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日本語と中国語の「頭」を含む漢字語彙
― その形態的特徴と意味比較 ―

大西

博子

0 はじめに
日本語と中国語は，漢字という共通の文字体系を有するが，漢字の表
す意味や指示対象は，必ずしも完全に一致しない。例えば「頭」という
漢字は，中国語では“头”と表記し，「頭部」を指す。よって，「私は頭
が痛い」を中国語に直訳し，“我头痛 ”と表現しても ，日本語と同じ
1）

意味は伝わる。しかし，
「私は頭が悪い」を中国語に直訳し，
“我头不好”
と表現しても，日本語と同じ意味は伝わらない。なぜなら，この表現で
は，「頭」の具体的な指示対象である「思考力」といった意味まで伝え
ることができないからだ。もし日本語と同じ意味を伝えたければ，“脑”
という漢字を用いて，“我头脑不好”
“我脑子不好”
“我脑筋不好”などと
表現する必要がある。
このように日中両言語の「頭」は，基本的な指示範囲として身体部位
というカテゴリーを共有しているが，両者の指示範囲（意味領域）には
少々ずれがあることがわかる。方小贇 2010 : 44 によれば，日本語の「頭」
は，身体部位としての「頭」と思考や感情が働く場所の「脳」の両者の
概念を指示するが，中国語の“头”には，「脳の働き」という意味が認
められない。このことについては，吉田・支 1999 : 108 にも同様の指摘

1）「頭が痛い」の意味を表す中国語には，“头疼”と“头痛”の両者の表現が可能で
あるが，ここでは日本語からの直訳体を優先し“头痛”の表記で示す。
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がある。
一般に，身体部位を表す語彙は，様々な形で比喩的拡張がなされ，著
しい多義性を持つことで知られる（Ullmann 1962，国広 1970）。特に中国
語の“头”は，身体部位詞の中で最も意味拡張が進んでいると言える。
なぜなら“头”は，名詞接尾辞として，名詞，形容詞，動詞に後接し，
名詞を形成する機能が備わっているからである。他の身体部位詞に，同
様の文法機能が発達していないのは注目に値する。唯一“头”のみ，こ
のような機能を持ち得た要因の一つとして，その多義性の豊かさが考え
られるのではないだろうか。本稿が，身体部位詞の中から「頭」を選ん
だ理由はそこにある。
日中両言語の「頭」に関しては，上述した通り，すでにいくつかの対
照研究が見られる（吉田・支 1999，方小贇 2010，刘小莉 2011）。これらは，
慣用句を対象とし，両言語における「頭」の意味拡張パタンを分析して
いるが，具体的にその拡張が，音声や語構成といった形態論や統語論的
側面とどう関わっているのかといった分析までは十分に行われていな
い。また，対象とされるのは，和語慣用句が中心で，漢語慣用句につい
ては，日中両言語に古くからある語が多いとされる（宮地 1982 : 249）中，
ほとんど分析されていない。よって本稿では，日中両言語に共通して分
布する漢語語彙に着目することにした。この多くが漢字二字から構成さ
4
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れていることから，本稿では二字漢字で表記される語を対象に，その形
態的特徴と意味分布を明らかにしながら，「頭」を含む語彙の日中対照
比較を行っていくことにする。

1

対象語彙

語の分析に先立って，まずは本稿が対象とする語とは何かを述べてお
きたい。
本稿が扱う語彙は，慣用句に現れる語に限らず，「頭」を含む漢字二
4

字から構成される語すべてを対象とする。この漢字で表記される語を漢
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4

字語彙と称するが，これは所謂漢語語彙とは異にする。漢語語彙は，字
音形態素，つまり音読みの語種で構成される語に限定されるが，漢字語
彙は，語種は漢語に限定されない。例えば「頭数」は，［あたまかず］
とも［トウスウ］とも読め ，前者が和語，後者が漢語に属するが，本稿
2）

ではどちらの語形も考察の対象とする。
語の選定は，まず『からだことば辞典』から「頭」を含む 82 語を抜
き出し，さらに複数の漢和辞典 からも補った上で，現代使用されてい
3）

ると考えられる語を選び ，最終的に 125 語を日本語の語例として選定
4）

した。中国語の語例は，日本語の語例のうち［トウ］の字音語に限定し
た上で，『逆引き中国語辞典』，『日中同形異義語 1500』，『日中同形異義
語辞典』を参考に，日中同形語を選別し，《现代汉语词典（第六版）》を
基準に，現代標準語（普通话）で使用されていると考えられる語 53 語
《现代汉语
を同形語として選定した。よって，表面上同形であっても，
词典》に収録されていない語や〈方〉と記載されている語については，
考察の対象から外れていることを断っておきたい。

