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はじめに

筆者は鳥取大学で初修中国語教育を担当しており，中国語教授法を研究する傍ら，学生に適した中国語教材の

研究・開発を進めている。また，編集の過程において，現代中国語語葉には日本語由来の外来語が多く使われて

いることに気付き，その背景や，受容のプロセスに興味を湧き，研究することにした。なお，研究成果（日本語由

来の外来語）を今後編集する中国語テキストに織り込み，社会への還元を図り，現代社会において，和製漢語が

中国語の語葉の発展・充実に寄与したことを広く学生のみなさんに知ってもらいたいと考えている。

1 .中国語における日本語由来の外来語の形体

言語は社会の産物であり，社会の発展とともに変化を遂げていく。語葉とは，「一つの言語の，あるいはその中

の特定の範囲につての，単語の総体を指すJ（『広辞苑』岩波書店）。語葉には基本語葉と一般語葉によって構成

される。一般語実は常に変化する。社会の急激の発展は言語においては，とりわけ一般語葉に現れる。語葉の中

には，古語，方言語，外来語，業界用語，隠語等が含まれる。また，日本語でいう「外来語」とは， 「他の言語より借

り入れられ，日本語と同様に日常的に使われるようになった語。 （略）広は漢語も外来語であるが，普通は漢語以

外の主として西欧語から入ってきた語をし、う。片仮名で書かれることが多いのでカタカナ語などともいう。伝

来語。借用語に同じ」をいう（『大辞林』三省堂）。

一方，中国語にも多くの外来語が存在しており， 1984年出版された 『漢語外来詞詞典』には 7704の外来語が

収録されている。『現代漢語調典』によると，中国語における外来語とは，「他の言語より借用されてきた語。英

語からは“司法”（モーター），“沙度”（ソファー），フラン語からは“沙克”（サロン）など」がある（『現代漢語

詞典』第6版 2012）。また，中国では外来語を“借司” （「借用語J）とも呼ぶ。

「テキスト」や「インターネット」などのように，日本の外来語は音訳が一般的であるが， 中国の外来語は，借

用の形により四種類に分けられる。“夢憂提克” （ロマンチック）などの音訳，“同巻澗査” （アンケート調査）

などの意訳， “時酒” （ビー／レ）などの音訳・意訳混合，“NHK”等の借形（またはアルファベッ ト形という）

が数えられる。それ以外には，日本語の「人気J「商用」「女子会Jなどのように，主として日本語の漢字語の形

を変えずにそのまま中国語に取り入れるが，発音は中国風に変えた「漢字式借形j もある。その 「漢字式借形」

に対して，沈国威氏は，「日本語の要素が中国語に入ってきたときはほとんど例外なく漢字の形式を取るので，

それを惜形語’と呼ぶのは適切だ」と唱える（沈国威「日制昔詞的研究」『日語学習与研究』 2012）。
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前掲の『漢字外来詞詞典』 に収録される 7704語のうち，英語由来の外来語は3500語近くあり，トップを占め

