪臭の義に縮小した「臭」等があげ

られる（周 2015:110-111). 

〈比喩的拡張 (metaphoricalextension)〉

字義の変化は必ずしも上位概念あるいは下位概念の方向に進むとは限らない．むし

ろ，そうでない場合が多い．言葉を比喩的に用いることは私達の日常生活においてご

く普通に行われることである例えば，現代日本語を例にとると，「明るい人」や「明

るい表情」のように「あかるい」を陽気な性格の意味に用いるが，「あかるい」は本

来光の具合を表す語で，このような比喩的な意味に用いられる例は古文にみられない．

漢字の場合も同様に比喩として用いられることでその字義が広がることがよくある．

ここに「あかるい」の表記に用いられる「明」という字を例にとってみよう．「明」

は「日」と「月」からできた（「朝」を本字とし，「固」（光が差してくる窓の形）と「月」

からできたとする説もある）会意文字であり，本来，光や明るいさまを表す字であっ

たとされている．以下は『説文解字』における「明」（『説文解字』は「明」を「明」

に作る）の項である．ここでは「照らす」の義とされている．
めい て

(11) 園（明），照也．炊月炊固．凡剛之属皆炊朗．明，古文明J.J...日．（明，照
げつ したが けい したが およ めい ぞく みなめい したが めい こぷん

らすなり月に炊ひ，囲に炊ふ．凡そ剛の属皆明に炊ふ．明古文は
めい じつ したが

明日に炊ふ．） 『説文解字』巻七・明部

一方，漢籍における「明」の用法をみてみると，光，明るいさまという義のほかに，

道理を明らかにする，道理が明らかなさまという比喩的な意味にも用いられているこ

とがわかる．
ひゆ すなはつききた つき

(12) 日往則月来，月往則日来． 日月相推而明生焉．（日往けば則ち月来り，月
ゆ すなは ひきた じつげつあひお めいしやう

行けば則ち日来る．日月相推して明生ず．） 『周易』繋辞下伝〔光の義〕
とうはうあ てうすで さかん

(13) 東方明突，朝既昌突．匪東方則明，月出之光．（東方明けぬ，朝既に昌
とうはうすなはあ つきい ひかり

ならん．東方則ち明くるにあらず，月出づるの光なり．） 『詩経』国風・

斉国・鶏鳴〔明るくなる，夜が明ける義〕
こうしいは くんし さうし

(14) 孔子日，君子有九思，視思明聴思聡……（孔子日<,君子に九思あり．
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み め9、おも き そうおも

視るに明を思ひ，聴くに聡を思ひ……） 「論語』季氏第十六〔明瞭の義〕
てんか あきら

(15) 且明公之不善於天下……（且つ公の善からざるを天下に明かにせば……）
めいけん なほじ

〈飽彪注：明顕，猶示．（明は顕なり，猶示のごとし）〉 『戦国策（飽彪注）』

韓三〔明らかにする義〕

漢字の意味拡張のなかでは，おそらく比喩的拡張が最も多い．その他の例として，

容器の中身を入れかえる義から書写する義に拡張し，そこから字を書くこと全般まで

表すようになった「写」（ジスク 2009)や，非難する義から刑罰のために殺裁する義
ちゅう

に拡張した「誅」（陳 1994:15)等があげられる．

〈同音・類音の字による類推 (analogywith homophonous/synophonous character)〉

以上の三つの転義はいずれも意味的類縁性を要因に意味変化が起きたものだといえ

るが，なかには意味的類縁性が原因とならない意味変化もある．その際，字義に最も

影響を及ぼしやすいのは同音または類音の字との関係である．

ここに一例をあげると，「閑」という字はもともと「門」と「木」を組み合わせた

会意文字で，門の仕切りを表したものと考えられるが，「間」と同音であったため，「間」

がもつ間暇（暇なとき）と清間（静寂）の義に用いられるようになった． 『説文解字』

では「闊」（遮り）の義とされているが，段玉裁によれば，古くは清間の義にも使わ

れていたという．
かん さへぎり もん したが なか ぽくあ

(16) 閑，闊也．炊門中有木．（閑 闊なり．門に炊ひ，中に木有り．）〈段玉
いんしん ばうかん な いにしへ か

裁注：引申為防閑古多借為清間字（引申して防閑と為す． 古，借りて
せ9ヽかん おほ

清間の字を為すこと多し．）〉 『説文解字（注）』巻十ニ・門部

実際，「閑」と「間」の字音について北宋の韻書『広韻』で調べると「間」の字音に

ついては「古閑切 (kean)．又閑澗二音」とあり，「閑」の字音については「戸間切

(hean)」（両方とも上平声・山第二十八）とある．反切上字に用いられている「古」

の声母は軟口蓋音（牙音） （k)で「閑」の声母は喉音 (h) と異なっているが，「間」

の項に「又閑澗二音」とあることから，「閑」にも heanという字音があったと推定

できる．

「閑」は一般に間暇清間の義に用いられるようになった後にその本義を失った例

であるが，漢文の中にはある字が慣習的または一時的に同音・類音の字の代わりに用

いられることがしばしばある．慣習的に互用される字の例として，「有」（上古

音＊3*[G)'"a?＞中古音 hjuwX) と「又」（上古音＊［G］wa?-s>中古音 hjuwH)や「材」

*3 Baxter and Sagart (2014)による． ここで言う上古音とは西周（紀元前 11世紀～7世

紀ごろ）の中国語の発音 特に『詩経』の押韻から再構築できるもの—を指す．

Baxter and Sagartの再構築に使われている記号の意味は次の通りである．［ ］ ＝中の
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と「裁」（両方とも上古音＊［dzl%>中古音 dzoj)があげられる．一時的に代用された
しゅうなん なに あ きあ

字の例として．『詩経』秦風・終南の一節「有紀有堂（終南に何か有る．紀有り．量

肴り）」における植物の名前である「杞」（クコ，上古音℃qll(r)a？）と「棠」（ヤマ

ナシ，上古音＊［N.]rral)) の代わりに使用された「紀」（上古音＊k(r)d?）と「堂」（上

古音＊［dtaIJ)があげられる（陳 1994: 233-235)．このうち，慣習的に互用される

同音・類音の字を通仮字と呼ぶ．通仮字の存在から．漢字が語を表すにあたって表意

性だけではなく，表音性も重要な役割を果たしていることがわかる．

〈字音の分裂 (polyphonicsplit)〉

日本漢字音についても同様だが，中国語では一つの漢字につき複数の字音があるこ

とがよくある．ものによっては意味的にあまり大きな違いがないものもある例えば

現代中国語では「血」という字は単独で用いる際は xiもと読み，熟語で用いる際は

xueと読み，意味の上での差はないといわれているが，大体の場合においては字音が

異なれば，意味も異なると考えてよい（なお，閻方言，呉方言をはじめとし，口語音

と文語音を区別する一部の方言があるが，普通話においてはこの差はほとんど失われ

ている＊4).