1. 1

語基か接辞か

一般に，語構成要素となる形態素は，語基と接辞に大別できる。語基
は，語の意味的な中核となるもので，単独で語を構成できるが，接辞は
語基と結合して形式的な意味をそえたり，語の品詞性（文法的性格）を
決定したりするもので，単独では語にならない（野村 1977 : 250）。
「頭」という字には，音と訓の異形態（allomorph）がある。字訓形態
素は，漢字一字で一語となり，自立できるので語基と見なすことに問題
2） 本稿では，字音はカタカナ，字訓はひらがなで表記する。
3） 語例は，以下 4 冊の漢和辞典からも収集した。
『漢和中辞典』
『漢語林（第 2 版）』
『新
字源』
『大辞林』。
4）『からだことば辞典』収録語彙はすべて採用した上で，漢和辞典からの追加語彙
に対して，以下 3 冊の国語辞典を基準に，3 冊中 2 冊に記載のあるものを対象語彙
として選別を行った。『ポケット版常用語字典』
『常用語辞典』
『新明解国語辞典（第
7 版）』。
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はないが，字音形態素の場合，事情が複雑である。
例えば，［トウ］という字音形態素は，それ自体で一語となり得ない
ので，前述した定義に従うと，接辞ということになる。しかし，二字漢
語の中には，「年頭」
「会頭」
「街頭」など，「頭」の字義が明確に現れる
語も多数含まれており，これらにおける「頭」をすべて接辞と扱うわけ
にはいかない。［ズ］という字音形態素も同様，現代語では自立性が弱
ズ

まっているが，「頭が高い」といった慣用句の中では，自立語として生
き残っていることから，接辞として扱うことはできない。よって，字音
形態素の場合，自立できるか否かで語基か接辞かに区分するのは適切で
はないと考える。従って，本稿では，語構成要素に対し，語基か接辞か
といった区別は，必要でない限り，一々たてないことにする。

1. 2

単純語か複合語か

語は，単純語と合成語に大別され，合成語はさらに語基同士の結合か
らなる複合語と語基と接辞の結合からなる派生語に分類される（野村
1977 : 253）
。しかし，漢語では，要素が自立的であるかということで複

合語か派生語に二分するやり方は適当ではないと見なされているし（荒
川 1988 : 57），本稿でもこの考えに従う。

単純語は，単一の形態素，つまり一字の漢字からなる語で，複合語は，
二字の漢字からなる語と意識されやすいが，現代語では，二字漢語が複
合語であるという意識は，ほとんど薄れている（野村 1988 : 45）。例えば
先頭は「先頭」
，饅頭は「饅頭」で，はじめて単語として認識される。
先頭を「先」と「頭」，饅頭を「饅」と「頭」の意味の総和として理解
している日本人は，おそらくいないだろう。この点から考えると，二字
漢語は，単一語基相当の機能を持つ単純語とほとんど変わらないと言え
る。しかし，新しくできる語は，ほとんどが既成の語基や接辞を組み合
わせて作られていくため（野村 1977 : 254），本稿で扱う二字漢語も元を
ただせば，語基と語基との結合であると言えるし，この点から考えると，
複合語と扱うこともできる。
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但し，梵語起源の「頭陀」や唐音語形の「塔頭」と「饅頭」は，漢語
とはいえ外来語的な性格が強いため，単純語として扱う方が合理的であ
る（森岡 1967 : 44）。仮に一字一字に分割しても，意味は不明確だし，語
源に遡ることもできない。
以上のことから，本稿では，梵語起源の「頭陀」，唐音語形の「塔頭」
と「饅頭」の計 3 語は，単純語と見なし，考察の対象から外すことにす
るが，複合語と扱う語の中には，実質上単純語にかなり近いものも含ま
れているということを断っておきたい。

2

音形分類

構成要素となる語は，同語種同士の結合を原則とするが，少数ながら
あたまキン

かしらブン

うえトウ

コ がしら

トウどり

ズ おも

和語＋漢語（ 頭 金， 頭 分，上頭）や漢語＋和語（小 頭 ，頭取，頭重）
といった語種を異にする語（混種語）の結合も見られる。
語の構成要素となる「頭」には，［トウ］と［ズ］の漢語音形と［あた
ま］と［かしら］の和語音形があり，語種の違いで意味の違いを表すこと
は容易に想像できるが，同語種の異形態での意味分布も分析するため，
本稿では音形を基準に語形分類を行うことにする。

2. 1

前項音形

前項に「頭」が現れる語形を音形によって分類したのが，〈表 1 〉で
ある。二字漢字という形態的な制約があるためか，和語語形は必然的に
その数が限られる。
〈表 1 前項の音形と語形〉
あたま

