日本語における漢字使用のしくみについて
Chinese Characters and the Japanese Language
石野 好一
ISHINO Koichi
The aim of this paper is to explain the use of Chinese characters in Japanese. This
explanation differs from the explanations made by other linguists. Until now some have
proposed that a Chinese character and its reading have the same meaning, but from the
point of view of the use of language this hypothesis is not plausible. The Japanese have
borrowed the Chinese characters and believe that a Chinese character has its own innate
meaning. A character in Japanese often has a few readings and we often find that these
readings have different meanings. On the other hand a reading often corresponds to a
few characters and these characters resemble each other but are not the same in meaning.
Therefore I think that we have to distinguish between the meaning of a Chinese
character and the meaning of its reading. This gives us two linguistic signs: 1) consists
of a Chinese character and its meaning; 2) consists of a reading of a Chinese character
and its meaning. This system can explain many phenomena about the use of Chinese
characters.
キーワード： 文字，音声系，漢字系，使用，語用論

0. はじめに
小論は、日本語における漢字（さらには文字）使用に関わる種々の現象を説明するため
にある仮説を提案したものである 1。

1. 言語記号と文字
言語は記号である。この言語記号は、内容としての意味と、形式としての音声とから成
り立っている。ソシュールの用語を用いれば、それぞれシニフィアン（能記、記号形式な
どの訳がある。以下 Sa と略す）と、シニフィエ（所記、記号内容などの訳。以下 Sé）で
ある。そこに文字はどのように関わっているだろうか。
1.1. 林(1977)による文字の図式
林大は、「この記号素は、ことばすなわち意味という内容と、音声という形体ママとの
連合したものを内容とし、視覚的な図形を形体とするものである」（林 1977「漢字の問
題」p.104）と言う。したがって「音－義の結びつきに形を与えること、これがことばと
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
文字との関係である。〔…〕もし二重の結合を考えるならば、音－義の第一次結合に第二
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
次に形が結合するとすべきである」（同上、p.105）。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
つまり言語記号が形式として音を指示し、内容として意味を指示するのに対し(1)、文
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
字という形式は、内容として音と意味とを指示するということである。これを図示するな
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
らば、(2)のようになろう。
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
4 これらの例は森岡健二他
1975『シンポジウム日本語
(1)
(2)4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
いう過程を経ることになる。
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49 など参照。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役

1.2. 森岡(1969)による漢字の図式

目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな

では漢字はどうだろうか。漢字は表意〔表語〕文字と言われるように、一つの文字単位

ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）

が原則としてある意味に対応している（すなわち、意味を指示している）。森岡健二は、
またその後、次のような論争が行われる。

これをもとに(3)のように図解している。（森岡編著 1969『近代語の成立』p.337）

「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり

聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的

(3)

な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
森岡編著 1969『近代語の成立』p.337
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
森岡は、音と文字との厳密な関係を図解することは無理だとしながらも、この図（特に
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
中央）について、「要するに文字が『能記』のなかに入っていることを示しているわけで、
であろう」と指摘する。
『能記』である音との関連がどうなっているかということは図解で示してはいません」と
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
述べている（森岡他 1975『シンポジウム日本語 4.日本語の文字』p.187）。
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
ここで林、森岡両氏に共通しているのは、どちらも漢字と音声とが同じ一つの概念に結
。
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

びつけられていることである。しかし本当にそうだろうか。このことを考えるためには、
日本語が漢字を獲得した時代のことを思い出す必要がある。
8.
まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」

2.
漢字の伝来
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
ある地域に発した表音文字が、別の言語を話す地域で用いられるようになる場合、二言
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
語間で音素体系が異なるため、文字が表わす音価にズレが生じるのが普通である。それぞ
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
れの言語のもつ母音音素、子音音素の数が違うからである。そこで[θ]を
th の 2 文字で表
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
わしたりした。
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
それと同様のことが意味のレベルに関わる文字すなわち漢字にも生じたとしても不思議
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
はない。実際、築島裕によれば、「シナ語と日本語とは、音韻の組織も、文法の構造も、
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
非常に異った言語であるから、漢字漢文を使って日本語を書き表わすについては、多くの
うことを示していると思われる。
困難があった」という（築島裕
1981『日本語の世界 5．仮名』pp.18-19）。
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
漢字の伝来に際し、日本語の音（音節）一つ一つに中国の文字をあてる方法（万葉仮
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
名）(4a)とともに、日本語の形態素（または語）に中国語のそれを充てる(4b)ということ
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
も後に行われるようになったことはよく知られている。
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。

や く

も た

つ

(4)a. 夜久毛他都

注

い

づ

も

や

へ

が

き

伊豆毛夜幣賀岐 …

（樺島忠夫 1979『日本の文字』p. 29）

1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
はるやなぎ
かづらきやまに
たつくもの
たちてもいても
いもをしそおもふ

b. 春 楊

葛 山

発雲

立 座

妹

念 （万葉集）

（同上、p. 34）

所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
漢字から平仮名や片仮名が作られると、語釈としてその漢字の意味に近い和語を、漢字
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
の傍らに書いたこともあった。これが訓の始まりとも言えよう。「日本の漢字におけるこ
2の『訓』の成立事情は〔…〕不明である。しかし日本人が漢字を学習するには、今も昔も、
「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
字形を習い、ついで字音と字義とを習うという順序であったに違いない。そして、その字
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
義を国語で説いているものが、やがて『訓』となって、社会的にも定着していったのであ
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
ろう」（中田祝夫
1982『日本語の世界 4.日本の漠字』pp.148-49）という想像もできよう。
4 これらの例は森岡健二他
1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
しかし当然のことながら、日本語における外界の分節のしかたと中国語の外界分節のし
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
かたとには違いがあるため、日本語では一つにまとめられる概念が漢字では幾通りかに表
いう過程を経ることになる。
わせるということが起こる。その逆もあろう。このように漢字の指示する意味と、訓のそ
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
れとはその生い立ちからも元来ずれていると考えるのが自然なのである。
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49 など参照。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
3.
漢字と振り仮名の不思議な関係
留学生于暁慶
Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
3.1.
妙な振り仮名
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
この事情は今も変わらない。次の例文を見ていただきたい。（強調は引用者による。）
球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
(5)a.第二に、黒人のことばや白人のことばとはそれぞれどういうものであるかについて
ステレオタイプ

目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
の既定概念 があって、大がいはその既定概念に従って正しく判定できるのだが、
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞
1981 年 9 月 26 日）
〔…〕（土田滋訳『言語と社会』1975）
ステレオタイプ