ており，その次は日本語由来の言葉であり，900語近く ある。その多く は，日本語由来の外来語としては「借形語」

が圧倒的に多い。ところが，近年の新聞，雑誌，ネット上で活用されている日本語由来の外来語の形体は，沈氏が

唱える「ほとんど例外なく漢字の形式を取っている」とは異なる様態を呈している。日本語に由来する中国語

の語棄における外来語の具体的な状況は，近年究明されつつあり，代表的な研究者は顧江葎氏である。日本語に

由来する中国語の外来語について，顧氏（2012年）は，文法，意味，文字などに着眼をし，とりわけ，「現在進行形

表示法Jや 「o+v型複合構成法」に係る変遷等について解析を行った。その結論と して， 日本語を由来する外

来語は，中国語に取り入れた際，大まかに以下のノレールが見られる。①発音の中国語化，②語尾に着く仮名の除

去，③意味の中国本土化，④字形の改造，⑤中国語簡体字化などがそれである。

2. 本研究の対象及び目的

本研究では，上記の顧氏の研究を基調に，上記の結論を検証すると同時に，日本で刊行されており，主に在日

中国人を購読層にされている中国語紙， 『中文導報』（筒体字）の紙面を対象に， 中国語にみられる「日本語由来

の外来語」の最新状況，つまり，日本語を原型とする，どのような言葉が，どうしづ形で使われているのか， また

それを取り入れるためにはどのような工夫をされたのかを究明したいと考えている。

中文産業株式会社が発行する在日中国人向けの『中文導報』（簡体字）は，週刊総合中国語新聞になっている。

在日中国人の立場で 「日中関係」「中国人社会Jに焦点をあてて制作しており，現場のリアルな報道に重きを置

き， I迅速に情報を提供できる一流の中国語新聞」を目指しているとしづ。 読者層：日本の生活に慣れた「日本

滞在3年以上」が 72覧占めており，高学歴の 30代が中心読者である。 生活が安定している年収400万円以上が

69施。 男女比： 男性 60丸女性40切。年齢比； 30歳以下 10.2弘30～39歳 41弘40～49歳 38弘，50歳以上 10.倒。学

歴：大卒以上70弘高卒w弘その他 10施。職業：会社員 23弘サービス業22弘，技術職 10弘主婦 10丸留学生 10丸投

資家郷，大学教授8札研究者 側，その他2見。年（円） : 200万以下 14.3丸200万～399万 17.6丸400万～599万

27. 5覧，600～799万22覧，800～999万6.5払1000万以上 12.1%。国籍 ：中国大陸75.8見香港／マカオ／台湾 14.2%, 

日本7.9弘，その他2.問。滞在年数： 5年以下 19免，5～10年 30弘10～15年 32弘15年以上 19免。 発行日：毎週木曜

日発行。発行部数： 80,000部。版型：ブランケット版32ページ（白黒面24ページ，カラー面8ページ）。使用

言語 ：中国語（筒体語）。読者数： 280,000人（8劃が年間購読者）。

3. 研究方法

2017年 4月から 2017年 10月までの『中文導報』を精読し，その中にある日本語由来の外来語と恩われる語

葉をヒ。ツクアップして，中国語 （簡体字），新聞に見られる例文，中国語に見られる意味， 日本語原型，日本語意

味という形で分析を展開する。 その結果， 日本の漢字が中国語簡体字に変えられるが意味はほぼそのままの引

用，改造を加えたもの，語葉は日本語になっているが意味は中国本土化タイプといった三つのパターンに分けら

れる日本語由来の漢字を見つけた。

1）パターンI：日本の漢字が中国語簡体字に変えられるが意味はほぼそのままに使われるタイプ

「毒物学者，脱北者，人同蒸友，余白，料理，契鈎者，劫画，移劫手段，多清言，完各，任意，圭地，被災地，道場，変更，

就取活功， ll0&者，事·~，大手，慰安担，座対，茶屋，世｜｜令，待机，接触地帯，主催，京洋医学，事条，駅場，さ能界，人ベ，

全力疾走，実況，格差，自閉症，情扱共有，受容，…以上・・・未満，移劫，現場，領地，有形文化遺F，商峨，見学，特切｜，

入港，裁可，民宿，配送，女性活既社会，耳完全各，現光推遊机拘，自律思考，昇文化交流，皆勤賞，名所，遥齢，新人，慶奔，

贈与，贈与税，税金，残留t{萄，契釣駅員，登党円，新人賞，素人，反特，国粋，休眠，特技，蒸友，固定屯活，安示死，辻

芳死，尊戸死，孤独死，延命，五月病，花粉症，逓座障碍，…症候群，事~t十画布，毒舌，現光立国，攻略，疑惑，幽玄，
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玄美， -re先席，短~·坪治家，品格，多次元，汗並期阿，量F，日系，終身雇用，実力至上主文，固有企比奈子体基金，泰