頭数，頭株，頭金

かしら

頭分

ズ

ズ おも

頭重，頭蓋，頭巾，頭上，頭痛，頭脳
トウどり

トウ

頭韻，頭角，頭骨，頭首，頭書，頭数，頭足，頭注，頭取，頭髪，
頭尾，頭目，頭領，頭顱

396

2. 2

後項音形

〈表 2 〉の通りである。
後項に「頭」が現れる語形の音形による分類は，

［かしら］は，後項では［がしら］と連濁化するのが主で，非連濁語形
は，「尾頭」と「筆頭」 に限られる。一方，［トウ］は連濁しないのが主
5）

サ ドウ

セン ドウ

「音頭」の
で，連濁化するのは「茶 頭」と「船 頭」に限られる 。なお，
6）

［ド］は，一般に慣用音として見なされるが，本稿では［オンドウ］に由
来する音形として，［トウ］の項目に分類している。
また音訓の兼用語形が 10 語あった。表中にて，網掛けで表示してい
るのが該当例である。これらの多くは，音訓の区別で意味が異なる。例
あたまかず

えば「人頭」は，
［ジントウ］と音読みすれば「 頭 数」の意味であるが，
［ひとがしら］と訓読すれば部首名を表す。中には音訓の区別で意味が
異ならない場合もある。例えば「禿頭」は，
［はげあたま］と読んでも［ト
〈表 2
あたま

後項の音形と語形〉

石頭，地頭，禿頭
網頭，芋頭，老頭，大頭，尾頭，小頭，座頭，潮頭，地頭，白頭，

かしら

竜頭，年頭，虎頭，波頭，旗頭，発頭，膝頭，人頭，筆頭，前頭，
目頭

ズ

牛頭，竜頭
うえトウ

咽頭，上頭，駅頭，音頭，会頭，回頭，街頭，巻頭，関頭，竿頭，
岩頭，亀頭，教頭，橋頭，行頭，巨頭，鶏頭，原頭，喉頭，叩頭，
光頭，口頭，後頭，語頭，茶頭，座頭，指頭，地頭，社頭，塾頭，
トウ

出頭，墻頭，床頭，初頭，心頭，人頭，陣頭，舌頭，先頭，尖頭，
船頭，前頭，台頭，弾頭，断頭，池頭，柱頭，枕頭，低頭，店頭，
点頭，到頭，禿頭，乳頭，年頭，念頭，白頭，波頭，番頭，筆頭，
埠頭，文頭，劈頭，冒頭，発頭，没頭，竜頭，両頭，露頭，路頭，
話頭，湾頭

5）「筆頭」は，［かしら］と［がしら］の両音が分布する。
6）「巻頭」
「陣頭」
「番頭」
「到頭」の 4 語は，［トウ］と［ドウ］の両音が分布する。
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クトウ］と読んでも意味は同じである。ただ［トクトウ］は，「禿頭病」
などの医学用語に限られ，文体的な制約を受ける。

3

意味分類

本稿では，「頭」の意味領域を 7 項目：【頭部】
【頭髪】
【上部】
【先端】
【長】
【はじめ】
【ほとり】に区分する。各項目の指示内容は，以下の通り
である。語形は，語種の違いから，和語語形と漢語語形に大別した上で
分類を行う。意味は『日本国語大辞典（第 2 版）』の記述を基準とする。
【頭部】人や動物の首から上の部分。
【頭髪】髪の毛。髪型。
【上部】物の上部。
【先端】物の先端の部分。
【長】組織や集団の上に立つ人。あることに最も秀でている人。
【はじめ】物事の一番初め，最初。
【ほとり】～の近く。辺り。

3. 1

和語語形

和語の［あたま］と［かしら］を含む語形の意味分類は，以下の通りで
いし あたま

いも がしら

あみ

「芋 頭（親芋）」
「網
ある。語形の中には，「石 頭（融通がきかない）」
がしら

頭 」など，意味の比喩的拡張がおき，物体詞や部首名になっている語

もあるが，これらは原義や拡張の起点となった意味領域に基づき，
「石頭」
は【頭部】，
「芋頭」は【長】，
「網頭」は【上部】に分類している。なお，
複数の意味領域に分布する語形は，出現順に番号を付している。例えば
「年頭」は，
「最年長者」と「年初」の意味を含むので，
【長】と【はじめ】
の項目に分類しているが，前者は「年頭 1」，後者は「年頭 2 」と表記し
ている。
ⅰ あたま


【頭部】頭数，石頭【頭髪】地頭，禿頭【長】頭株【はじめ】頭金
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ⅱ かしら


【頭部】尾頭，龍頭，人頭 1【頭髪】白頭【上部】網頭，老頭，虎頭，旗頭 1，
発頭，人頭 2【先端】大頭 1，潮頭，波頭，膝頭，筆頭 1，目頭【長】頭分，
芋頭，大頭 2，小頭，座頭，地頭，年頭 1，旗頭 2，筆頭 2，前頭【はじめ】
年頭 2

3. 2

漢語語形

漢語の［ズ］と［トウ］を含む語形の意味分類は，以下の通りである。
［ト
ウ］は，構成位置で表す意味領域が異なるため，前項と後項に区分して
分類している。すでに物体詞や身体詞となっている語，慣用句でしか使
われない語，抽象義を表す語など，すべて拡張の起点となった意味領域
に基づき分類している。
ⅰズ