またその後、次のような論争が行われる。
b.それが革新と 旧 幣 の差である。（小松英輔訳「現代のレトリック研究」『言語』
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
1976 年 3 月）
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
c.「〔…〕時たまある芝居や映画も、日本をステレオ・タイプ（類型的）に描いたも
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
のばかり…」と二世俳優のユキ・シモダさんはいう。(朝日新聞 1976 年 1 月 8 日)
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
d.しかし、能のフランスでのさかんな紹介を併せ考えてみて、こうした象徴的解釈は
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
日本の本質の一面を言い当てているのは確かだが、その反面、この種の解釈が陥
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
りがちなステレオ・タイプ式のものに固定する危険を感じる。（『ふらんす』
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
1975 年 6 月）
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
e.もとより、ソ連の研究家のなかには、依然としてステレオタイプの教養をふりまわ
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
す者、ソ連の政策がすべて正しいといわんばかりの政治主義的な論調に終始する
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
ものも〔…〕。（中嶋嶺雄、朝日新聞 1976 年 3 月 16 日）
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
これらは「ステレオタイプ」という語の用例だが、5 例のうち(a)(b)(c)においては、こ
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
の語がそれぞれ別の語で言い換えられていることに注目したい。こういうことは訳語が固

定していない場合、とくに翻訳でよく行われる（a、b は訳文。c もその可能性が高い）。
しかし他の例では訳語なしに用いられているから、すでに日本語の体系内にこの語が存在
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
すると言ってもよいだろう。従ってこの語がまだあまり一般的ではないということよりも、
むしろ別の意図が(a)(b)(c)の使用例から感じ取れる。すなわち、「ステレオタイプ」とい
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
う語が英語やフランス語の体系内でもつ意味範囲を「既定概念」「旧幣」「類型的」など
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
の日本語によって再規定したり限定したりする、または後者の日本語訳だけでは狭く（広
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
く）なってしまう意味範囲を原語と並列することによって修正するということである。
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
このような現象は、この語の（この時の）特殊な事情ではなく、頻繁に行われている。
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
また上のような学術的な内容に限らず、エッセイや小説などでも見ることができる。
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
(6) 『古書修復の愉しみ』を図書館から借りて、[…]読んだ。[…]著者は本の問題として
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
であろう」と指摘する。
プリザベーション
コンサベーション
知的内容の「 保 存 」と、加えて物体としての本の情報価値を守る「修復保存」の
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
二つを挙げる。（瀬名秀明「本を開けば」『朝日新聞』2010 年 8 月 8 日）
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。
(7)a.ただ、ありがたいことに、うちの女どもの服はどれも、いわゆる「慎ましやか」と
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう
デコルテ

いうやつで、胸元や腕を丸出しにしない形のやつばかりだった。p. 42

8. まとめ

b.いずれは知性を超越した存在に、そしてさらに高次のものへと進化し続けるべきな
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
のだ。これこそが真にフョードロフの後継者たらんとする者の理解すべきことで
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
コ
ス
ミ
ズ
ム
あり、真のロシア宇宙主義であろう。（高野史緒 2015「小ねずみと童貞と復活し
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
た女」p. 57）
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
マッド・サイエンティスト
c.ナスターシャに人体実験したイカレ科学者よ。（同上 p. 62）
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
レプリカント
d.「いつか、人造人間を追って孤独に戦わなければならない日がやってくるかもしれ
うことを示していると思われる。
ないのに？」
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
「それでも構わないわ。私はいいけど、あなたは大丈夫なの？宇宙にいるのは私
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
たちだけじゃない。宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえないのよ？」
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
フロンティア
「宇宙は、人類に残された最後の開拓地 よ。そこには人類の想像を絶する新しい
文明、新しい生命が待ち受けているに違いないわ」（同上 p. 75）

注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
瀬名の例(6)はやや専門的内容かもしれないが、(5)と同様、外国語の違いを日本語で説
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
明しているかのようであり、逆に日本語の微妙な違いを外国語で言い換えているようにも
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
見える。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
高野の例(7)は、とくに新しい概念というわけではなく、振り仮名が漢字の読み方を指
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
示しているとも考えられるし、漢字がその振り仮名の外国語を説明しているとも取れる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
そのいずれかは判然としない。
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
また(7)を見ると、この現象は必ずしも新語や外来新種語には限られないことがわかる。
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
次の例(8)は、上とは逆に、漢字に仮名を振るという、一見普通のことのようなのだが、
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
じつは振り仮名が単なる読みではなく、言い換え、説明となっている。
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
(8)a. 薄暮れのコンビニエンスストアで直弥と会い、並んで道を歩きながら、翔子は真
いう過程を経ることになる。
やりとり

絵美との会話を持ち出せなかった。（道尾秀介 2013『鏡の花』p. 74）

6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
やりとり

b. 店主を振り返ると、相手は会話 が耳に入っていたらしく、何か訊かれるのを待つ

7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
留学生于暁慶
Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
ような顔で手を止めていた。（同上、p.
204）
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
い き

c. 知らず、栄恵は呼吸を止めていた。（同上、p. 148）

球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
これは、2 言語間の言い換え、言語から言語への翻訳ではなく、いわば一つの言語の中
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
での言い換え、説明だと考えられる。
またその後、次のような論争が行われる。
次の例は、人称代名詞と固有名詞との対応を漢字と振り仮名の形式で表している。
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
オ レ

(9)a. 「俺が、お前は談志 になりたいのか、それとも三平さんになりたいのかと尋ねた

な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
ししょう

ら、勿論談志 ですと云うから、だったら普通に覚えてこいと云った。そしたら次

しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
の日に覚えましたから聴いてくださいだとよ。聴いてみたら三代目金馬師匠の口
理解する能力はない』と反論を出したのだ。

イエモト

調をコピーして、きっちり一席しゃべりやがった。変な奴だぞ」嬉しそうに談志

米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
は色々な人に話す。（立川談春 2015『赤めだか』p. 117）

トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
ア ニ
ボ ク
師
匠

b. 「談春さんと談志師匠は違うんだから。花緑が小さんに聞いてみますよ。大丈夫、

脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
で て
で

きっと出演くれますよ」ＯＫです、小さんは出演ますよ。（同上、p. 285）

言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
これも一方が他方を説明、言い換えをしていると見ることができよう。この作家はこの
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
ような書き方を全編にわたって多用している。これにより複雑で多様な登場人物の互いの
やり取りを明確にしている。
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
3.2. 熟字訓
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
さらに、日本語には伝統的に、熟字訓という現象がある。二字以上の漢字に和語や俗語
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
をあてるやり方である（樺島 1979、pp. 99-100）。
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
(10) 熟字訓
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
五月雨 →サミダレ
であろう」と指摘する。

＋五月の雨

時雨
→シグレ
＋時々ふったりやんだりする雨
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
海女
→アマ ＋海の女
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。 109-114）
竹刀
→シナイ
＋竹の刀
（樺島 1979、pp.
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

