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0．はじめに

日本語には、英語を始めとしてさまざまな言語の語彙が数多く取り入れられ

ているが、それらの中には、もはや外来語と意識されることなく、日本語に古

くから存在する語彙のように用いられているものも少なくない。その一方で、

日本語の語彙が、さまざまな形で外国語に取り入れられ、各言語の語彙体系を

構成する要素となっている場合もある。外国語の語彙が導入される理由のひと

つとしては、外国から導入される概念や事物を表す語彙が、自国語には存在せ

ず、そのような概念や事物を表すためには、もとの言語の形式をそのまま導入

する必要があるということを挙げることができよう。諸外国語に取り入れられ

た日本語起源の語彙についても、日本の文化・伝統の中で、長い年月をかけて

培われた、日本独自の概念や事物を表しているものが少なくない。しかしなが

らこれら日本語起源の語彙の中には、もともとは日本語におけるのと同じ意味

を表していたが、外国語に取り入れられ、その言語の語彙体系の一部として用

いられるようになると、本来の意味とは異なる意味を担うようになっている場

合もある。

本論では、日本語からドイツ語に導入され、すでにドイツ語の語彙として用

いられている、いくつかの日本語起源の語彙を考察対象とし、それらの語彙が

ドイツ語の語彙体系の中でどのような意味を担っているのか、またその意味が

どのように変化しているのかについて分析・検討を試みてみたい。

1．ドイツ帝化した日本辞の静彙の分析

本論では日本語起源の語彙の中から、ドイツ語においても頻繁に用いられて

いるBonsai、Geisha、Harakiri、Kamikaze、Karoshi、氾mono、Samurai、Seppuku

を考察対象とする。これらの語彙は、既にドイツ語の名詞体系の一部に組み込

まれており、それぞれBonsai、Kamikaze、Karoshi、Kinomo、Samuraiは男性
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名詞、IGeishaは女性名詞、そしてHarakiri、Seppukuは中性名詞というように、

性もさまざまである。2 これらの語彙は、日本独自の伝統・文化および現象に

関するものであることから、ドイツ語をはじめとする諸外国語には存在しない

場合が多く、従ってドイツ語に翻訳することも難しいために、日本語の形式が

そのままドイツ語に導入されていると考えられる。またHarakiri、Seppuku

などは、古くからある日本独自の文化や思想の中で生み出された風習・しきた

りであり、諸外国の言語の話し手からみると、何か異様な、独特の意味を表す

語彙ということもできよう。さらに1990年代から日本でも社会問題化されて

きた現象である Karoshi「過労死」も、日本語の読み方をそのまま残してドイ

ツ語に導入されており、新聞などでもKaroshiという名詞が見受けられる。

1．1．分析方法

本論で考察対象とする語彙がドイツ語の中でどのような意味を表しているか

を分析する場合、まずこれらの語彙がドイツ語の文章の中でどのような用いら

れ方をしているかを考える必要がある。即ち、これらの語彙が単独で、言い換

えれば単一語の形式で用いられているのか、それとも他の語と結びついて、あ

る種の複合語の形式で用いられているのかという点である。そこでまず以下で

は、それぞれの名詞について、単独で用いられている場合と、他の成分と結び

ついて用いられている場合について意味機能を検討してみよう。

■

Bonsaiは、「盆栽」そのものを表す場合には男性名詞であるが、「盆栽」という日本において発

展した芸術一般をさす場合には中性名詞である。

2Bonsaiが男性名詞であるのは、Zwergbaumからの類推と考えられる。また、Geisha「芸者」が

女性名詞であることは容易に理解できるし、Ka∫OShi「過労死」が男性名詞であるのも、Tod

「死」からの類推であろうと思われる。ところでKamikaze「神風」が男性名詞であることは、

Kamikazeはそもそも複合名詞であり、複合名詞の性を決定する基礎語のKaze（Wind）が男性名

詞であるからという理由からなのか、それともKamikazeが、日本語においては特定のFlieger

「飛行士」を意味する名詞であり、Fliegerに倣ってKamikazeが男性名詞になったのか判断しに

くい。またHa柑kid「腹切り」、Seppuku「切腹」についても、Ha柑kid，Seppukuが一種の「自

殺行為」を表す名詞であり、「自殺」を意味するドイツ語Selbstmordは男性名詞であるのに、こ

れらの名詞はなぜ中性名詞であるのか不明である。あるいは、Ha柑kiri，Seppukuはそれぞれ

「腹を切る」という行為を表す名詞であり、「切る」、即ちSchneidenという動詞から派生した中

性名詞と関係して、これらのHamkih，Seppukuも中性名詞となっているのであろうか。これら

日本語起源の名詞の性についての詳しい考察は、別の機会に譲ることにし、本論では、これ以上、
立ち入らないことにする。
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2．外来静の具体的分析