子世施，武装ヌ住民，突友事恋，高齢化社会，日志，更新，展示会，残骸，供給側，事実休並，結婚引退，合体版，腔算，着

弾点，美少女，熱演，実努会淡，未完成，助手席，純化，危机管理，元笥美少女，鈍愛，疑似体韓，痴浪，痴浪行方，元坪

可，忠犬，専寺駅，留守，連発，扱秘会淡，激変，体基金型，樹丘，出演，幸福力，断舎高，超能力，経済圏，共謀罪，警察国家，

商用，求人求眼，越境，生命体，不伶，初夜攻防，絵本，女子会，民俗，受身，成長掛略，出国税，元形消費，融合，元人

机，元人船，昇見，情扱，取人，素顔，援交」

またパターンIについて，『中文導報』にみられる例文は以下になっている（下線部は筆者，以下同）。

向美国的豊盤整章投信 賞樫皇堕

由特工来手劫手斐対u用盟主賓〈朝鮮虻渚）

方逃避芳枇主固蓋塞

日本人扶方法科志木的’全自’是オド常重要的

塾璽融戎

両国人員整塾手段不断改善

重量宣的部境動日魔各

由在日省銀商会組成的丘童園生

暁述家京大学＂＇ trbl見越’活功

歪霊特定活劫

牟着人文笠置的幽瞳

豊岡小

左歪会社

墨室担少女像

竪決直週日本的不当封長

修改迦全

可根据情況使1Wl瀞劫或飽縛

沼田在室盤撞宮友生了F劃惜法停火行方

人生必海南自己想倣的事オ台詮左丞主

方了調査実情，翻す常有梱各史上以了解塞温

板端的貧富撞差阿題没有：解決

以翻洋的受容研究均蓋盟

朋友弘与恋人丞遁

出穂朝坦姐E盛武詮

蚕食苧果和三星的盤埠

被政府指定方宥形文化遺戸

新年伊始，巧克力車瞳樹削削明強了

韓正与旦空遁塾厨径四小小肘

到跡公室遊行面湖t的瞳盟l
抄瑚児出友及A準

知事曽向制撤告輩豆

二次E遡勝増多

実現’女樹鵠税士会’迩脊距寓

社交圃太窄，遇不離鐙男青年

毎年公司招不了凡小量主

文件己経歴室

川普是令耽冶’重b"'

打傾亙差，政策受疑

胸元労条税栃准矧司個邑36年

輩埜是鋼琴和長胞

偶像盆金

一萩塞~

長吋阿工作曲魁堕

述友現了’彊塑盛’的情況

，墨金’措施

都境遥座障碍

期間有各科不透庇以致子得了’重座堕璽’

霊童屯彫公余号被封

公司的品豊

富豪也是’量E’了

E墨銀行E墨杢

有恨多量壬世施

防止2巨人偽装成推民企園入境的’童基準E’
国境’窒左重盃’的禁急事杏底対挙措

根多E墓写了文珊j，捌了文写

満地都是共享単卒的’盈F
遊入’重宝佐止ケ杭杏的女星

井不都A’盛邑l準’
是錯合了商大美食刷的’金盤車’

会有壁算時？

蓋企玄方中日友好激情熱舞

中美’塾遁’友好主電気

午後后遊入塞金会淡

中美重量卓

主主塵的友情
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坊白人裁増長豊住

制服美孟宣満満

盈霊屯影

以元海可墨壷荒据点

結婚時期リ盤

車宣）し童

特朗普与安倍’盤整会淡’

京亜棚田地墜

盤整型坊日成方新潮流

日本観輯盤中国

学コヨカ．径務九持接力，幸福力

必須倣配置金重「オ能保持房阿整浩

奥巴弓礼法ノト張子的’彊盤左’始了自己線多店没。

建立中国主辱的’盆霊園’

日；本青警窒国家述有多逗？

日本側凶I揖刈日快直盟友展

提出了’盤宜主主’的概念，方中国当下新移民文学的研究

提供了参照

双方在国会展弄了湿藍重Ii![

’深林的熊猫’盆杢在日；投信

参祉十家京駅地壬金的夏季小薬会

昔日’且盤区ぺ査室’小中隼街’

持方体強型的ヨ謹遁萱’

格商品与体強粗’量全’