8. 樺島は、熟字訓は重層的意味をもつという。例えば、「さみだれ」の語から生じるイメ
まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
ージと「五月雨」という文字列から来る意味とが重なり合う。一つ一つの文字は音列に対
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
応する単位とは考えられないから、音列に対応するまとまった文字列を表記の単位として
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
考えなければならなくなる。（樺島
1979、pp. 124）
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
熟字訓の例は昔から枚挙にいとまがない。
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
(11) 奇異（あさまし）、微妙（めでたし）、案山子（かかし）、管（きせる）、
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
先刻（さっき）、明日（あす）、今日（きょう）、吃驚（びっくり）、
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
周囲（まわり）、判然（はっきり）、謝罪る（あやまる）、故意と（わざと）。
うことを示していると思われる。
二字…田舎、紅葉、小豆、大人、為替、相撲など
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
三字…二十歳、天鵞絨（ビロード）、莫大小（メリヤス）
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
四字…閑話休題（それはさておき）
（樺島 1979、p. 124）
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
熟字訓を見ると、漢字と読みの関係は、漢語と和語、2 か国語間の対訳のような関係に
見える。そう考えれば、漢語の意味と読みの意味とは完全な同一物ではないのは当然であ
る。それは 1 か国語の中でみれば、類義語のような関係だと考えることができる。（この
場合、漢語が正しい中国語であるかどうかは問題にはならない。中国語ならこのように書
注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
くのではないかという想像で作られた語でも構わない。そしてそれに和語を充てているだ
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
けの可能性もある。また、天鵞絨（ビロード）などのように、日本語以外の外来語を充て
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
ることもできる。）
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
3.3.
国字
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
熟字訓に似たものに国字がある。国字は日本製の漢字である。その数は 420 以上とい
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
う（井上ひさし
1990、p.208）。国字は、和語を表すために作られたものであるために、
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
訓だけで音を持たないものが大部分である（樺島
1979、 pp. 97-98）。
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
「畠（はたけ）」という文字は、中国語で「はたけ」を表す「白田」から、それを一字
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
にまとめたものだ。しかしこのように本当の漢語をもとに作られたものは少ない。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
「風が止まる」から「凪（なぎ）」、「傷みやすい（弱い）魚」だから「鰯（いわ
いう過程を経ることになる。
し）」などのように、日本語の表現や捉え方が一字にまとめられていることが多い。いく
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
つかの漢字の意味を一つにまとめた会意文字である。
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
例えば次のようなものがある。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
留学生于暁慶
さんから教えていただいた。謝謝。
(12) 魚の類Yu…Xiaoqing
鮗（このしろ）、魸（なまず）、鰯（いわし）、魚異（はえ）、
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
鱈（たら）、鮱（ぼら）、鱇（こう）、鯑（かずのこ）、鯰（なまず）、
球で読んでいると主張した。「ただし
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
鱚（きす）、鯒（こち）、鰰（はたはた）など。
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
木の類 … 栂（とが）、栃（とち）、柾（まさ）、梻（しきみ）、椙（すぎ）、椛
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
（もみじ）、椚（くぬぎ）、榁（むろ）、榊（さかき）、樫（かし）など。
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞
1981 年 9 月 26 日）
よく使われる国字 … 俤（おもかげ）、働（はたらく）、凪（なぎ）、
またその後、次のような論争が行われる。
峠（とうげ）、畑（はたけ）、畠（はたけ）、笹（ささ）、籾（もみ）、
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
襷（たすき）、辻（つじ）、鞆（とも）、鴫（しぎ）、麿（まろ）など。
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
音を持つ国字 … 働（どう）、畠（はく）←動、白からの類推。
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
音だけをもつ … 鱇（こう）、腺、鋲、諚（じょう）。
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
現代版 （川崎洋による）… 豆人（一寸法師）、豆登（ジャックと豆の木）、
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
赤良（赤づきん）、女竹（かぐや姫）
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
（樺島 1979、pp. 97-98 要約）
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
(12)を見ると、一つの国字を分解して読みを与えれば熟字訓に近い。国字とは熟字訓を
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
一字にしたものとも考えられる。
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離

4.脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
漢字と読みの関係
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
実は、普通の漢字一字についても、熟字訓と同じように考えることができる。一つの漢
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
字とその訓の関係は、漢語と和語、2
か国語間の対訳の関係である。両者の間にずれが生

じることもある。
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
例えば「把」という字には、一般に「ハ。たば。とる。」という読みが認定されている
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
（『岩波国語辞典』第 3 版、1979）。ただし、常用漢字表では「ハ」しか認められていな
トラ

ツカ

山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
える」「把む」などの表現（読み）が振り仮名なしで使われる。
い。しかし、実際には「把
これは漢字自体に何らかの概念を認め、それに類似した別の語を対応させているのだ。そ
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
れによって、漢字の意味規定をしていることに他ならない。このように一つの漢字に対す
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
る訓の当て方は実に自由に行われている。このこと自体、音声（読み）の意味から漢字の
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
意味が自立していると考えずには説明しにくい。
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
4.1. 漢字系―訓よみ系
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
このように考えてくると、先の図(2)(3)が漢字―音声―意味の関係を表わす図としては
であろう」と指摘する。
適当ではないということが分かってこよう。むしろ(13)のように、漢字の体系と訓よみの
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
体系を明確に区別すべきである。（以下、漢字の体系を「漢字系」、訓よみの体系を「訓
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
よみ系」と呼ぶ。この訓よみ系は後に「音声系」として拡大される。）
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう 8。

8. (13)
まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
うことを示していると思われる。
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
では漢字系と訓よみ系とはどう関係づけられ統合されるのだろうか。
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
まず各々の系については、訓よみ系が訓よみという記号形式 Sa と意味という記号内容
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
Sé をもち、漢字系は漢字という記号形式 Sa と意味という記号内容 Sé をもつというよう
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
に、それぞれが独立した言語記号であるということが言える。((14)図)

注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
(14)
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
いう過程を経ることになる。
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
そして漢字とそれに対応する訓との関係は、同義語（類義語）の関係に似たものと考え
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
られる。漢字は語ではないから同義「語」とは言えないかも知れないが、漢字を「表語文
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
字」であるとする指摘
（林、前掲書、p.105）もあり、一個の独立した言語記号としての
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
要素は備えていることからも、この考え方は的外れではないだろう。ただし語同士の場合
球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
はパラディグマティックな関係として非共起的な対立が強調されるが、漢字と訓の場合は
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
共起するからパラダイムではない。また時間に沿って継起するのではなく同時的であるか
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
らシンタグマティックな関係でもない。むしろこの二つの系列と別の角度で交わる第
3の
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
系列として、必要な時に喚起されるのを待って控えていると考えられる。
またその後、次のような論争が行われる。
これまでの説の延長上で考えれば、これらの系のどちらかが
Sa で他方が Sé として結び
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
つけられるかもしれない。その場合、図に示したように、二重の(Sa)-(Sé)関係として漢字
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
系と訓よみ系を規定できることになるが、それでは二つの系の関係の本質を明確にするこ
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
とはできない。そういう静的な図式では漢字使用という行為の説明には不十分である。
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
例えば我々は音声（読み）だけでは意味がとりにくい場合、漢字を意識する（つまり訓
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
よみ系から、漢字系へ移る）ことでそれを容易にするし、逆に漢字をみてもその意味が分
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
からない時、その読みを聞く（訓よみ系を経る）ことで理解するということがある。それ
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
ぞれ図式で表わすと(15)(16)のようになろう。
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
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(15)
(16)
とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
であろう」と指摘する。
このように入口と出口の交換による記号系の相互干渉によって、訓よみの意味が決定さ
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
れたり、漢字の意味が分かり易くなったりすると解釈するわけである。この、二つの系の
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。
自立性と、それらの間の干渉現象こそが日本語の漢字使用のしくみの基礎となるものなの
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