【頭部】頭重，頭蓋，頭巾，頭上，頭脳，頭痛，牛頭，竜頭
ⅱ トウ（前項）


【頭部】頭角，頭骨，頭首 1，頭数，頭足，頭髪，頭尾 1，頭目 1，頭顱【上部】
頭注【はじめ】頭韻，頭書，頭尾 2【長】頭首 2，頭取，頭目 2，頭領
ⅲ トウ（後項）


【頭部】鶏頭，叩頭，後頭，出頭，人頭，尖頭 1，前頭 1，台頭，断頭，低頭，
点頭，没頭，竜頭，両頭 1，露頭【頭髪】光頭，禿頭，白頭【上部】墻頭，
波頭 1【先端】咽頭，回頭，関頭，竿頭，亀頭，喉頭，口頭，指頭，心頭，
陣頭，舌頭，先頭，尖頭 2，前頭 2，弾頭，柱頭，店頭，到頭，乳頭，念頭，
うえ トウ

波頭 2，筆頭，両頭 2，話頭【長】上 頭，音頭，会頭，教頭，巨頭，茶頭，
座頭 1，地頭 1，塾頭，船頭，番頭，両頭 3【はじめ】巻頭，行頭，語頭，座頭，
地頭，初頭，年頭，文頭，劈頭，冒頭【ほとり】駅頭，街頭，岩頭，橋頭，
原頭，座頭 2，地頭 2，社頭，床頭，池頭，枕頭，埠頭，路頭，湾頭
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音形と意味との相関性

以上の分析を踏まえ，音形の意味領域における分布状況をまとめたも
のが〈表 3 〉である。表中の数字は，各領域における語形の分布数を表
し，網掛けは当該音形において，最も分布が高かった領域を示す。
この表から，音形による意味の役割分担が読み取れる。［あたま］は
【頭髪】，［かしら］は【長】，［ズ］は【頭部】，［トウ］は【先端】と【ほ
とり】の意味を表す傾向が高いと言える。
［あたま］に関しては，【頭部】と【頭髪】の分布数が同じであるが，
【頭髪】を表す語がより生産的であることから ，漢字語彙において［あ
7）

たま］の主な役割は，【頭髪】を表すことにあると考える。［トウ］の【ほ
とり】は，分布数から見ると決して優勢な意味であるとは言えないが，
他の音形には現れない意味であるため，［トウ］の主な分担領域として
見なした。また［トウ］は，前項か後項かで分担領域が異なり，前項で
は【頭部】の意味が強く表れる。
〈表 3 音形の意味領域における分布状況〉
頭部

頭髪

あたま

2

2

かしら

3

1

ズ

8

トウ（前）

9

トウ（後）

15

上部
6

先端
6

1
3

4. 1

2

24

長

はじめ

1

1

10

1

4

3

12

10

ほとり

14

和語音形と意味

このような音形による意味領域の分担は，和語の場合，位相や語源に
も関わってくると考える。
いがぐり

や かん

7） 二字漢語に限定しなければ，
「坊主頭」
「薬缶頭」
「おかっぱ頭」など，
【頭
「毬栗頭」
髪】の意味領域に分布する［あたま］の語形は複数見られる。
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現代日本語において，「頭」を表す代表語形は［あたま］であるが，室
町時代のある時期までは，［かしら］が代表語形であった（宮地 1979）。
［かしら］は古く奈良時代にまで遡れ，室町時代では，文語と口語の中
間的な役割を果たしていた様相が窺える（柳田 1972）。
一方，
［あたま］は，『和名類聚抄』に見えるように，平安時代にすで
に存在していたが，元々は頭の「前頂」を表す語で，［かしら］と同義
語ではなかった。しかし，室町時代末期では，［あたま］が口語におい
て優勢となり（木之下 1962 : 89），人間の【頭部】全体を表すようになり，
［かしら］は，人間以外の動物の頭に使われるようになっていく（柳田
1972）。

現代日本語において，［かしら］はすでに人間の【頭部】を表す語で
はなくなり，文語化ないし古語化してしまった。しかし，
【上部】
【先端】
【長】などを表す語に，［あたま］ではなく，依然として［かしら］が残さ
れていることから，両者の住み分けは，そもそも原義が異なることにも
関わるのではないかと考える。

4. 2

漢語音形と意味

［ズ］と［トウ］では意味領域が異なることが観察できたが，［ズ］は呉
音，［トウ］は漢音なので，役割分担が異なるのは当然であるのかもし
れない。
呉音は，漢音より古い時代に日本に伝えられた字音で，仏教用語をは
じめ歴史の古い言葉に多く使われる。［ズ］の 8 語のうち，6 語（頭巾，
竜頭，牛頭，頭痛，頭脳，頭上）は，上代（700 年頃）から中世半ば（1300
ゴ