呈且人士女幌披辻世

成立’安全量輩中，v
日本女耽治家紛陥’歪並’難病

安倍カ争最后墨金机会

干什仏愛行会，因此被称庁盟主’社会

なお，パターン Iにみられる言葉をヒントに以下の日本語語集が導かれる。

「毒物学者，脱北者，人間蒸発，余白，料理，契約書，動画，移動手段，多言語，完備，任意，聖地，被災地，道場，

変更，就職活動，従業者，事業，大手，慰安婦，応対，茶屋，司｜｜令，待機，接触地帯，主催，東洋医学，事務，職場，芸

能界，人気，全力疾走，実況，格差，自閉症，情報共有，受容，…以上…未満，移動，現場，領地，有形文化遺産，商

戦，見学，特訓し入港，栽可，民宿，配送，女性活躍社会，連絡，観光推進機構，自律思考，異文化交流，皆勤賞，名

所，適齢，新人，廃棄，贈与，贈与税，税金，残留農薬，契約職員，登竜門，新人賞，素人，反転，国粋，休眠，特技，

蒸発，固定電話，安楽死，過労死，尊厳死，孤独死，延命，五月病，花粉症，適応障碍，…症候群，事業計画書，毒

舌，観光立国，攻略，疑惑，幽玄，玄関，優先席，経済評論家，品格，多次元，開業期間，量産， 日系，終身雇用，実

力至上主義，固有企業，親子体験，親子施設，武装難民，突発事態，高齢化社会，日誌，更新，展示会，残骸，供給

側，事実休業，結婚引退，合体版，勝算，着弾J点，美少女，熱演，実務会談，未完成，助手席，鈍化，危機管理，元気

美少女，純愛，疑似体験，痴漢，痴漢行為威，無許可，忠犬，転職，留守，違憲，極秘会談，激変，体験型，接近，出

演，幸福力，断捨離，超能力，経済圏，共謀罪，警察国家，商用，求人求職，越境，生命体，不倫，徹夜攻防，絵本，

女子会，風俗，変身，成長戦略，出国税，無形消費，融合，無人機，無人船，異見，情報，職人，素顔，援交」

2）パターンE：日本語語葉が改造されるが，意味はほぼそのままで使われているタイプ。語葉は以下に

なっている。

「爆芙，草根，成功法則，新接点，宅文化，腐女子圭地，食欲之秋，家暴，盆系少年，安倍経務学，気圏，甜食党，

匠人，食草男，痛痛病，徴整形，天然呆，超治庁，文理巧克力，拷死ナト来，…控J

またパターンEについて，『中文導報』にみられる例文は以下になっている。

通辻跨境屯商的’墨塁’有望填キト空白 周末也是工作彊圏

也要堅持動日n芝的葺彊交流 作方第一夫人率亘和丞盤基是地的亮点

中美並輩卓 彊並立的胎戦茸考試

法一帯被膜奔ガ庫主壬圭~，.，即宅女是消費主力率。

対女性不感共趣的金重皇

日本曽出現衣f開勿重金属汚染的’費遭遺’