だ。

8. まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
4.2.
漢字系―訓よみ系の論拠
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
以下、前節で設定した図式に基づいて種々の漢字使用、意味解釈のケースを説明するこ
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
とにする。それによってこの仮説が妥当であることを実証したい。
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
4.2.1.
漢字の層別（森岡 1973）
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
森岡は、漢字をその音訓の有無によって大きく 4 つの群に分類している（森岡健二
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
1973「漢字の層別」）。つまり音訓両方をもっているものを第一群、音だけをもつもの
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
を第二群、訓だけのものを第三群、読みのはっきりしないものを第四群とするのである
うことを示していると思われる。
(17)。
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
(17)第一群 音訓流通の漢字で、たとえば、
ひと あに まじわる つくる ふるい ひさしい まったく ふたたび べし
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想

人 兄
交
作
古
久
全
再
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
ジン

ケイ

コウ

サク

コ

キュウ

ゼン

サイ

可
力

のように、普通の日本人なら必要に応じ字訓でも字音でも読めるもの。

注

第二群

字音専用の漢字で、たとえば、

1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
ヤク キ トク レイ ノウ キュウ ハイ ジュ 力
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
役 気 徳 令 農
級
俳
儒 貨
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
のように、専ら字音のみで用いるもの。
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また、
言語学研究・言語教育センター研究会（2016
節三群
字訓専用の漢字で、たとえば、年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
つぼ はたけ かる あつかう やましい また ある これ なんじ
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
坪
畑 刈
扱
疚
又 或 此
汝
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
のように、専ら字訓のみで用いるもの。
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
第四群 音訓に関係なく、すでに現代語（固有名詞を除く）の表記に用いなくな
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
ったと思われる漢字で、
4 これらの例は森岡健二他
4．日本語の文字』から。
乍 于 倚1975『シンポジウム日本語
扣 并 矣 宕 嵯
亨
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
のようなもの。
（森岡健二 1973、p.6）
いう過程を経ることになる。
6 柳父章
1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
そして訓をもつ第一群と第三群は意味が推定し易いのに対して、訓をもたない第二群は
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49 など参照。
熟語にしないと意味がはっきりしないものが多いとしている。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
この指摘は大変興味深いものである。第一群・第三群が意味の推定がし易いということ
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
は、訓よみ系を経て漢字の意味をつかむという我々の仮説を裏付けるものと言ってよい。
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
訓読み系が漢字の意味の把握を支えているわけである。
球で読んでいると主張した。「ただし
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
他方、第二群のものについては、意味がはっきりしないとしているが、よくみると同じ
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
群の中でもその意味の推定のし易さは一様ではない。例えば同じ第二群でも「令
」や
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
「俳」、（上例にはないが）「哲」などは確かに一字では意味が不明瞭だが、「役・気」
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
などは決して分かりにくくない。なぜなら日本の文化体系の中に元々それに近いものがお
またその後、次のような論争が行われる。
ぼろげながらも存在するからだと思われる。つまり、訓読みがなくても、対応する近い意
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
味があれば、もしくは音読みに対応する意味が日本文化にも確立していれば、理解はしや
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
すい。そういう対応があるかないかによって、理解度に差があるのは、むしろ自然なこと
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
である。そしてそのことは、漢字系の意味と訓よみ系の意味とが分離していて、それぞれ
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
の意味の分節のしかたに独自の体系があると考えた方が説明しやすい。
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
4.2.2.
同音語
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
漢字があるために「和語の語源的連係を断ち切る結果」（日下部文夫

1976「国語国字

米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
問題」p.195）を招いている例がある。「玉、球、弾」や「伸ばす、延ばす」「初め、始
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
め」などがそれである。すなわちこれらは、訓よみ系には一つの語として音声と意味とが
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
備わっているのにも拘らず、漢字系という網の目をくぐった後、訓よみ系の意味へ戻らず
Ｚ
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
となってしまった場合と考え
にそのまま漢字系の意味(分断された一つ)が到達点の意味

を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
られる。例えば/タマ/の場合は(18)のようになる(以下/
/により音形式を、《 》によっ
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
て意味を表す)。
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(18)
とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
であろう」と指摘する。
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
これが、一つの訓にいくつかの類義的な漢字が存在する場合の説明にあたるもので、／
。
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

ナく／(泣、鳴、啼)、／kur-／(暗、暮、眩、黒)なども同様に説明される。

8. この場合、／kur-／などはその音形式に自立性がないため、その意味も曖昧になり、ほ
まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
とんど意識されなくなってしまったが、／タマ／／ナく／などのように音形式に自立性の
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
あるものは、漢字系を通過せずに（つまり漢字を意識せずに）《たま》という意味概念に
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
到達することも可能なのである。またこの《たま》は《玉》《球》《弾》などの、《な
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
く》は《泣く》《鳴く》《暗く》などの一種の上位概念となっている.
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
「和語としては、語源的に差異の認められない語から字面上の派生語を生じることのあ
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
るのも、漢字の保つ中国の語義にひかれるからである」（同上）という日下部の説明も、
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
漢字系設定の有意性を裏付けていると言えよう。
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
うことを示していると思われる。
4.2.3.
同字語
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
(18)とは反対に一つの漢字にいくつかの訓をもつものがある。例えば「下」という字に
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
訓をあてることによって「下」のもつ幾つかの読みの
1 つだけに意味を限定するというケ
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
ースである
(19) 。
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。

注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
(19)
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
いう過程を経ることになる。
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49 など参照。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
留学生于暁慶
Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
《シタ》と《シモ》には明らかに意味的な差異があるが、漢字を見ただけではどちらの
8意味かは分からない。そこに音声なり振り仮名なりが与えられる、すなわち訓よみ系を通
漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
過することによって、上位概念である〈下〉（漢字系における「下」の意味）がそれぞれ
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
の意味に限定されていくことになる。この例は他にも「娘」を
/ムスメ/や/コ/（「あの
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
娘」）と読ませたり、「上る」を/アガル/、/ノボル/などと読ませたりする場合などに見
2
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞
1981 年 9 月 26 日）
。
られる