字音によって意味的な違いが認められる代表的なものには， 4.2.1項で取り上げた

「築」がある．現代中国語では「築」を yue（中古音 ngaewk) と読めば，音楽の義

を指し， le（中古音lak)と読めば，楽しいという意味を指す．日本漢字音でも「ガク」

と「ラク」と同様に区別をしている．さらに現代中国語では「築山築水yaoshan 

yao shur」（ある人は山を好み，ある人は水を好み，人の好みは十人十色）という諺で

しか使われなくなったが， yao（中古音ngaewH)という字音（日本漢字音では「ゴウ」

または「ギョウ」）もあり，好むという義を表す．現代のような字音の区別がいつご

ろから生じたかは定め難いが，『広韻jに至ってはすでに現代中国語と同様な区別が

示されている．

(17) 築，好也．五教切．又岳洛二音．三．（嵐諄むなり．五薮匂 (ngaewH).
またがく らく におん さん

又，岳 (ngaewk) と洛 (lak）の二音なり三．） 『広韻』去声・ニ十六妓
がく おんがく しゅらい り＜

(18) 業音業周礼有六業…••又姓……（五角切．） （築，音築なり．周礼に六
がくあ またせい こかくせつ

築有り……又，姓なり……（五角切 (ngaewk).）) 同，入声•四覚

音の音価が未定（ ） ＝中の音が存在したかどうか判断できない． C=音価未定の子音．

N ＝音価未定の鼻音， r＝直前の子音がそり舌音 (retroflexconsonant). -＝形態素境界．

• ＝音節境界．
*4 本章では「方言」を中国語fangyan, 英語topolect（相互理解可能性 (mutualintelligi-

bility)を問題としない同国内における言語の地理的変異）の意味に用いる．
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らく きらく るかくせつ

(19) 業喜築（慮各切．）又五角五教二切．（築喜築なり（慮各切 Oak).)
また こ，かく

又，五角 (ngaewk) と五巖 (ngaewH)の三玩） 同，入声・十九鐸

ここでいったん字音の分裂を差し置いて，音楽と喜楽の意味がいつごろ分裂したかに

ついて考えてみたい．水上 (1966: 26-27)，落合 (2011:178)等が示すように，

甲骨文字では「築」は地名や人名でのみ用いられるため，その意味は判断できないが，

やや下って東周（春秋戦国時代）の金文を見ると，「築」は鐘の銘文においてもっぱ

ら動詞として（鐘を鳴らして）先祖，父兄，嘉賓（賓客）等の尊敬の的にある人物を

喜ばせるという意味で用いられている（以下の 3例は水上 1966による）．
わせんそたの きょしょう

(20) 築我先祖（我が先祖を築しましむ） 部鐘
もつ かひん ふけい わ ほういうたの おう

(21) 用築嘉賓父兄及我棚友．（用て嘉賓と父兄と我が個友を築しましむ） 王
そんいしゃしょう

孫遺者鐘
もつ ふけい しよし たの ししょうしょう

(22) 用築父兄諸士．（用て父兄と諸士を築しましむ） 子埠鐘

これらの例がいずれも鐘の銘文に現れていることから，単に喜ばせるだけではなく，

鐘を鳴らして一つまり，音楽をもって一一先祖や賓客等を喜ばせるという意味で捉

えられそうである．そしてこのように捉えるのであれば，春秋戦国時代においてはま

だ音楽と喜楽の義の結びつきが強かったといえる．この時代において「築」における

音楽と喜楽の義がまだ完全に切り離されていなかったことを示すもう一つの根拠とし

て以下の『墨子』の一節がある．

(23) 子墨子日問於儒者，何故為業日，築以為築也．子墨子日，子未我応也

……是猶日，何故為室．日，室以為室也．（手蘊字，籠箸に位1ひて目<.荷
ゆゑ が く な いは がくもつたの ため しぽくしいは しいま

故に築を為す．曰く，築は以て築しみの為にするなり子墨子日＜，子未だ
われこた これなほなにゆゑしつつく しつ もつ しつ ため

我に応へざるなり……是猶何故に室を為るかと日ふに，室は以て室の為にす

と日ふがごとし） 『墨子』公孟

この例は墨子とある儒者の対話である．墨子の「楽（音楽）は何のためにするか」と

いう質問に対して，儒者は「楽は楽のためにする」と答えるが，この答えに墨子は不

満をもち，「家は何のために作るかと聞いて，家は家のために作ると答えるのと同じだ」

と儒者を非難する．墨子が儒者の答えを理解できなかったのはおそらく墨子が「築」

を一つの概念として把握していたからであろう．そして，話を字音に戻すと， ここで

音楽の「築」と喜楽の「築」の字音が中古漢語や現代中国語のように分裂していたら，

このような誤解は生じなかっただろう．実際，清末の学者で『墨子』の研究で有名な
そんいじょう

孫胎譲はこの一節について次のような解釈を示している．

(24) 説文木部云，築，五声八音総名．引申為哀築之築．此第二築字用引申之義．
せつもんぽくぷ い がく こt せいはちおん

古読二義同音故墨子以室以為室難之．（説文木部に云はく，築五声八音
そうめい いんしん あいらく らく な こ だ9ヽ 9ー がくじ いんしん ぎ もち

の総名なり．引申して哀築の築を為す．此の第二の築字は引申の義に用ゐる．
こど< r ぎどうおん ゆゑぽくし しつ もつ しつため もつこれ なん

古読は三義同音なり．故に墨子「室は以て室の為にす」を以て之を難ず．）
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『墨子間詰』公孟