ズ

年頃）にかけ日本に伝来した語であり ，その中には牛頭（地獄の鬼）
8）

リュウ ズ

や 竜 頭（釣鐘のつり手）といった仏教系の用語も含まれる。しかし，
語例の中には，［ズ］と［トウ］の両音を兼ねる語も見られ ，「頭蓋」な
9）

8） 語形の伝来時期に関しては，『日本国語大辞典（第 2 版）』における語義に対する
出典の成立年を参考にしている。
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においても，［ズ］で読まれる語形の方が定着している。

10）

このことから，単に古い言葉だから［ズ］で読まれるというよりか，【頭
部】を表す字音として，［ズ］の方がよりなじみが深く，また根強い勢
力であったということで，呉音の語形が定着したと考える。
一方，漢音の［トウ］に関しては，語構成の位置だけでなく，語形の
由来によっても意味領域が異なる傾向がある。漢語語形には，様々な源
［トウ］の語形にも，漢学や仏教の書より伝わっ
流があるが（山田 1958），
た語とそうでない語，所謂伝来漢語語形と和製漢語語形が含まれる。両
者の語形の意味分布を詳しく分析すると，［トウ］の表す意味領域は，
一律【先端】や【ほとり】でないことがわかる。本稿では，漢籍に典拠
が求められるか否かを基準に ，［トウ］の語形を伝来語形と和製語形
11）

に分類し，両者の意味領域を分析してみた。その結果は〈表 4 〉に示す
通りである。表中の数字は分布数，網掛けは当該語形において優勢に現
れる意味領域を示す。
〈表 4 ［トウ］の伝来語形と和製語形の意味領域〉
頭部

頭髪

上部

先端

長

はじめ

ほとり

伝来語形

20

2

1

16

6

2

10

和製語形

6

1

2

8

9

10

4

伝来 語形：【頭部】鶏頭，叩頭，出頭，人頭 1，尖頭 1，台頭，断頭，低頭，
点頭，頭角，頭首 1，頭数，頭足，頭髪，頭尾 1，頭目 1，頭顱，竜頭，両
頭 1，露頭 1【頭髪】禿頭，白頭【上部】波頭 1【先端】回頭，竿頭，口頭，
指頭，心頭，陣頭，前頭 1，柱頭，店頭，到頭，乳頭，念頭，波頭 2，筆頭，
両頭 2，話頭【長】音頭，茶頭，座頭 1，船頭，頭領，番頭【はじめ】行頭，
9） 呉音と漢音を兼ねる語は，以下の 4 例である。頭巾［ズキン・トキン］，頭痛［ズ
ツウ・トウツウ］，頭上［ズジョウ・トウジョウ］，頭蓋［ズガイ・トウジョウ］。
10）蘭学における翻訳書に現れる漢語を指す。『解体新書』
（1774）には「頭蓋，頭顱，
乳頭，亀頭」
，『重訂解体新書』
（1798）には「咽頭，喉頭」が収められているが，
そのうち「頭蓋」のみ［ズガイ］と［トウガイ］の 2 語形が分布している。
11）典拠の有無は，『日本国語大辞典（第 2 版）』および『大漢和辞典（修正版）』を用
いて調査を行った。
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劈頭【ほとり】街頭，橋頭，原頭，社頭，床頭，池頭，枕頭，埠頭，路頭，
湾頭
和製語形：
【頭部】後頭，人頭 2，前頭 2，頭骨，没頭，露頭 2【頭髪】光頭【上
部】墻頭，頭注【先端】咽頭，関頭，亀頭，喉頭，舌頭，先頭，尖頭 2，
弾頭【長】会頭，教頭，巨頭，地頭 1，塾頭，頭首 2，頭取，頭目 2，両頭 3【は
じめ】巻頭，語頭，初頭，頭韻，頭書，頭尾 2，年頭，文頭，冒頭，発頭
【ほとり】駅頭，岩頭，座頭 2，地頭 2

上表から，伝来語形は【頭部】
【先端】
【ほとり】，和製語形は【長】と
【はじめ】の意味領域に分布する傾向が強いことがわかった。よって，
上述した［トウ］の分担する意味領域は，伝来語形においては当てはま
るが，和製語形においては当てはまらないと言える。

5

日中同形語の意味比較

伝来語形の中には，漢籍の意味と指示領域は同じでも，現代語におけ
る実際の指示対象が異なるといった例が見られる。例えば「頭巾」は，
漢籍において「頭の被り物」を指し，意味領域は【頭部】であるが，実
際の対象物は，現代のものとは大きく異なる 。こうした語義の異なり
12）

には，いったいどのような傾向が見られるのか，またそれはいつごろか
ら異なるようになったか，原因は何であるかなど，様々な点が問題にな
るが，発生の時期に関しては，すべての語義に対し，典拠となる資料が
明らかにされているとは限らないので ，その考察には限界があり，原
13）

因を探る上でも困難が生じる。よって，本稿では，意味の異なりの傾向
を考察することを第一の目的とし，分析を進めていくことにする。
なお，ここでは［トウ］の語形に限定するが，単に漢籍との対照比較
ぼくとう