またその後、次のような論争が行われる。
これらは漢字一字を個別に問題にしたときのことだが、前後の文脈から意味が限定され
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
た後に読みかたが判るということもあろう。この場合は(18)の経路を逆に辿ればよいので
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
ある(「下の世話」など)。
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
4.3.
漢字系―訓よみ系の関係
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
このように見てくると、漢字系と訓よみ系との関係を次のように
3 つの基本型に分ける
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
ことができる。
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
(20)a.漢字一字／訓一種
= 漢字の示す意味と訓の示す意味とがほぼ同義
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
b.漢字一字／訓が複数種 = 漢字の示す意味が各訓の示す意味よりも広い
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
c.漢字複数種／訓一種
= 各漢字の示す意味が訓の示す意味よりも狭い
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
実際にはこれらの三つの型、特に(b)(c)が、いろいろに組み合わさり、漢字系と訓よみ
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
系の対応関係が交錯して日本語の語彙が成り立っていると言える。

例えば、「上」は/ノボる/、/アガる(アがる) /をもつ点で(b)に属するが、/ノボる /は
「上」の他にも「登」「昇」をもつということからは(c)に属す。すなわち、
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
(21)
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
揚 ＼
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
挙 ＼
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
上 ― アガる
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
＼
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
登 ― ノボる
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
昇 ／
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
同様に、
であろう」と指摘する。
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
(22)
／ クダる
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。
下 ― サがる
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

＼

8. まとめ降 ― オりる
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
＼ フる
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
このようにしてみると、漢字が上位概念として訓をまとめていたり、訓が上位概念とし
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
て漢字を統合していたりする様子がよく分かる。その結果、我々は語連想の場を形成し易
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
くなっている。このように、漢字系と訓よみ系はそれぞれ他方の系の語場をまとめる媒介
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
の役目を果たしており、これも、各系に独自の意味というものが想定されているからこそ
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
可能だと考えられる。
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
うことを示していると思われる。
5. 図式の拡張
5.1.
訓よみ系から音声系へ
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
さて、これまで便宜上、話を主に漢字と訓よみの関係にしぼってきたが、この訓に音よ
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
みを加えて「音声系」とすることができる。なぜなら、音よみの方にも訓よみと同様に漢
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
字との意味のズレが見られるからである。
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
日本語の漢字には、その読みが中国から伝来した時代によって漢音、呉音、唐音と数種
の音よみをもつものが少なくない。そしてその読みの違いによって意味の異なるものがこ
れも少なくない。例えば、「興」という字。/キョウ/と読んだ場合は「おもしろみ。おも
注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
しろく感ずること」などの意であり、/コウ/と読めば、「おこる。はじまる。さかんにな
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
る。たち上がる」の意（どちらも『岩波国語辞典』）となり、これらの上位概念が「興」
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
の意味となると考えられる³。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
また音と訓とで意味が異なる場合もあろう。例えば「風」。/カゼ/と読めば自然現象を
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
示し、/フウ/と読めば「様子、外見、様式」などを指す（「こんな風に」など）。同様に
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
「方」が/カタ/と/ホウ/で使い分けられる（「役所の方」など）。
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
さらに興味深い例は/リョウ/という語である。この読みは「猟」「漁」のどちらにも使
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
われているが、「漁」の方は「猟」からの類推で読まれるようになったらしい（『岩波国
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
語辞典』）。つまりそれぞれの漢字の意味の類似が音の同化を生じさせたわけである。こ
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
れなどは漢字の意味がその使用に際して主導権を握った典型的な例と言えよう。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
いずれの例も、漢字と読みのそれぞれの意味が解離していることを示すとともに、互い
いう過程を経ることになる。
に干渉し合う可能性があることを示唆している。したがって、我々の図式と矛盾すること
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
なく、訓よみ系に音よみを加え、音声系として拡張できるということになる。
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49 など参照。
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
5.2.
単漢字から文字連鎖への拡張
留学生于暁慶
Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
ここまでは、主に単独の漢字における話だったが、これまでの説明方法を文字連鎖にま
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
で拡張することができる。
球で読んでいると主張した。「ただし
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
すでに熟字訓の例において、二字熟語、三字熟語、四字熟語などが漢字系（漢語）と音
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
声系（和語）の対応をしている例を見た。五月雨（さみだれ）のように、これらは訓読み
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
しかないものが多く、漢字と読みの間に意味のずれは感じられるものの、漢字系－音声系
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
の一対一対応の図式で説明できる。
またその後、次のような論争が行われる。
しかし、中には、紅葉（「もみじ」「こうよう」）、二十歳（「はたち」「にじゅっさ
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
い」）、閑話休題（「それはさておき」「かんわきゅうだい」）のように、訓読み、音読
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
みの両方が可能なものもある。これらではどちらで読むかによって意味に微妙なニュアン
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
スの違いが感じられる。したがって、漢字系と音声系の意味対応に「下」「風」「方」な
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
どと同様の図式が見られる。
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
このような状況は熟字訓でなくても見られる。「工夫」には「クフウ」と「コウフ」と
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
いう読みがあり、意味はだいぶ異なる。「大家」（「オオヤ」「タイカ」）、「牧場」
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
（「マキバ」「ボクジョウ」）、「草原」（「クサハラ」「ソウゲン」）などでも訓読み
4
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
。これらの例も「興」と同様の図
系と音読み系で意味やニュアンスの違いが感じられる

が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
式で説明が必要になる。
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
しかし拡張はそれだけではない。日本語には「コウセイ」（構成、更生、校正など）や
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
「セイシ」（製紙、静止、制止など）のような同音異義語が多い。これも(19)のような図
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
式で説明可能である。たとえば音声系「コウセイ」においていくつかの可能性があっても、
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
漢字系に移行して、意味を絞ることによって解釈を確定するのである。実際の言語活動で

は、文脈情報（前後関係）を参照したり、文字（文書）を見る、また「それどういう字を
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
書くの？」と尋ねるなどの確定手段が考えられよう。これが漢字系を利用するということ
5
。
である
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。

漢字系のフォローがあるから、同音異義語による支障は少なく、むしろこれを楽しんで
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
いるようにも思える。「辞典」「事典」、「私立」「市立」などがその例だが、必要に応
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
じて、「ことてん」「いちりつ」などと読み方を変え、音声系を分割して区別を明確にす
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
ることもある。
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
日本語の運用において、我々は、漢字の想定できない音声文字連鎖では 1 本の言語ライ
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
ンを追っているが、漢字が想定できる部分になると、すぐに音声系－漢字系の分離を生じ
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
させる。そしてそこまでの情報を参照しながら、意味の確定作業に入る。そこで確定でき
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
なければ、その後の文脈を聞き（読み）ながら、確定作業を続ける。
これが日本語の言
であろう」と指摘する。
語〔文字〕使用行為である。
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう
6. 他言語との比較において