つまり，孫飴譲によれば．「築」は墨子の時代において音楽と喜楽の二義が同音であ

ったため，このような誤解が生じたのだというそして，あくまでも再構築であるが，

Baxter and Sagart (2014) は「築」の上古音を次のように再構築しており，同音で

はないが，よく似た音であることがわかる．

(25) 築＊［r]t awk > lak > le ('joy : enjoy'喜び；楽しむ）

(26) 築＊［IJ]trawk > ngaewk > yue ('music'音楽）

(27) 築＊［IJ]Yrawk-s> ngaewH > yao ('cause to rejoice'喜ばせる）

当時 どこまで字音が似ていたか，この一例だけでは判断できず，また方言の問題も

関わっているのかもしれないが，少なくとも墨子と儒者との間で「築」の字音・字義

の理解において，コミュニケーション・プレークダウンを来すほどの差があったとい

ってよいだろう．

以上をまとめると，現代中国語では「築」の字に yueとleという二つの字音 (yao

を入れると三つ）があり， 日本語の「ガク」「ラク」と同様に区別して用いているが，

漢代以前の文献や金文の例を見るには，これらの語はもともと同音（あるいはきわめ

て近い音）で，後代になって分裂したのである．

この他に，字音が分裂した字の例として，「説」がある．「説」は漢代以前の文献に

おいて解説する義（上古音＊lot) と喜ぶ義（上古音＊］ot, 『論語』学而にある「不亦
またよろこ

説乎（亦説ばしからずや）」の一節のように）という二つの字義をもっている．上古

音では両方の義とも発音が非常によく似ているが，中古音では解説する義がsywet,

喜ぶ義がywetのように分裂した現在では後者のほうを「悦」と書くが，これは隋

唐以降に作られた比較的新しい字で，喜ぶ義を表すために「説」の限定符をりっしん

べんに変えたものだといわれている（小川 1951: 166-169). 「説」はこのように，

字音・字義の分裂に伴って，字形も分裂した例だといえる．

なお，実は字音分裂が起こらない場合でも，最初から象形的であった漢字に字義の

区別を示すために限定符を付け加えることがよくある．「然」に火へんをつけてでき
ぜん

た「燃」がその一例である．「然」は本来犬の肉を表す「快」と「火 (JIヽ ）ヽ」からでき

た会意文字で，焼く，燃やす義を表したが， もっぱら助字として用いられるようにな

ることでその本義を失ったそこで，焼く，燃やす義を表すために新しくできた字が，

「然」に火へんをつけた「燃」である．中国語学では「燃」のように音符が音を表す
えきせい

と同時に意味をも表している字を亦声字という．

以上，中国における字義の変化のパターンをみてきたが，字義の変化は中国に限っ

た現象ではなく．韓国や日本等の漢字文化圏の国に漢字が借用された後にも新しい言

語のなかで字義が変化し続けたのである例えば．「念」という字は本来．思うこと
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ゃ思考を表す字で，漢文訓読では「おもふ」と読まれることが多い． 日本語に入って

から，「念ず」という形で堪える，我慢する義，「念のため」「念を入れる」「入念」等

の形で注意を払う義にも用いられるが， これは中国語にはみられない用法で，「念」

が日本に伝来した後に起こった変化ー一つまり，「念」の和化＿であるといえる．

もう一つの例には古代韓国における「骨」字の意味変化があげられる．「骨」は本来，

人骨や獣骨のように人間や動物の「ほね」を表す字であるが，新羅語に借用されてか

ら，氏族という意味にも用いられるようになった（「骨品」「真骨」「聖骨」等）．本論

では中国語内で起こった意味変化しか見てこなかったが，このように借用された後に，

字義が和化した例 (Japanism)や韓化した例 (Koreanism) は決して少なくない．

4.3字訓

4.3.1 日本語の「訓」と中国語の「訓」

これまでは字義の発生と変化をみてきた．字義ともう一つ類似する概念として．字

訓がある． 日本では「訓」という語を一つ一つの漢字に充てられた日本語読みという

意味に用いる． しかし．中国では「訓」をこのような意味に使うことがなく，「訓」

のこの用法はいってみれば． 日本語に入ってきてから起こった一つの字義の和化であ

るといえる．

さて．中国語における「訓」とはもともとどのような意味の言葉だったのか．古代

中国の字書における「訓」の意味を確かめてみよう．
くんせつけう げん したが せん

(28) 翡（訓），説教也．八言川声．（訓．説教なり．言に炊ひ．川 (tsyhwen)
せい せつけうせつしやく

の声なり．）〈段玉裁注：説教者，説釈而教之．必順其理．（説教は，説釈し
これ をし かなら そ ことはり したが

て之を教ふ．必ず其の理に順ふ．）〉 「説文解字（注）」巻三・言部
じんかいいは くん そ い したが もつ これ

(29) 臣錯日．訓者順其意以訓之也．（臣錨日＜，訓は其の意に順ひ．以て之
をし

を訓ふるなり．） 『説文解字繁伝』巻五・言部
しやくくんだいさん きっっん

(30) 釈訓第三．休運反，長揖雑字云．訓者謂字有意義也．（釈訓第三．休運
はん ちゃ ういふざつじ 巴； ＜人 じ 9ヽ ぎあ

反 (xjunH)， 張揖，雑字に云く，訓は字の意義有るを謂ふなり．） 『経典

釈文』巻二九・爾雅音義上

(28) は『説文解字』の例であるが．「説文解字』によれば「訓」は「説教」の義で

あり，段玉裁の注によれば「説教」とは説釈（説明と解釈）して教えることである．
じょかい

(29) は『説文解字jの注釈書である『説文解字繁伝」（南唐の徐錯）における「訓」

の項である．徐錯によれば，「訓」は意味に従って教えるという義である．（30) は
りくとくめ 9ヽ

南北朝の陳の陸徳明が著した「経典釈文』からの例である『経典釈文』は『詩経』「易

経』等の経書のなかから難解な字（句）を解説する字典である．陸徳明は『爾雅」の
ちょうゆう

「釈訓」という篇名について．魏の張揖の『雑字』という書（現存しない）を引いて．
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図4.4 貨泉（公益財団法人大阪府文化財センター

所蔵；大阪府立近つ飛鳥博物館 20ll)

「訓」の意味を「字の意義」としている．

図4.5 漢委奴国王の金印（大阪府立

近つ飛烏博物館 2011)""

このように，中国では「訓」は物事の意味を解説することや漢字の意味ということ

を表す語である．「訓」はよく「詰」（古言＝昔の言葉）と共に「訓詰」という熟語で

用いられ，字義の解説や注釈を表す．また，漢字の形音義のうち，義に注目する研究

分野を中国では「訓詰学」と呼ぶことがある（なお，広義では音と形に関する研究を

含む場合もある）． 日本語の「訓」にある，漢字の習慣的に定まった「読みかた」と

いう意味は中国ではみられない．

4.3.2 和訓の誕生

さて，日本語でいう「訓」というものはいつごろから生じたのだろうか本項では

古代の資料と文献をたどりながら 日本における訓の誕生について検討していく．な

お，以下，中国語の「訓」と区別を示すために，日本語の「訓」を指す場合は「和訓」

または「訓読み」のように呼ぶ．また，和訓を使って漢文の文章を丸ごと日本語で読

み下すことを慣例に従って「漢文訓読」または「訓読」という ．

漢字が日本列島に伝来した時期は南本）•Ii や九州の各地で出土した漠時代の銅鏡や貨

泉（図 4.4)，漢委奴国王の金印（図 4.5)等の漢字遺物から比較的はっきりするが，

日本人がいつから漢字に和訓を与え，漢字をもって日本語を書き表すようになったか

については不明な点が多い．和訓として確定できる現存最古のものは，岡田山一号墳

出土鉄刀（島根県松江市）に象嵌された「各田 fJ」という文字列であるとされる．「各」

（「額」の省文）は「ぬか」，「田」は「た」，「n」（「部」の省文）は「べ」と読み，氏

族名の「ぬかたべ」を表記したものと思われる古墳は 6世紀第 3四半期ころの築造

で，鉄刀もこのころまでに製作されたものとされる（沖森 2003: 62-64). 