12）頭巾は，古くは律令制で朝服に用いた被り物（幞頭）を指したり，修験者の被り
物を指したりした（『日本国語大辞典（第 2 版）』による）。
13）語形の中には，語義に対し，出典が明らかにされていないものも含まれる（例え
ば「行頭，語頭，頭書」など）。
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だけでは，十分な分析ができないため，現代中国語に共通して分布する
語（日中同形語）を対象に考察を行う。

5. 1

伝来語形における同形異義語

同形語として選定した 53 語のうち，5 語には複数の意味が分布する
ので，対象語形数は実質 58 語となる。そのうち伝来語形が 35 語，和製
語形が 23 語あった。伝来語形の中には，現代中国語と意味が異なるも
のが 10 語ある。それらはどのように意味が異なるのか，本稿ではこう
した同形異義語を対象に意味の異なり方の傾向を分析していくことにす
る。
次頁〈表 5 〉に，該当語形の意味分布を記す。日本語語形は，出典（漢
籍）と現代語とで意味が異なる場合，両者を区別して意味を記すが

，

14）

異ならない場合は，一行にまとめて記す。中国語語形は，“ 头 ”の音
形

と語形の品詞を明記した上で意味を記す。

15）

〈表 5 〉において，漢籍と現代語間の意味分布に着目すると，その異

なり方には，ある一定の傾向があることに気付く。それは，語の意味に
関わるものと語基の構造に関わるものとに大別できる。前者は，さらに
意味の特定化，意味の縮小，意味の拡張といった 3 パタン，後者は，語
基の接辞化と語基の結合関係の 2 つのパタンに区分できる。以下，〈表

5 〉における語形をそれぞれのパタンに分類してみる。
ⅰ 意味の特定化 …「回頭」
「出頭」
「竜頭」


ここで扱う意味の特定化には，指示対象が限定される場合だけでなく，
結合相手が固定化される場合をも含む。例えば「回頭」では，めぐらす
対象が，
「人の頭」から「船や飛行機の頭」に特定化され，
「出頭」では，
出向く場所が「役所や警察」に限定されている。また「竜頭」は，結合
14）表中の漢籍欄の意味は『大漢和辞典（修正版）』，現代語欄の意味は『三省堂国語
辞典（第 7 版）』，中国語の意味は『中日辞典』を主な参照先としている。
《现代汉
15）音形は，“头”のピンイン表記のみを記す。「儿化」の表記に関しては，
语词典》の記載にならう。
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〈表 5
回頭
1
回头［tóu］

2

行頭
行头
［tou］

3

指頭
指头［tou］

伝来語形における同形異義語の意味比較〉
漢籍

船・飛行機などが進路を変えること。

動詞

ふりかえる。帰ってくる。改心する。

副詞

しばらくして。

漢籍

店の番頭。行列の長。役者の装束及び道具。

名詞
漢・現
名詞

現代語

4
出头［tóu］

5

枕头［tou］
6

到頭
到头（儿）
［tóu(r)］
禿頭

7

秃头［tóu］
白頭

8

9

白头［tóu］
筆頭
笔头（儿）
［tóu(r)］

10

竜頭
龙头［tóu］

さもなくば。

旧劇で用いる衣装や道具。転じて服装。
指先。
指。
頭角を出す。その場に出る。
（呼び出しを受け）役所や警察などに出向くこ
と。
苦境から脱する。（物体が）表面に出る。顔を

動詞

出头（儿）
［tóu(r)］
枕頭

接続詞

現代語 （文章の）行のはじめ。

漢籍
出頭

こうべをめぐらす。ふりかえる。

現代語

出す。
端数が出る。（整数の後について）上回る。

漢籍
現代語
名詞
漢・現
動詞
漢・現

枕もと。枕。
枕もと。
枕。
結局。とどのつまり。
極限に達する。尽きる。
はげあたま。

動詞

帽子をかぶらない。

名詞

はげあたま。はげた人。

漢・現
名詞
形容詞

白髪あたま。
白髪あたま。年寄り。
署名や捺印がない。

漢籍

筆の穂。人の頭の尖った形容。連名中の首席者。

現代語

書き出し。名前を出した中での一番目（の人）。

名詞

筆先。字を書く技巧や文章を書く能力。

漢籍

竜の頭。竜頭鷁首（竜頭を刻した船）。

げきしゅ

現代語 （「竜頭蛇尾」の形で）竜の頭。
名詞

（水道の）蛇口。リーダー，主導的存在。
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相手が固定化しており，「竜頭蛇尾」といった成語の中でしか残されて
いない。
ⅱ 意味の縮小 …「出頭」
「筆頭」
“行头”