以上、日本語における漢字使用のしくみについて、従来とはやや異なる図式を以て説明
を試みた。その違いを簡単に言えば、漢字の意味をその読みの意味とは別に設定し、それ
8. まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
ぞれ独自に記号としての体系をもち、互いに干渉し合うものとした点である。我々は中国
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
語を知らなくても大陸から伝わってきた漢字一字一字に元来何らかの意味が隠されている
6
。
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
と考えている

これが中国語における漢字使用との大きな違いのひとつである。
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
6.1.
中国語
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
ただし、阿辻哲次(2007)によると、中国語にも音訓のようにいくつかの読みを持つ漢字
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
があるという。「中国語では「たのしい」という意味の「乐（楽）」は「lè」、音楽のと
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
きには「yuè」と発音する」（阿辻哲次
2007『近くて遠い中国語―日本人のカンちがい』
うことを示していると思われる。
p.75）。彼は次のように述べている。
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
(23) 音訓があるのは日本語だけで、中国には訓読みがないから、読み方も日本語ほど
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
複雑ではないだろうと思われがちだが、決してそうではない。「音楽」と「快
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
楽」はどちらも「楽」という漢字を使っているが、この漢字は意味によって発音
を読みわけなければならない。（このようなものを「破音字」という）。ちなみ

注

に「楽」を音読みで「ラク」と「ガク」と読みわけるのは、もともと中国語での

1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
読みわけが日本語に入った結果であって、中国語では「たのしい」という意味の
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
「乐（楽）」は「lè」、音楽のときには「yuè」と発音する。他にも「参」は「参
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
加」とか「まいる」という意味で使うときには「cān」と読み、それがもっともふ
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また、
言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
つうの読み方だが、しかし「人参」（チョウセンニンジンのこと。カレーやシチ
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
ューに入っている赤いキャロットは「紅夢卜」＝赤いダイコンという）のときは
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
「shēn」、長短ちぐはぐであるさまを表す「参差（しんし）」は「cēncī」と発音す

（同上 p.75）

広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
る。

3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
同著者は、その他にも「着」が数種類の読み方をもつことを紹介している。すなわち、
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
「zhuó」で「くっつく」という動詞になり、「zháo」で「動作の目的が達成されたこと」
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
を表す場合があること、また「zhe」が動詞の後につけてその動作が持続されていること
7
いう過程を経ることになる。
。
を表す助詞になるという（同上）

6 柳父章
1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編
1980
したがって、中国語においても、ある場合には、同様の漢字系と音声系の
2 つの記号体
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
系を立てる必要があるかもしれない。
日中語の違いはその頻度の違いということもでき
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
る。
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
86.2.
漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
表音文字言語
球で読んでいると主張した。「ただし
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
表音文字を用いる欧米語においてはどうだろうか。ここにも同音異綴・異義語が存在す
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
る。例えば英語の
night（夜）と knight（騎士）、フランス語の conter（語る）と compter
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
（数える）など、音声が同一だが異なる文字列（つづり）と意味をもつ語は、欧米の表音
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
文字言語にも見られる。これを上と同様の文字系と音声系の分離体系で説明することは可
またその後、次のような論争が行われる。
能である。
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
6.3.
日本語話者の意識
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
しかしながら、中国語には漢字はあるが音声系の文字はない。したがって音声系の存在
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
を支持する形式が欠けている。他方、英語やフランス語などの欧米表音文字言語では、漢
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
字がない。したがってこちらも
2 つの記号系を設定する動機に乏しい。
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
それに対して、日本語には、一方で漢字という文字形式があり、他方でカナという文字
理解する能力はない』と反論を出したのだ。 つの系を別々のものとして、別々の意味体系を認
形式がある。これらの形式の存在が、2
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
めることを支えている。
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
というわけで、日本語話者の意識の独自性を強調する発言がよく見られる。
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
例えば、中国語では「一つの字それ自体で意味が示されることはない。これがどんなも
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
のとのつながりの中であるかということによって、初めて決まってくる。日本人は、それ
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
を誤解する。単独で訓読できるので、その字がその意味だと思っている。『同』を見ると
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
『同じ』という形容詞的な意味を日本人は感ずる。しかし、中国人は、『同』の後ろに何

か来て、ミックスされて初めて同化する、同じにするという意味が出てくる、と考える」
（松本昭 1980（→橋本編）、 p.149）という指摘がある。
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
「始めに漢字の形がある。それには意味がある。意味があるらしい。が、まだそのすべ
ては知られていない。漢字の形を前にして、まず眺め、漠然と感じ、そして意味をたずね
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
ていく。そこには、すでに知られている以上の意味がある。そう予感される。私たち日本
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
人にとって、常にそうである。」（柳父章
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
1977、p.35）
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
7. 漢字系と音声系の分離に関する傍証
7.1. キラキラネーム
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
だいぶ前から、日本語の使用において、漢字の意味を無視したり、感覚的に漢字を用い
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
る「当て字」や「感字」が増えているということが指摘されている。これは漢字が表音文
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
字化している現象と言われることがある。
であろう」と指摘する。
しかし一方で、漢字系と音声系の意味体系を分離したものととらえていると考えられる
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
ような言葉の使用のしかたが今でもある。その一つがキラキラネームである。
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
。
キラキラネームとは、2000 年頃から広まり始めた名前の付け方のことで、伝統的な
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

「～雄」や「～子」などを用いた命名法と異なり、多くの場合、派手な漢字と、本来の読
み方とは違う音をあてた命名法である。ＤＱＮ（ドキュン）ネーム、珍奇ネーム、シワシ
8. まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
ワネームという言い方もある。その命名法にはいくつかのパターンがあるので、それを読
の漢字系と「音声―意味」の音声系という 2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
みの性格によって大雑把に次のように分類することができる。
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
(24)
キラキラネームの読みの性格による分類
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
a. 意訳（連想語や類義語、時に反義語、こじつけ）
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
七音（どれみ、おんぷ、…）、一二三（わるつ）、心人（あいと、はーと）、
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
星凛（きらり、あかり）、輝星（べが、だいや、らいと、…）、宝物（おうじ）、
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
碧空（あおぞら［本来の読み］、そら、そらと、りく［反義語］、みく、あお
うことを示していると思われる。
い）
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
b. 意訳（対訳、外国語（の連想語））
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
騎士（ないと）、航海（せいる）、輝星（らいと）、心人（はーと、あいと）、
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
月花（るな、…）、奏夢（りずむ、あゆ、かなう）、美音（りずむ、めろでぃ、
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
…）、愛理（らぶり）、今鹿（なうしか）、苺愛（べりーあ）
c. 意訳（象徴的人物・主人公の固有名詞）
碧空（みらん、あとむ）、皇帝（しいざあ、ふらんつ、…）、男（あだむ）、