7世紀に入ると，このような例は増えてくる． よく取り上げられるものには法隆寺

*5 ここでは印影を掲示したが本来は荷物の封印のために粘土に擦す「封泥印」として用

いられた
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薬師仏造像銘（推古 15年 (607)以降成立）と天寿国曼荼羅繍帳銘（推古30年 (622))

がある前者は奈良県の法隆寺金堂に安置されている薬師如来像の背面に刻まれた銘

文で，そのなかに『古事記』『日本書紀』にもみられる「池辺大宮」（いけべ（のおほ

みや））と「小治田大宮」（おはりだ（のおほみや））という訓で表記した地名がみら

れる．後者は奈良県の中宮寺に伝わる刺繍品であるが，そのなかに尾治王（おはり（の

みこ））という人名や涜辺宮（いけべのみや）という地名などがみられる． これらの

人名・地名を訓で表記したからといって，一般に漢字に訓読みが定着していたのか，

一部人名・地名に漢字を充てる習慣ができていただけなのか不明であるもし後者だ

とすれば， 日本における訓読みはある種の rebus（絵を使って暗示的に名前を示す方

法）として成立したといえる＊6. いずれにせよ，遅くとも 6世紀後半ころまでには訓

読みが成立していたといってよいだろう．

このように資料が非常に限られているため， 6~7世紀において和訓がどこまで体

系的に定着していたかについては知るすべがない．奈良時代に入ると，この事情は一

変する．これまでには断片的な状態でしか残っていない日本語資料が， 8世紀に入る

と，「古事記』『日本書紀』『万葉集」「風土記』等といったまとまった作品として現れ

るようになる．そして，そのなかでも特に『古事記』と『万葉集』は訓読みの急激な

体系化をうかがわせるのである．
すで くん

『古事記』序で有名な「已因訓述者，詞不逮心．全以音連者，事趣更長． （已に訓に
の ことばこころおよ またおん も つら ことおもむきさらなが

因りて述べたるは，詞心に逮ばず，全く音を以ちて連ねたるは，事の趣更に長し．）」

の一節は， 日本語を訓で表記すると意味が通りにくいが，一方，すべて音で表記する

と文章が長くなるという，当時における日本語を表記することの困難さを訴えている．

同時に，「訓に因りて述べたる」ことができるという点で訓がある程度体系的に定ま

ってきていたことをうかがわせているさらに『古事記』の本文のなかに「画鳴〈訓
か な めいよ

鳴云那志〉而（画き鳴し〈鳴を訓みてナシと云ふ〉）」（上巻），「生奈何〈訓生云宇牟〉
，、か しやう よ

（生むこと奈何に〈生を訓みてウムと云ふ〉）」（同）のような訓で読むべき旨を示す

注記が散見されることから実際に訓が用いられていたことがわかる．

『万葉集』の借訓表記も 8世紀において訓読みがある程度体系的に定着していたこ

とを示す良好な証拠である．「万葉集』の表記には漢字をその本来の（中国語での）

意味で用いて和訓で読む正訓，漢字を字義と関係なく表音的に用いる借音，和訓その

*6 貴族の名前にrebusを用いることは世界的にみられる現象で．有名な例として． bows（弓）

とlion（獅子）の形を絵で表したイギリスの ElizabethBowes-Lyon女王（在位 1936-

1952)の紋章があげられるまた， Beckwith(2004)によれば韓国の三国時代の歴

史を描いた『三国史記』 (1145年成立）では漢字を表意的に用いて高句麗の地名を表し

た例がみられる．これらの地名の表記が三国時代まで遡るとすれば， rebusは漢字を受

容した国において広く行われた初期的な表記法として認められそうである．
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ものを表音的に用いる借訓という．主に 3種類のものがある．和訓の体系化・定着が

かなりの段階まで進んでいないと，このような借訓方法は成り立たない．峰岸明が主

張するとおり．「和訓の固定を別の面から確認させてくれるてが、りは，まんによう
、、、、、、

かなの分類において借訓とよばれる用字である． この，いはゆる借訓の発生は．正訓

の成立をまづ予定してはじめて可能である」（峰岸 1986:126)．借訓には「寸三（キ

ミ）」「湯目（ユメ）」のように 1字で1モーラを示すものや，「為暮（シグレ）」「裏経（ウ

ラプル）」のように 1字で複数のモーラを示すものがありまた「夏樫（ナッカシ）」

のように漢字をもって表記されている語のイメージを浮かばせようとするようなもの

もあれば．「名王伎」（ナゲキ）のように表記されている語の意味と無関係なものもあ

る．和訓はこのように奈良時代において． 日本語を表記するうえで欠かせない道具と

なっていた．

4.3.3 和訓が字義に与えた影響と字義が和訓に与えた影響

日本語と中国語は異なる言語である以上，本来の字義と日本でつけられた和訓が一

対一の関係で一致するとは限らない．例えば， 日本語の「もり」は本来，神霊が降臨

する木が群がってこんもりと生い茂った場所を指す語であったと考えられるが，中国

語の「森」にはこの意味はなく，樹木が密生したいわゆる forestという意味しかない．

また， 日本語の「おそれる」には怖がるという義のほかに敬って遠慮するという義も

あるが，中国語の「恐」には前者の意味しかない．逆の例をいうと，中国語の「本」

には根本，初ぬ書物などの義があるが， 日本語ではこれらの概念はそれぞれ別々の

語で表される．このような字義と和訓との間に不一致が起こると，背後にある日本語

の意味を正確に表すためにいろいろな工夫をする必要が出てくる．

「もり」や「おそれる」のように中国語より日本語のほうが広義である場合は一つ

の和語に複数の漢字を充てることがある．「もり」の場合では山林の義に用いる際は

「森」を充て，「神社のもり」の義に用いる際は「杜」の字を充てることで意味を区別

する決まりがある．「おそれる」の場合も怖がる義に「恐」を充て，敬って遠慮する

義に「畏」を充てて区別することがあるが，一般には「恐」の字で統括することが多

い．「もり＝森，杜」「おそれる＝恐，畏」のような日本語 1語に対して複数の漢字を

充てる語を同訓異字語という（これについては次項で取り上げることにする）．「恐」

を「恐れ多い」「恐れ入れる」等のように「おそれる」の意味のなかで本来中国語に

なかった意味に用いる現象は「念のため」「念を入れる」の「念」と同様に字義の和

化という．「念」の場合は字音語として字義が広がり，「恐」の場合は字訓語として字

義が広がったといえる（なお，「恐」は「恐縮」「恐々謹言」のように，字音語として

も同様に字義が広がっているのである）．「杜」の字は本来中国語では山梨の義なので，

「神社のもり」に用いるのも実は字義の和化の一つになる
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「本」のような中国語のほうが広義である場合は，一つの漢字に複数の和訓をつけ