「出頭」では「頭角を出す」，
「筆頭」では「尖った頭」，
“行头”では「店
の番頭」と「行列の長」の意味が，現代語辞典から消えている。これら
は見方を変えれば，意味の特定化とも考えられなくもないが，従来の意
味が失われているといった点から，意味の縮小と考える。
しかし“行头”の「舞台衣装」が転じて「服装」という意味で使われ
る用法に関しては，相手の身なりを揶揄する表現として使用上の制限を
伴うことから，意味の特定化とも捉えられる。
ⅲ 意味の拡張 …“ 回头 ”
“ 出头 ”
“ 出头（儿）”
“ 秃头 ”
“ 白头 ”
「筆頭」
“笔


头”
“龙头”
一方，意味の縮小とは対称的に意味の拡張も見られ，中国語語形に多
く分布する。その拡張は，語の比喩的拡張と「頭（头）」自身の意味拡
“出头（苦境から脱する）”
“秃头（は
張とに分類できる。“回头（改心する）”
げた人）
（文章
”
“白头（年寄り。署名がない）”
「筆頭（書き出し）」
“笔头（儿）
力）
”
“ 龙头（蛇口。リーダー）”は前者，“出头（儿）
”の“ 头（端数）”は後

者に属する。
ⅳ 語基の接辞化 …“指头”
“枕头”


意味分布の違いは，単に語義の変化に関わるのではなく，語基の文法
化にも関係する。現代日本語の「指頭」と「枕頭」の［トウ］には，
「先
端」や「ほとり」の意味が明確に現れているのに対し，
“指头”と“枕头”
では，“头”の字義はほとんど意識されない。これは意味の縮小とも考
えられなくもないが，
「頭（头）」の語基としての機能が弱化し，接辞化
した結果であると考える。
ⅴ 語基の結合関係 …“到头”
“秃头”


また意味の違いは，語基の結合関係にも影響する。上表において，日
本語では連体修飾関係であるのに対し，中国語では「動詞＋目的語」の
結合パタンになっているものがある。該当するものに，
“到头”と“秃头”
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があるが，こうした語基の結合関係の違いも意味の違いを生み出す要因
になると考える。
この他，
「行頭」に関しては，現代日本語において漢籍に見られる意
味が一つも見られないことから，同一語の意味が変化したものとは見な
さないことにする。おそらく，字面は同じであるが，従来のものとは無
関係に新たに語が作り出された結果ではないかと分析する。

5. 2

和製語形における同形異義語

次に，和製語形における同形異義語を〈表 6 〉に記す。該当語例は 12
語，日本語語形は，品詞を明記した上で現代語の意味のみ記す。
〈表 6 〉からは，現代日本語と中国語との意味分布を比較するが，こ

れらの異なり方は，5. 1 で述べた 5 項目（意味の特定化，意味の縮小，
意味の拡張，語基の接辞化，語基の結合関係）のうち，意味の縮小を除
く 4 項目に分類できる。以下，各項目に該当する例を挙げながら，日中
両言語間の意味分布の相違を分析していく。
ⅰ 意味の特定化 …“ 会头 ”
「教頭」
“教头”
「地頭」
「墻頭」
“墙头”
“先头”


“没头”
例えば日本語の「会頭」と中国語の“会头”では，前者が「会長」を
指すのに対し，後者は「会の発起人（多くが初代会長）」を指し，指示
対象が特定化されている。同様に「教頭」と“教头”も，それぞれある
特定の職種の「長」の意味に限定されている。
“先头”
（形容詞）と“没头”
は，結合相手が固定化しており，
“先头部队”や“没头没脑”などといっ
た語や成語の中でしか用いられない。
ⅱ 意味の拡張 …“ 后头 ”
“ 地头 ”
“ 地头（儿）
”
「舌頭」
“ 舌头 ”
“ 先头（儿）
”


“年头儿”
“冒头（儿）”
「没頭」
“没头”
“ 地 头（ 頁 下 の 余 白 ）”
“地头
語 の 比 喩 的 拡 張 と し て，“ 后 头（ 今 後 ）”
（儿）
（ あぜ）”
（ 以 前 ）”
「 舌頭（弁舌）」
“ 舌 头（スパイ）”
“ 先头（儿）
“ 年头
儿（年数）”
「没頭（熱中する）」が挙げられる。
“头”の意味拡張として，
“冒
头（儿）”の“头（兆し。端数）”，
“没头”の“头（手がかり）”が挙げられる。
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〈表 6 和製語形における同形異義語の意味比較〉
1