注

黄熊（ぷう）

1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、
言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
d.音訳（漢字の意味も考慮）
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
笑福（えふ）、希空（のあ）、愛羽（あろは）、会心（えこ）、虎魂（どらご
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
ん）、姫奈（ひな、ぴいな）、奏夢（かなむ、かなう）、苺愛（いちあ）、碧空
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
（みく）
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
e.音訳（万葉仮名風）
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
四駄霊（よだれ）、亜菜瑠（あなる）、琉絆空（るきあ）、美勇士（みゅうじ）
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
以上の分類は、便宜的なもので、中には音と意味の両方に関わる読み方もあり、一つの
いう過程を経ることになる。
項目に分類できないものもあるが、漢字系と音声系のそれぞれに別の意味体系を想定する
6ための根拠としては、興味深い現象だと言える。
柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
とくに上の a, b, c のパターンは、その傾向が強い。別々に存在する

2 つの語を一つに結

7合しているように見える。また、d
その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
においても、漢字には漢字の意味が喚起され、他方で
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
読みにもその語の意味が喚起されるものも多い。
8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
このような命名法が、抵抗なくできるのは、そもそも日本語の漢字とその読みの間に分
球で読んでいると主張した。「ただし 2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
離性があるということを、普通の日本語話者も意識しているためだと思われる。
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
7.2.
一般性と特殊性
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞
1981 年 9 月
26 日）
ものごとを分類する方法として、「一般的
generic」なものと「特定的

specific」なもの

またその後、次のような論争が行われる。
というとらえ方がある。
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
一般的とは、ある一連のものごとの普遍的な部分を抽出してそれを基準に一つのまとま
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
りとして総称的に呼んだものであり、またその普遍性そのものを指していうものである。
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
特定的とは、ある集合の中の一つを指していうものであり、具体的な、いわば指差し行為
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
によって指示するものであり、またその行為そのものである。
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
この分類法によれば、表音文字である仮名は、汎用性が高く、一般的な性格が強いと言
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
える。仮名
1 文字に意味はなく、1 つの仮名を全く正反対の意味をもつ言葉に使用するこ
．
．
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
ともできる。例えば、「ニシ
」と「ヒガシ」のように。
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
漢字はどうだろうか。表語文字と言われる漢字は、1
字に、1 つ以上の音と意味を備え
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
ている。1
字の情報量は多い。その文字と意味との関係は、まったく恣意的というわけで
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
はなく、必然性や有縁性があるものも多い。とくに「象形」という漢字の形成法によるも
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷
の（日、月、木など）や、「指事」によるもの（上、下など）はその性格が強い。また
を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
「会意」文字（林、森など）は漢字の組み合わせによるものであり、同時に意味と意味の
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
組み合わせでもあるため、文字と意味の間の関係は強い。すなわち漢字の使用には意味を

無視することが難しい。たとえばまじめな文書においては、「飽くまでも」を「悪魔で
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とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
も」と書いたり、「こちらに来い」を「小ちらに恋」とは書けない。漢字の汎用性は仮名
に比べるとかなり低く、使用は限定される。その意味で特定的だと言える。
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
7.3.
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
失語症の症例
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
1970 年ごろから、アメリカの精神生物学者 R・W・スペリーが「（脳の）左半球は言
語能力に優れ、論理的、連続的、計算的機能を分担しているのに対し、右半球は立体の認
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
識が得意で、幾何的、音楽的な認識を分担している」ことを明らかにする研究を次々と発
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
表した。彼はその後
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
1981 年にノーベル賞を受賞する（朝日新聞 1981 年 10 月 10 日）。
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
このような研究の流れを受けたものだと思われるが、1975 年の新聞に、神経心理学者
であろう」と指摘する。
あつし
の山鳥 重 が「表意文字の漢字と表音文字のカナは、大脳の別々の場所で記憶される」と
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
いう研究論文を発表したことが報道された。
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう 8。
二年ほど前、脳卒中で入院した五十歳の大工さんの症例報告。この患者は「信じられ

8. ないような話だけど、後遺症でカタカナとひらがなを全く忘れてしまった。」例えば、
まとめ
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
“日本は最大のインフレ国”という新聞の見出しを見ても、漢字は読めるのにカナが分か
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
らないので意味不明。漢字で住所は書けるが、カナではダメ。（…）『大脳の左半球で
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
覚える表音文字と違い、漢字は絵画のように右半球で覚えるため』という結論を出した。
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
（朝日新聞 1975 年 7 月 30 日「ひと―山鳥重」）
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
これは広い意味での失語症、厳密には失読失書症の症例だが、これを文字の「一般的」
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
使用と「特定的」使用という観点から説明することができる。
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
そもそも失語症の症例に、一般化、範疇化、抽象化能力の欠如が見出されるものがある。
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
例えば、朝会った時に「おはよう」と言えるのに、「朝の挨拶は何と言うか」という質問
うことを示していると思われる。
には答えらえないというものである。つまり、「おはよう」という表現を場面に即して
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
「特定的」に使用することは可能だが、その表現だけを個々の場面から引き出して「一般
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
化」して使用することができない。
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
上の失読失書症の症例も、同様に、一般化能力の欠如から、一般化して文字を使用する
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
ことが、そしてそれだけができなくなったと考えられる。したがって、使用の際に一般化
を必要とするカナは読んだり書いたりできないが、特定的使用を要求する漢字という文字
は、読み書きが可能なのだ。
注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
山鳥(1976)には、上とは逆の症例も出てくる。すなわち、カナが読めるのに漢字が読め
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
ない患者の例である。さらに脳の損傷個所によって、また程度によって、さまざまな段階
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
の症状が出てくることもあるようだ。したがって、脳の損傷個所と漢字やカナの記憶場所
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
いう過程を経ることになる。
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
であろう」と指摘する。
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
。
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
8.球で読んでいると主張した。「ただし
まとめ
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。

2 またその後、次のような論争が行われる。
つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
うことを示していると思われる。
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷

注を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、 言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
とが局在する確定的な場所という図式を単純に描くことは難しいかもしれない。しかし、
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
カナと漢字の捉え方（使い方）の違いを理解するうえで有効なものだと思われる。
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
山鳥(1982)は「書字障害では漢字と仮名は決して均質な冒され方をせず、さまざまな乖
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
離を示す」と言い、例えば、伝導失語、ブローカ失語ではカナが不正確だが漢字は書ける
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
症例があり、語義失語では仮名文字は書けるが漢字は当て字が多くなる症例がある。ただ
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
し「その違いは文字そのものの性格の違い（形態と意味に重点がある漢字、音韻表記に重
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
点のある仮名）ではなく、文字の使われ方の違いである」さらに「日本語における以上の
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
現象は、日本で漢字を独特なやり方で用いて来たことの反映であり、漢字そのものの性質
いう過程を経ることになる。
ではない。中国人における失語症でこのような日本人と同じ書字障害の構造は見られない
6 柳父章 1977「日本語にとって漢字とは何か」『言語生活 307』(1977 年 4 月)、pp.28-37；橋本萬太郎編 1980
であろう」と指摘する。
『世界の中の日本文字－その優れたシステムとはたらき』p.l49
など参照。
これは、「音声―文字―意味」という直線的、一元的な図式ではなく、我々の提案した
7 その他、「和」が「hè」（一緒に）、「hò」（（麺を）練る）と読みで意味が区別できることなどを、中国人
漢字系と音声系の二元的な自立した系列の存在、および、それぞれの系に異なる意味体系
8
留学生于暁慶 Yu Xiaoqing さんから教えていただいた。謝謝。
。
が存在するという図式を想定するための有力な支持となろう

8 漢字右半球説に対して疑義を唱える向きもある。岩田誠らは、いくつかのテストをもとに、漢字もカナも左半
2、3 年同じテストを続けると、2、3 の患者の中には、右半球でも漢字
8.球で読んでいると主張した。「ただし
まとめ
の読み取りができるケースが出て来た。これについて岩田さんは『右半球は、絵などのイメージをつかむ役
本稿において、「漢字―音声―意味」という単一の言語記号系をやめ、「漢字―意味」
目があると言われています。漢字を見せ、その意味を教えているうち、漢字を図形としてとらえるようにな
の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
ったのでは』と推測している。」（朝日新聞 1981 年 9 月 26 日）
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。

2 またその後、次のような論争が行われる。
つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者
「スペリー教授の業績の中には次のようなものがある。①左脳は話をしたり、文字を書いたり、読んだり
を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
聞いたりして理解する言語機能の中枢である。しかし、右脳でも少しだが話や文字の理解はできる②空間的
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
な思考や推理の点で右脳のほうが左脳より能力が優れている。たとえば、円の一部から全体の大きさを判断
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
する、積み木の組み合わせで模様をつくる―といった能力。
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
しかし、①の『右脳にも話や文字の理解はできる』という部分をめぐって、いま論争が起きている。スペ
うことを示していると思われる。
リー教授の下で研究したことのある米コーネル大のＭ・Ｓ・ガッザニガ教授が昨年五月、『右脳には言語を
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
理解する能力はない』と反論を出したのだ。
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
米国では重症のてんかん患者の程度を軽くするために、二つの脳の間を結ぶ脳梁や前交連を切断する手術
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
が行われることがあるが、こうして大脳の左右の連絡がなくなった患者（分離脳患者）に冒頭のようなテス
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
トを行って、スペリー教授は①や②のような結果を導きだした。しかしガッザニガ教授は『二十八人の分離
脳患者を調べたが、右脳で言語を理解できたのは三人だけ。しかもこの三人はいずれも幼い時に左脳に損傷

注を受けていたので、右脳が左脳の代役を果たさざるを得なかったと考えることができる。だから、右脳にも
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
言語能力があるというのは、一般には当てはまらない』と主張した。
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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また、
これに対しスペリー教授側も『ガッザニガ教授は二十八人調べたというが、実際は二十一人。それも右脳
言語学研究・言語教育センター研究会（2016 年 11 月 29 日於新潟大学）での発表「日本語における
漢字使用のしくみ」において、会場からいくつかの有効な質問やコメントをいただいた。お礼を申し上げる。
に損傷があったりするので、これでは右脳の言語能力を正確に調べていることにはならない』と非公式なが
2 「アガル」と「ノボル」の意味の違いについては、柴田武編(1976)『ことばの意味１』を参照。柴田の他に国
ら逆襲、双方が譲らない状態が続いている。」（朝日新聞 1984 年 2 月 4 日「心のデザイン」）
広哲弥・長嶋善郎・山田進が執筆している。
言語能力を受け持つのが一般的に左脳であったとしても、漢字とカナの受容や使用において異なる症状が
3 /コウ/単独で使うことはあまりないが、「キョウずる〔じる〕」（楽しむ）、「コウずる〔じる〕」（勢いを
出ることは明らかである。したがって、2 つの文字体系には何らかの性質の違いがあることは否めない。
盛んにさせる）という動詞の形では、どちらも用いられる。
4 これらの例は森岡健二他 1975『シンポジウム日本語 4．日本語の文字』から。
5 この場合、もちろんすべての同音異義語が候補に挙がる前に、いくつか近い意味をもつものにまず絞られると
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の漢字系と「音声―意味」の音声系という
2 つの言語記号系を日本語に設定し、両系の交
山鳥重 1998『人はなぜことばを使えるか－脳と心のふしぎ』講談社
換（干渉）構造によって、言語使用や解釈が行われるというしくみを考えた。
山鳥重
2011『言葉と脳と心 失語症とは何か』講談社
2 つの系（漢字系と音声系）は互いに他方の語群をまとめる役割をもっているが、若者

を中心に見られる当て字などの現象は、漢字独自の意味体系の存在が意識から消えてくる
という傾向を示しているかもしれない。これは日本語の文字使用という面に今後何らかの
影響を与えよう。しかし他方で、キラキラネームのように、漢字の意味と音声（カナ）の
資料
小松英輔（訳）1976「現代のレトリック研究」（トドロフ，T.著）『言語』1976
年 3 月 pp. 58-65
意味の分離をあえて利用しようとする傾向は、まだ本稿で論じたような図式が有効だとい
瀬名秀明「本を開けば」『朝日新聞』2010 年 8 月 8 日
うことを示していると思われる。
高野史緒
2015「小ねずみと童貞と復活した女」『日本 SF 傑作選アステロイド・ツリーの彼方へ』（大森望・日
ただし、日本語だけが特殊な言語だと主張するつもりは全くない。むしろ基本的に多く
下三蔵編 2016）東京創元社
の言語で同じ原理が存在すると考える。ただその原理による説明が必要な場面の頻度や、
立川談春 2015『赤めだか』扶桑社（文庫）
そのような使用傾向が多いか少ないかという問題であり、日本語はむしろそれを基本に想
土田滋（訳）1975『言語と社会』（トラッドギル，P.著）岩波新書
定した方が説明や記述の効率がいい言語だということである。
中嶋嶺雄 1976『朝日新聞』1976 年 3 月 16 日
『ふらんす』（白水社）1975 年 6 月
道尾秀介 2013『鏡の花』集英社（文庫）
注
1 本稿は、石野（1983）を大幅に加筆したものである。石野（1983）の作成に至る過程で、森岡健二先生から各
所にわたる御教示をいただいた。ここにあらためてお礼を申し上げる。なお森岡先生は、(1988)(2004)におい
て、本稿の論旨に沿った説明を採用してくださった。
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