ることが多い．例えば，「本」には「もと」「もとづく」「はじめ」「ふみ」等の訓が充

てられてきた多いものには「下」（「おりる」「おろす」「くださる」「くだす」「くだる」

「さがる」「さげる」「した」「しも」「もと」）のように常用漢字表で訓読みが 10個もあ

げられるものまである．このように，漢字の意味と日本語の意味が必ずしも一致しな

くても，漢字の意味を広げたり，一つの和語を複数の漢字で書き分けたり，一つの漢

字に複数の和訓を与えたりすることで背後にある日本語の意味を正確に表すことがで

きる． しかし，すべての場合においてこのような調整がとれるとは限らない．漢字の

和訓が強く定着してくると，中国語の影響を受けて，本来ならば日本語では許容され

ないはずの表現が生まれてくることがある．

ここにジスク (2012)で取り上げた「あかす」と「明」の関係を例にみていきたい．

「あかす」という語は本来，「夜が明く」の「あく」の対応他動詞であり，何かをして
、、、、、

夜明けまで過ごす一一厳密にいえば，何かをして夜を明る＜する＿という意味を表

す語であった『古事記』と『万葉集』の歌謡では以下のような意味で用いられる．

(31) ……昼は 日の暮るるまで 夜は 夜の明くる極み思ひつつ眠の寝

がてにと 阿可思通良久茂（あかしつらくも） 長きこの夜を 『万葉集』巻

第四•四八五

恋人のことを思いながら眠りにつかないまま夜を過ごしてしまったという恋慕の気持

ちを表した歌であるが，奈良時代の文献ではこのような意味で用いられた例しかみら

れない．「あかす」は明るくするという意味で類似していることから，早くも「明」

の和訓として用いられるようになった． 4.2.2項で示したように，「明」は明るくする

という物理的な意味のほかに，道理を明らかにするという比喩的な意味をもっている．

「あかす」は本来， このような意味をもたないが，平安時代の訓点資料のなかで以下

のように明らかにする義の「明」を「あかす」と読んだ例が多数みられる．
アカ

(32) 釈—論に迦ー栴ー延―子ノ六度の斉ー限アテ［而］満スルコトヲ明スコトヲ引
コ1ヽ ニウ

ケルカ如キハ［者］，此レ血ノ衆ー生ヲ調ヘテ乳卜為セムト欲スルナリ．

東大寺図書館蔵『法華文句』長保ころ (1000年ころ）点

ここで「明」は「六度ノ斉限アテ満スルコト（六種の修行の限界があって初めて完成

すること）」という抽象的概念を明らかにするという意味で用いれらている．「明」の

傍らに「アカス」と訓が施されていることから，ここは「あかす」と訓読されたこと

がわかる．和文・和歌ではこの意味に用いた「あかす」の例がみられないのに，訓点

資料で「明」の訓として現れるのは，この意味は日本語内で発生したものではなく，

「明」の影響を受けて生じたからだと考えられる．このような本来日本語になく，漢

字から取り入れた意味を借用義 (loanmeaning) という．

意味借用のもう一つの例として「あらわす」と「著」があげられる（ジスク
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2010). 「あらわす」は本来，以下の『万葉集』の例のように隠れたものを表に出す

という意を示す語であった．

(33) 玉島の この川上に家はあれど君をやさしみ 阿良波佐受（あらは

さず） ありき 『万葉集」巻第五・八五四

家は玉島の上流にあるが，恥ずかしいから君には教えなかったという意味である．「著」

には「あらわす」と同様に表に出すという義があり，このため，「あらわす」は早く

から「著」の訓として使用されるようになった以下は平安時代の訓点資料からの例

である．
「 ス ル ヲ 」

(34) 房（と）イフハ是れ上ー古より以＿来・衆生，態「一」愧（する）を以（て）
セ9、 カクヒラ「シテ」アラハ アラハ

の故に，嬰キ帳をして彰シ著サ令（め）むと欲（は）不． 高山寺蔵『大
「ヘキ」

毘慮遮那成仏経疏』巻第三．永保 2年 (1082)点
ざんき

房（部屋）は古代より衆生が態愧する（深く恥じる）ものであるため，禎籍（几帳）＊7

を張って，周りに見せようとしないという意味で，（33) とはよく似た用法であると

いえる「著」はこのような表に出すという義のほかに以下のような本を著作する

という義をもっている．

(35) 関令手喜日，子将隠癸強為我著書於是老子乃著書上下篇言道徳之
くわんれいゐんきいは しまさ かく わ ため しよ

意五千餘言而去．（関令弔喜日<,子将に隠れんとす．強ひて我が為に書を
ちょ ーー お らうしすなは しよしやうかへんちよ だうとく い い こせんよ

著せと．延に於いて老子乃ち書上下篇を著し．道徳の意を言ふこと五千餘
げん

言にして去れり） 『史記』老子韓非列伝

(35) は手喜が老子が隠れようとしたときに，私のために書（「老子道徳経j) を著作

するように頼んだという意である．このような著作する義で用いられた「あらわす」

の例は奈良•平安時代の和文資料においては一切みられないが，「あかす」と同様に．

訓点資料でみられる．（36)は（35)であげた『史記」老子韓非列伝の箇所を引く『三

教指帰注集』（寛治 2年 (1088)成立）の例である．

(36) 喜力日（く），子将二隠レナムト（す） ［突］．強（ひて）我力為（に）書
アラハ

ヲ著セトイフ． 大谷大学図書館蔵『三教指帰注集』巻上本・長承2年

(1133)点

「著」に「アラハセ」と仮名で訓を施していることからわかるように，平安時代の漢

文訓読において，「あらはす」は和文ではみられない著作するという義に用いられて

いたのである．これは明らかにする義の「あかす」と同様に漢字から借用された借用

義である．

「あかす」と「あらわす」はどちらも漢字から意味を借用した例であるが，漢字・

*7 果宝 (1306-1362)撰『大日経疏演奥紗』に「房者庇衛義也．躾帳者几帳類也．以之引

廻房四方也．」（巻第四）とある．
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漢文訓読の影響はこのような意味借用にとどまらない．ジスク (2015)が指摘する