なお，パターンEの言葉をヒントに，以下の日村爵韻が導かれる。「爆買い，草の根，成功の法見リ，新しし、接点，お宅

文化，腐る女子聖地，食欲の秋，家庭内暴力，潮系少年，安倍ノミクス，雰囲気，甘党，匠，草食男，イタイイタイ病，プチ整

形，天然ボケ，超癒し，義理チョコ，コスプレ，…コンブレクス」。



教育研究論集　第８号（2018 年２月発行）

― 43 ―

3）パターンE ：詩集は日本語になっているが意味は中国本土化タイプ

このタイプは少ないが，「干物，姐合」はそれである。その原型は， 日本語語葉である「乾勅，組合」lこなっており，意

味は日持許コ語棄と異なる。乾勅」について，日；持吾では，「乾かした食品の樹氷干椎茸・干瓢，魚の干物などの瓶」

（反事帯白岩波書店第五取）になっているのに対して，中国語では「保存価値のある物事Iという意味になっている。

また，「組合」について， I①互いに引き組むこと。とりくみ。組打。②［法］民法上，各当事者が出資をして協働の事業

を営む旨を約することによって成立する撤旬。またはその町本信滑に，労働 E合」（広辞苑岩波書店第五船 に

なるが，現代中国語では刈聞製E合”のように，主に芸能グループを指す。

4. 考察による所見
2017年 4月から 10月までの 『中文導報』 を考察した結果， 日本語を由来する外来語は，中国語に取り

入れた際，前出の顧江奔氏が論証したように，発音の中国語化及び中国語簡体字化はすべての語葉に見ら

れる現象であり，また，「語尾に着く仮名の除去」の例：「新しい接点」は「新接点Jに， 「腐る女子聖地」

は 「腐女子圭地」 に，さ らに，意味の中国本土化の例として，「組合」 「乾物」があげられる，なお，字形の改

造の例：「成功の法則」は「成功法則」に，「草の根」は「草根jに，「食欲の秋Jは 「食欲之秋」に， 「お

宅文化Iは「宅文化Iになっている。ただし，本研究において，「字形の改造」においては新しい発見と し

て，以下のものがあげられる。

①意訳＋漢字の例：「イタイイタイ病」 は 「痛痛病」に，「プチ整形」は 「微整形」に，「潮系少年」

は「誼系少年」に，「甘党」は 「甜食党」に， 「安倍ノミクス」は「安倍経済学」に，

②漢字＋意訳の例：「天然ボケ」は「天然呆」に，「超癒し」は 「超治庁Jに，

③漢字＋音訳の例：「義理チョコ」は「文理巧克力」に，

④音訳の例：「コスプレ」は「拷死朴来Jになり，「…コンプレクス」はド・控」になる。

⑤ 日本語の「s+o+v」の形を中国語文法の規則にそり， 「S+V+OJという形にかえる：「草食

男」は「食草男Jに，

⑥ 漢字を追加する例：「匠」は「匠人Jに，

⑦漢字を削除の例： 「雰囲気」は 「京国Jに，

③漢字数縮小の例 ．「家庭内暴力」は「家暴」に，

つまり， パターン Iにみられる日本の漢字が中国語筒体字に変えられるが意味はほぼそのままに使わ

れるタイプでは，全 186例のう ち，その数が 163例に上り，絶対多数を占める。 パターンEにおいて， 日本

語語奨は改造されるが，意味はほぼそのままで使われているタイプでは 21例あり，パターン皿にみられる

語棄は日本語になっているが意味は中国本土化タイプではわずか 2例のみである。なお， 日本語語集が取

り入れられた際に行った 「字形の改造」は，ただ 「の」などといった格助詞の除去のみではなく，「意訳＋

漢字」，「漢字＋意訳j，「漢字＋音訳」， 「音訳のみ」，「日本語の 【s+o+v】の形を ［s+v+o］」

という形に，「漢字を追加する」，「漢字を削除」，「漢字数縮ノj、」といった改造の傾向がみられる。

結びに

中日両国の交流は数千年の歴史を持っている。とりわけ，言語分野での交流は目を引くものがある。紀

元 3世紀前後，中国の漢字が，朝鮮半島を経由 して日本に伝わった。その後，日本人が漢字を利用して仮名

をつくった。日本では 1600年にわたり漢字を使い続けている。また，漢字を利用して和製漢語をつくっ

た。さ らに明治維新後，大量の和製漢語が日本から中国に逆輸入を果たした。たとえば哲学，数学，経済，政
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治等々。これらの日本から中国に逆輸入された語葉は中国では「日本語借用語Jと呼ばれるべきであるが，

現在の状況としては，広く受け入れられた多くの日本語借用語は中国語の語蒙の一部になっており， 「外

来語」や「借用語」として認識されず，ひいては中国語固有語集と して理解される傾向さえある。

ところが，今回の調査結果，「毒物学者，脱北者，人間蒸友，余白，料理，契釣有，劫画，移劫手段，多活言，韮

地，被失地，道場，就眠活劫，A.)[k者，大手，茶屋，接触地帯，主催，家洋医学，取場，さ能界，全力疾走，実況，格

差，自岡症，受容，…以上…未満，移劫，現場，領地，有形文化遺P，商哉，見学，裁可，民宿，配送，女性活厭社

会，自律思考，昇文化交流，名所，遥齢，新人，慶奔，残留次萄，契鈎駅員，素人，反特，休眠，蒸友，固定屯活，安

示死，辻芳死，尊戸死，孤独死，延命，五月病，花粉症，這座障碍，・・・症候群，毒舌，現光立国，攻略，玄美，侃先

席，品格，多次元，昇.)[k期阿，量戸，日系，終身雇用，実力至上主文，素子体韓，奈子世施，武装ヌ住民，突食事恋，

高齢化社会，供給側，事実休.ill'.，結婚引退，合体版，姓算，着弾点，美少女，熱演，助手席，鈍化，危机管理，元笥

美少女，鈍愛，疑似体基金，痴双，痴双行方，留守，激変，体基金型，出演，幸福力，断舎高，超能力，経済圏，警察国

家，商用，越境，生命体，不伶，初夜攻防，絵本，女子会，変身，成長崎略，出国税，元形消費，昇見，取人，素顔，

援交」などにみられるように，中国語新聞では，パターン I，つまり日本の漢字が中国語簡体字に変えられ

るが意味はほぼそのままに使われるタイプの語棄が絶対多数を占めており，時代の変化に応 じて， 日本で

は漢字から由来する大量の新しい語葉が作られ続けていることがうかがえる。また，このような日本生ま

れの大量の新しい漢字語葉が日本で発行されている中国語新聞に広く受容され，中国語の語葉を多彩にし

ていることは実にありがたい話である。

今後は，この研究を継続し， 日本語由来の外来語を今後編集する中国語テキストに織り込み，社会への還

元を図る一方，現代社会において，和製漢語が中国語の語葉の発展・充実に寄与したことを日本人及び中

国人に広く知ってもらいたいと考えている。
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