2

3

4

会頭

名詞

団体の代表者。

会头［tóu］

名詞

会の発起人。

教頭

名詞

校長の次の位の先生。

教头［tóu］

名詞

後頭

名詞

頭の後ろの方。

后头［tou］

名詞

後ろ。今後。

光頭

名詞

はげて光るあたま。

動詞

帽子をかぶらない。

名詞

坊主頭。はげ頭。

光头［tóu］
地頭

5

地头［tóu］
地头（儿）
［tóu(r)］
墻頭

6

墙头（儿）
［tóu(r)］
墙头［tóu］

7

9
10
11

12

名詞
名詞
名詞

スポーツのコーチ。

鎌倉時代，荘園をおさめ税を取り立てた職の
名。
頁下の余白。
田畑のへり，あぜ。
マストの上部。
塀のてっぺん。
背の低い壁や仕切り。

舌頭

名詞

舌の先。弁舌。

舌头［tou］

名詞

舌。敵情を聞き出すために捕えてきた捕虜。

名詞

まっさき。列を作って進むものの一番先。

先頭
8

名詞

（旧社会）軍隊で武芸を伝授する師匠。

先头［tóu］

形容詞
名詞

先頭の，前衛の（多く軍隊に用いる）。
前方。前。

先头（儿）
［tóu(r)］

名詞

前頭

名詞

頭の前の方の部分。

前头［tou］

名詞

前。先。

年頭

名詞

年始。年のはじめ。

年头儿［tóur］

名詞

冒頭

名詞

文章・談話・作品などのはじめ。

冒头（儿）
［tóu(r)］

動詞

表面に出てくる。兆しが現れる。端数が出る。

没頭

動詞

没头［tóu］

動詞

（時間的に）以前。

（足かけの）年数。長い年月。時代。収穫。

一つのことに熱中すること。
（“没头没脑 ”の形で）手がかりがない。糸口
がない。
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ⅲ 語基の接辞化 …“后头”

“舌头”
“前头”

これらの“头”は，すべて軽声で読まれることから，語基としての役
割はなく，すでに接辞化していると見なす。日本語では，
「後頭」と「前
頭」に「頭」の意味が，「舌頭」に「先端」の意味が残されている。
ⅳ 語基の結合関係 …“光头”
“冒头（儿）”


“光头”は，「形容詞＋名詞」構造にも「動詞＋目的語」構造にもなり
得る。後者の結合関係は，日本語には見られないことから，必然的に後
者の意味が日本語と異なってくる。また“冒头（儿）”は，“头”の拡張
義に日本語との違いが見られるほか，動目構造であるということも，意
味の違いを生み出す一因になっていると考える。

6

まとめ

本稿は，「頭」を含む語彙の日中対照比較を目指したものであったが，
結局は，論考の大半を日本語の語彙分析に費やされてしまった。それは，
ひとえに日本語の多層性と複雑性によるものである。
日本語の漢字語彙には和語と漢語を含むが，同語種であっても音形の
違いで異なる意味を表す。本稿では，［あたま・かしら・ズ・トウ］の 4
音形による意味分類を行い，音形と意味との相関性を分析した。その結
果，［あたま］は「頭髪」，［かしら］は「長」，［ズ］は「頭部」，［トウ］
は「先端」と「ほとり」の意味を表す傾向が強いことが理解できた。但
し［トウ］に関しては，語構成の位置や語形の由来によって，意味的な
役割分担が異なる傾向がある。後項の位置では「先端」や「ほとり」の
意味を表す場合が多いが，前項の位置では主に「頭部」の意味を表す。
また伝来語形では，「頭部」
「先端」
「ほとり」の意味を表す傾向が強まる
のに対し，和製語形では，「長」と「はじめ」の意味が分担されやすく，
すでに古語化した［かしら］の役目が［トウ］によって担われているよう
にも見える。
この他，［トウ］の字音語の中から日中同形語を選出し，漢籍と現代

日本語と中国語の「頭」を含む漢字語彙
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語との意味比較を行い，語形の意味的変化の傾向や語構成との関わりを
分析した。意味変化の傾向としては，語の意味的な特化や意味の縮小或
いは拡張，そして意味の異なりには，語基としての機能の弱化や結合の
違いといった統語的側面も関わってくることが理解できた。
現代中国語の“头”には，日本語の［トウ］には分布しない「端数」
「兆
し」
「手がかり」といった拡張義が含まれる。また語の比喩的拡張も日
本語以上に多く見られる。これは“头”の音形が軽声或いは儿化されて
トウトウ

いることからも容易に理解できる。一方，［トウ］の語形は，「到頭」の
ように口語の中に溶け込んでしまっている語もあるが，「枕頭」
「禿頭」
「白頭」などのように，文語でしか使われない語の方が多数を占める。
日中同形語の日本語は，意味領域が狭く，抽象的に偏ることが指摘され
ているが（大河内 1992 : 184），これは漢語が日本語の中で意味的に特化さ
れ，一語として固定化されている結果（中川 2005 : 131）と結びつく。ただ，
一部の［トウ］に関しては，依然として「語基＋語基」の結合体意識が
根強く残されているように思う。例えば「枕頭」が，「枕」という意味
ではなく，「枕もと」の意味として残されているのは，「枕頭」を一語と
してではなく，二字の結びついた語として意識されてきたからではない
だろうか。「枕頭」を［チンドウ］と連濁化しない音声現象からも理解で
きよう。同形語でありながら，異なる意味が生まれる背景には，意味的
な変化や構造面の違いだけでなく，こうした日中間での語構成意識の違
いも関係しているのかもしれない。
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