ように，漢字・漢文訓読の影響は日本語の語構成，語派生，統語まで及んでいるので
サケ ナ

ある．例えば，語構成の面においては「号虎ビ哭キ」（西大寺蔵『金光明最勝王経』平
トラヘ人 タサ

安初期点），「囚徒」（石山寺蔵『金剛般若経集験記』平安初期点），「起チ避ラ（ず）

シテ」（小川本『願経四分律』平安初期点）等のように，二字熟語を 1字ずつ直訳し

たことで新たな表現を生み出した例が訓点資料においてはなはだ多くみられる． この

ょうな外国語の複合語を直訳してできた表現を翻訳借用語 (loantranslation)という．

日本語の語派生が漢文訓読に影響された例として「およぶ」と「ならぶ」がある．「お

よぶ」と「ならぶ」は本来，それぞれ離れた場所に届く義と，同列にそろう義を表す

動詞であったが，動詞的用法と接続詞的用法を両方もつ「及」と「並」の訓として定

着することで，その接続詞的用法まで取り入れ，本来存在しなかった「および」「な

らびに」という接続詞が生まれたのであるこのような中国語の多品詞性に影響され，

異なる品詞の語が派生する現象を借用転成 (loanderivation) という．統語的な面で

漢文訓読の影響を受けた例として「いはく」と「おもへらく」等の倒置法があげられ

る．日本語は SOVの言語であるのに対して，中国語は svoの言語であるこのため，

漢文を訓読する際に一二点やレ点等を施して返読する習慣が昔から行われてきたので

ある．「日」「云」「謂」「思」「以為」等言語思考行動を表す一部の動詞については，漢

文に頻繁に現れるためか，動詞を返読しないで，いわゆるク語法（動詞語幹に—(r)aku

という接尾辞をつけて体言化する文法構造．『論語』の訓読で頻繁に現れる「子 (S)

日く (V)……（O)」等がこれに当たる）を利用することで語順を svoに変える習慣が

できたのであるこのような漢文の影響を受けた統語形式を借用統語 (loansyntax) 

という．

4.3.4 同訓異字の問題

前項で日本語の語彙が漢字から新たな意味を取り入れる借用義の例を示してきた．

このような借用義は，中国語（漢字）の意味が該当する日本語の意味より広い際に起

こるといえるが，逆に日本語の意味が該当する中国語より広い場合，あるいは， 日本

語では 1語で表す概念が中国語では複数の語で表せる場合に， 日本語の 1語が複数の

漢字の訓として定着することもある．このような場合には同訓異字語が生まれてくる．

ここに 4.3.3項で取り上げた「あらわす」を例に同訓異字語の発生過程をみていく．

一般の国語辞典では「あらわす」の意味は以下のように分類されている．

①隠れたものを表に出す （以下，「表に出す義」）

（例：「正体をあらわす」「姿をあらわす」）

②考えや思考を表現する．また，抽象的概念を象徴的に示す．（以下，「表現する義」）

（例：「感情を言葉にあらわす」「漢字は語をあらわす文字である」）
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③文章を書く．また書物を丸ごと著作する．（以下，「著作する義」）

（例：「竹吊にあらわす」「孔子は『論語』をあらわした」）

④名前や手柄等を広く世間に知らせる． （以下，「広く知らせる義」）

（例：「功績をあらわす」「世に名をあらわす」）

そして，多くの辞典は①を「現」，②を「表」，③を「著」，④を「顕」のように書

き分けるべき旨を示している＊8. 例えば，『広辞苑』（第六版）は③と④の定義の前に

「著」と「顕」の字を示し，項の最後に「「表」は内面にあるものを外に示したり，事

物を象徴したりする場合「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多

ぃ．」という注を加えている．さらに遡って，江戸時代の同訓異字語辞典に当たる『操

触字訣』 (1763年序）で「あらはす／あらはる」の項を引くと，「表」「現」「著」「顕」

の用法について以下のように詳しく述べられているのである．

(37) 現ハ，顕也，露也．出現，現在等二用ユル通リ也．見卜音義同ジ．

顕ハ光也，又見也，明也，観也，著ナリ．キットアキラカニ，カクレマガヒ

ナク，テリカ、‘ヤク程二，アラハル、コト也．題~題査モ，コノ義也．

著ハ明ナリ……著名卜連用ス． シカトソノ形チワケヲ，アラハシ，シメスコ

卜也．蓋全，登述，蓋筵又名ノアラハル、トイフモ，ソノコトイチジルシ

ク聞ユルコトナリ．

表ハウハカハヘ， ミセル也．表異トイヘバ，各別ニアラハシテ．外トチガウ

ャウニスルコト也． 『操触字訣』巻之六• 5ウ～6オ（傍線は原文のまま）

「現」を「出現」の義，「表」を「ウハカハヘ． ミセル」義，「著」を「著述」の義と

説いている点では現代の用字法と類似しているといえる．「顕」については「テリカ、｀

ヤク程二，アラハル、コト」とあり現代の用字法とは異なるが，同時代の同訓異字

語辞典である『訳文笑蹄』（初編． 1715年刊）に「高位二登テ姓名ヲ人二知ラレタル

コト」（巻ニ・ 2ウ）とあり，現代のような用いかたも存していたことがわかる．

このように，『操触字訣」の記述から江戸時代において①～④の意味による書き分

けの基準がすでにある程度できていたことがわかるが，実際，『操触字訣』の「あら

はす／あらはる」の項を見ると，「表」「現」「著」「顕」の4字の他に，「見」「形」「暴」「露」

「章」「彰」という 6字があがっており，『訳文茎蹄」ではこれらの字に加え，「ひ紅」

直」「嵐」の 3字があがっていることがわかる．つまり，『操触字訣』と『訳文茎蹄』

*8 『広辞苑』第六版，『大辞林』第三版，『日本国語大辞典』第二版，『同訓異字辞典』（東京

堂出版），「漢字用法字典』（角川学術出版）はいずれもこの区別を示している．「顕」は

常用漢字表では「あらわす」の訓を載せていないが，約 1億 500万語 (2012年3月現在）

からなるテキストのサンプルを集めた「現代日本語書き言葉均衡コーパス」では「あら

わす」を「顕」で表記した例が計66例みられ，現代でも一部使用されていることがわ

かる．
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では「あらはす」と読まれる字が合わせて 13字にのぽり，現代の国語辞典に比べ，

相当多くなっているそして．さらに遡って，平安・鎌倉時代の古辞書と訓点資料を

見ていくとその数がなお一層多いことがわかる．

例えば，平安時代末期成立の漢和辞典『類緊名義抄』から「あらはす」の訓が施さ

れた字を集めると，全部で58字にのほり，同時代のイロハ引き国語辞書『色葉字類抄』

で「あらはす」の項を引くと， 45字も掲げられている．このうち，辞書にしか出て

こない字もあるだろうが，平安・鎌倉時代の訓点資料600余点から訓点語彙の用例

を集めた『訓点語彙集成J（築島 2007-2010) における「あらはす」を調べてみると，

48字もあげられており，そのうち， 25字と．その約半分が『類緊名義抄』と『色葉

字類抄』に見られる字と重なっている．その詳細は以下の通りである．（無印のもの

は『類棗名義抄』『色葉字類抄』両方，「＊」付きのものはそのどちらかに見られる字．

各字の後ろに『訓点語彙集成』で見られる用例の数を括弧内で示す．）

(38) 顕 (79)，現 (33)，著 (32)，表 (21)，施 (19)，呈 (16)，形 (13)．彰

(13)， 露 （9), 見 （7). 効＊ （4）． 妓 (4)， 明＊ （4). す票 （3). 験＊ （3). 発＊ （3), 

公 (1)，徴 (1)，揚＊ （l)，祖＊ （1), 詮（1), 證＊ （1), 陽 (1)

『類緊名義抄jと『色葉字類抄』は日本語の文章を書くための辞書というより，漢

文を正しく読み書きするための辞書である 『操触字訣』『訳文答蹄』についても

同様なことが言える一ので，この中に漢文（の訓読）にしか用いられない字も多々

含まれているだろう． しかし，それにしても． どうしてここまで多くの字が「あらは

す」と読まれているかという問題が残る．

ここで，平安時代における和訓の選定プロセスについて少し考えたいと思う． 4.3.2

項で述べたように，奈良時代までは，和訓は日本語の表記を主な目的として発達した

のであるが，平安時代に入ると，和訓の役割が大きく変わる．すなわち，漢文訓読の

発展に伴って，和訓は日本語を書き表すための道具から漢文の文章を正しく読むため

の道具へと化していったそして，漢文訓読の際にどの字をどう読むかを決めるにあ

たって，中国の字書や古典注釈書が大きな参考になった．実際，「あらはす」の場合，

(38) であがっている 25字のうち．その字義を中国の字書や注釈書で調べてみると，

そのすべてが直接的あるいは間接的に「表」「現」「著」「顕」の 4字と結び付けられて

いることがわかる例えば，「施」について『漢書』顔師古注に「施，表也」とあり，

「呈」について玄応撰『一切経音義』に「呈，見也」とある．「訓点語彙集成』に 1例
これ こうゑ、¥,

しかない「公」の場合でも『春秋左氏伝』孔穎達疏に「而公怨之（之を公怨して）」
じこう けんぜん

という本文に対して「而公顕然（而公は顕然なり）」とありかなり限られたもので

あるにしても，「顕」の義とする注がみられることがわかる．

「表」「現」「著」「顕」の4字はいずれも漢文において頻繁に用いられる基本的な字で，

その字義も「あらわす」と大きく重なっている．このような比較的簡単な字で，難読
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表 4.1 平安～江戸時代の文学作品における「あらはす」の用字法

作品 用法
表記

仮名 顕 現 表 著 ョにコ三 露 證 見 験 計

① 33 8 41 

旦i 
② 8 4 4 1 1 18 

③ 

゜④ 

゜計 41 8 4 4 1 1 59 

① 1 15 1 4 1 22 

太
② 1 11 2 1 15 

閾
③ 

゜④ 7 3 2 12 

計 2 33 1 ， 4 49 

① 8 4 7 1 20 

夢
② 6 1 6 13 

の ③ 14 16 30 
代 ④ 1 2 3 

計 29 7 7 6 16 1 66 

の字や字義の和訓を決める際に辞書や注釈書において常に手掛かりとなるような字を

ここに仮に基準字 (referencecharacter)と呼ぶ (38)であがっている 25字は当然，

中国語ではそれぞれ異なる言葉を表す字で，それぞれ異なる意味をもっている．元の

意味を正確に日本語に訳すならば，「あらわす」のー語では足りないことは言うまで

もない． しかし，漢文訓読とはこのようなものではない．漢文訓読は元の文章を正確

に訳すというより，元の文章を残しながら機械的に日本語に置き換えていく逐字訳的

システムであるといったほうが適切である．言ってみれば漢文訓読は個人の解釈も

入る翻訳 (translation) より，楽譜をそのままに，調を一定の音程に移していく移調

(transposition)に近いものである．このような機械的なシステムだからこそ， 4.3.3

項であげたような直訳的表現が多くみられる．そして，このようなシステムの中で，

基準字は和訓を決める際に大きな役割を果たしたと考えられる．

以上，平安・鎌倉時代の辞書や訓点資料における「あらはす」の訓が施された字を

見ることでその数は現代よりはるかに多いことがわかった．さて，現代語で見られ

るような書き分けの基準はどのようにできたのか，以下に実際に日本語の資料で確か

めてみよう表4.1は『今昔物語集』（平安時代， 1120年ころ成立），『太平記』（鎌倉

時代， 1371年成立），『夢の代』（江戸時代， 1820年成立）の 3作品における「あら

はす」の表記を意味別に分けたものである．

まず目立つのは『今昔物語集』と『太平記』において，現代ほとんど使われなくな

った「顕」が半分以上の例を占めていることである．さらにその用法をみていくと，

① • ② • ④のいずれにも用いられていることがわかる．『夢の代』になると，「顕」の
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例は減ってくるが，それでも①・②・④のすべての用法に用いられている．その一方，

「現」と「表」は「顕」に比べ，用例が少ないものの，三つの作品において現代語と

同様な使い分けがされている．「著」は『夢の代』までは用例をみないが，現代と同

様に③の用法に専ら用いられている．

以上の文献から，江戸時代までは「あらはす」の表記として「顕」が最も使用範囲

が広く，特に平安・鎌倉時代においては使用頻度が他の字より高かったことがわかる．

これに対して，「現」「表」「著」は使用頻度が比較的低かったが，現代とだいたい同様

な使い分けがされていたことがわかるなぜ「顕」の字が現代のようにほとんど用い

られなくなったかというと，あくまでも憶測であるが，おそらく「現」で①，「表」

で②，「著」で③という使い分けが広く定着したなか． どの意味にも使用できる「顕」

は意味を弁別する上で機能しなくなったからだと考えられる．そして，④というかな

り限定された用法にその跡を留めるのみとなった．

「あらわす」は複数の漢字表記をもっても， 日本語表現としてはあくまでもー語と

して認識されているといえる．つまり，「あらわす」は複数の字で書き分けることで

意味の分別が明確になった語の例といえるが，なかには複数の漢字で書き分けられる

ことで意味分裂 (polysemicsplit) を起こし，別語意識まで生じさせた例もある．そ

の例としてよく取り上げられる語に「なく」がある（小松 2004: 27, 佐竹 2006:

53)．現代日本語では人間が涙を流すことを「泣く」と書き，動物が鳴き声を上げる

ことを「鳴く」と書き，「泣く」と「鳴く」は別々の語と捉えられることが多い．実際，

国語辞典のなかに「泣く」と「鳴く」を二つの項に分けているものもある（『大辞林』

第三版『明鏡国語辞典」第二版，『新潮国語辞典』第二版等）． しかし，「なく」は本

来，喜怒哀楽の声を上げるという義で，「なく」主体が人間であっても動物であって

もよかった「泣」と「鳴」の字を充てられることで，人間が涙を流す「泣く」と動

物が鳴き声を上げる「鳴く」という別々の語として捉えられるようになった．

実際．「万葉集』における「なく」の例を見てみると，以下のように，人間が泣い

ているが，その泣きかたが動物にたとえられている例がある．

(39) 慰むる 心はなしに藝籍り 鳴往（なきゆく）鳥の春のみし奈可由

（なかゆ） 『万葉集』巻第五・八九八

(40) 髯会賃 なほも奈賀那牟（なかなむ）摯っ人 かけつつもとな 義を音

し奈久母（なくも） 同・巻第二十•四四三七

(39)は心を慰めるものがなく，雲に隠れて「なきゆく」鳥のように「ないて」ばか

りいることを表した歌で，（40) は本つ人（亡くなった親しい人）を偲んで「なかせ

られる」ので，ほととぎすにもっと「ないてほしい」という感情を表した歌である．

現代語の感覚で考えるとこれらの「なく」の例に「鳴」の字を充てるべきか，「泣」

の字を充てるべきか迷うところであるが． どちらも充てられないのが正解であり． こ
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のような表現ができたのは奈良時代において「なく」はまだ一つの概念として捉えら

れていたからだと考えられる．

「なく」のように中国語の意味区分を取り入れたことで別語意識が生じた例として

「行く」と「逝く」，「開く」（開ける）と「明く」（明ける），「謝る」と「誤る」等があ

げられるこれとは類似した現象として，「安い」と「休む」，「狭い」と「迫る」，「致

す」と「至る」のように同じ語根から分かれた同根語が漢字で書き分けられることで，

縁のないもののように意識されるようになったものもある（佐藤 1981: 22-24). 

4.4 字義から字訓へ＿日本語表現の原動力としての漢字

以上，中国における字義の派生と変化や， 日本におけるその受容と訓読みの成立，

漢文訓読の日本語への影響，字義の和化，同訓異字語の成立をまとめてきた．冒頭で

述べたように，漢字は語を表す表語文字であるが，このように語を表す文字であるた

め，訓読みや漢文訓読という漢字文化圏特有の習慣が成り立ったといえる．すなわち，

アルファベットのような表音文字を借用した際には，音だけを取り入れることになる

が，漢字の場合は字音のほかに必ず字義を備えており，この字義はやはり自言語を通

して解釈するほうが経済的である．

こうして漢字を自言語で解釈しようとした結果， 日本における訓読みと漢文訓読が

誕生したのであるそれははじめは人名や地名を表す rebusとして成立し，やがて奈

良時代にいたって一般の語彙・文章を表記する道具へと進化した．そして，平安時代

に入ると，漢文訓読の発展に伴い，和訓の数が大幅に増加していったのである．和訓

を選定する際には中国の字書や注釈書における基準字を参考にし，最初は文脈に沿っ

た訓を選んでいったのだろうが，和訓が固定してくると， 日本語として適切な表現を

選ぶことより，統一した読みかたをすることが重視されるようになったその結果，

借用義や翻訳借用語等の借用形式，借用統語が多く生まれたのである．

同じ理屈で，漢文訓読が盛んに行われた平安・鎌倉時代において，同訓異字語が現

在よりはるかに多かったが，和訓が固定していくのにつれて， 日本語の文章を書く際

には使用頻度の高いものや意味弁別のために機能するような区別しか残らなくなっ

たとはいえ，現代語において一つの和語に対して二つまたは三つ，四つの表記が存

在することは決して珍しい現象ではない．このように，意味の面において必ずしも日

本語とは一致しない—いや，むしろ一致しないほうが多い一一漢字を日本語に取り

入れることで， 日本語の意味は場合によっては漢字の意味に引きずられて拡張し，ま

た場合によっては複数の字の訓として定着することで意味の弁別が明確になったので

ある．言い換えれば，漢字の受容によって， 日本語の表現力がより豊かになったとい

えよう． ［マシュー・ジスク］



編著者略歴

おきもりたく や

沖森卓也
1952年 三重県に生まれる

1977年 東京大学大学院人文科学研究

科国語国文学専門課程修士課

程修了

現 在立教大学文学部教授

博士（文学）

日本語ライプラリー

漢字

2017年10月25日初 版 第 1刷

ささはらひろゆき

笹原宏之

1965年 東京都に生まれる

1993年 早稲田大学大学院文学研究科

博士後期課程単位取得退学

現 在早稲田大学社会科学総合学術

院教授

博士（文学）

定価はカバーに表示

編著者沖 森 卓 也

笹 原 本rら 之

発行者朝 倉 誠 造

発行所靡朝倉書店

東京都新宿区新小川町 6-29
郵便 番 号 162-8707 
電話 03(3260) 0141 
FAX 03 (3260) 0180 

〈検印省略〉 http://www.asakura.co.jp 

c2017〈無断複写・転載を禁ず〉 教文堂・渡辺製本

ISBN 978-4-254-51617-3 C 3381 Printed in Japan 

区＜（社）出版者著作権管理機構委託出版物＞

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています．複写される場合は，

そのつど事前に，（社）出版者著作権管理機構（電話03・3513-6969,FAX 03-3513・ 
6979, e・mail: info@icopy.or.jp)の許諾を得てください


	20191112162848593_0049_2R
	20191112162848593_0050_1L
	20191112162848593_0050_2R
	20191112162848593_0051_1L
	20191112162848593_0051_2R
	20191112162848593_0052_1L
	20191112162848593_0052_2R
	20191112162848593_0053_1L
	20191112162848593_0053_2R
	20191112162848593_0054_1L
	20191112162848593_0054_2R
	20191112162848593_0055_1L
	20191112162848593_0055_2R
	20191112162848593_0056_1L
	20191112162848593_0056_2R
	20191112162848593_0057_1L
	20191112162848593_0057_2R
	20191112162848593_0058_1L
	20191112162848593_0058_2R
	20191112162848593_0059_1L
	20191112162848593_0059_2R
	20191112162848593_0060_1L
	20191112162848593_0060_2R
	20191112162848593_0061_1L
	20191112162848593_0062_2R