2．1．Bonsai「盆栽」

Bonsaiが単独で用いられているテクストとしては以下を挙げることができ

る。

（1）

BoIISaiin Fom eines Mercedesstems stand noch bis zum Wochenendeim

Vorga托en eines Rheinauer Hauses．Jetzt musste sein Besitzer feststellen，

dass Unbekannte den Mini－Baum abges五郎 und entwendet hatten．Der

Hobby－Ga止nerhattejedochimvergangenenJahrschoneinmaleinenahnlich

herbenVerlusterlitten．

MannheimerMorgen，30．05．2000，Lokales

（2）

Seine B山：her zum Thema sind mittlerweile auchin Englisch，Spanisch，

Franz6sisch undItalienisch erschienen．Bonsais sind ursp畑nglich keine

Japanische，SOndem eine chinesische E戊ndung．Das Wo止Bonsaiist die

Japanische Transkiption des chinesischen’’penzai”－W6州ich也bersetzt■’im

Topf gep鮎nzt”．Nach Europa kamen die Minibaume － urSp山nglich als

Schmuck山rdenGむ1engedacht－aber肋erJapan．

MannheimerMorgen，23．09．2000，Ratgeber

上に挙げたテクスト用例からも明らかなように、Bonsaiという日本語から

導入された語彙は、用例（1）では「メルセデスベンツの星印の形をした盆栽」

という意味で用いられている。また用例（2）では、「盆栽」及び「盆栽」という

語の由来が問題となっている。このように、どちらの用例でもBonsaiは「盆
l

栽」という本来の意味で用いられていると考えられる。このことから、単一語

として用いられている場合、Bonsaiは日本語と同様に、本来の意味である「盆

栽」そのものを表しているということができよう。

次にBonsaiが複合語3として用いられている場合を検討してみよう。

～

Bonsaiが他の成分と結合して用いられる場合、ハイフン付きで書かれる場合がほとんどである。

ハイフン付きの名詞を複合名詞と見なすことが出来るかという問題もあるが、ここではさしあた

り、複合名詞という名称を用いることにする。
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（3）

Sieseiaberim”FeinschliffderparlamentarischenBeratungen‖auszugleichen．

Die Anl山ndigungen von Bundeskanzler Gerhard Schr6der（SPD），die

Freibetr弛ebeimKaufvonJahreswagenundSteuerprivilegienvonLandw山en

nun doch nicht zu ktirzen，hatte zuvor beieinlgen G畑nen f址Emp6mng

gesor軒．FinanzexperteFritzKuhnhattevoreiner’■Bonsai・Re血m▼－gewamt．

FraktionschefRezzoSchlauchwadderSPDvor，Siewolledas’’ausgehandelte

Paket nach Gusto aufschn加en”．Scheel，die Vorsitzende des

FinanzausschussesimBundestagwird，Wiesdagegendaraufhin，daβdieListe

der 74 SteueⅣer由1nstl酢1ngen auS den Koalitionsverhandlungen ohnehin

nochmals肋e叩畑氏werdenmtisse．

BerlinerZeitung，02．11．1998，Politik

（4）

MOBILDasBonsai・Tele血n瓜rsHandgelenkprasentie托eJetZtSamsung．Das

SOgenannte NTT－Phone wurde als Prototyp bereits zu den Olympischen

WinterspielenimJapanischenNagano vorgestellt undist ab sob止Zu haben，

a11erdings vorlau丘gnurinJapan．DasTelefbnwie幻geradeeinma150Gramm

und erlaubt beieiner Standby－Zeit von 60 Stunden etwa 90 Minuten

Geplauder．

BerlinerZeitung，14．04．1999，Wissensch址t

（5）

Die Geburtdes argentinischen Shetland－Ponys hatte derZirkus als‖absolute

Sensation’’gekiert．■■Wir haben alles gemacht，WaS menSChenm6glich war”，

versiche止e der Zirkuschef．Das Bonsai．Pfbrd habe aber nicht von allein

getmnken und seitrotz仙nstlicher Em紬mnglmmer SChwacher geworden．

Frank山止erRundschau，022．12．1998，S．29

Bonsaiがある種の複合語の形式で用いられている用例としては、上記のも

のを挙げることができるが、複合語の形式で用いられている場合、Bonsaiは

「盆栽」という具体的な物を表す本来の意味ではなく、より抽象化した意味を

表していると思われる場合がある。例えば（3）では、Bonsai－Rebmという複

合語が用いられている文脈は「財政の専門化であるFdtz Kuhnは小さな改革

となることを警告している」である。ここではBonsaiは「小さな、取るに足

4 伊 藤 眞

（3）

Sieseiaberim”FeinschliffderparlamentarischenBeratungen‖auszugleichen．

Die Anl山ndigungen von Bundeskanzler Gerhard Schr6der（SPD），die

Freibetr弛ebeimKaufvonJahreswagenundSteuerprivilegienvonLandw山en

nun doch nicht zu ktirzen，hatte zuvor beieinlgen G畑nen f址Emp6mng

gesor軒．FinanzexperteFritzKuhnhattevoreiner’■Bonsai・Re血m▼－gewamt．

FraktionschefRezzoSchlauchwadderSPDvor，Siewolledas’’ausgehandelte

Paket nach Gusto aufschn加en”．Scheel，die Vorsitzende des

FinanzausschussesimBundestagwird，Wiesdagegendaraufhin，daβdieListe

der 74 SteueⅣer由1nstl酢1ngen auS den Koalitionsverhandlungen ohnehin

nochmals肋e叩畑氏werdenmtisse．

BerlinerZeitung，02．11．1998，Politik

（4）

MOBILDasBonsai・Tele血n瓜rsHandgelenkprasentie托eJetZtSamsung．Das

SOgenannte NTT－Phone wurde als Prototyp bereits zu den Olympischen

WinterspielenimJapanischenNagano vorgestellt undist ab sob止Zu haben，

a11erdings vorlau丘gnurinJapan．DasTelefbnwie幻geradeeinma150Gramm

und erlaubt beieiner Standby－Zeit von 60 Stunden etwa 90 Minuten

Geplauder．

BerlinerZeitung，14．04．1999，Wissensch址t

（5）

Die Geburtdes argentinischen Shetland－Ponys hatte derZirkus als‖absolute

Sensation’’gekiert．■■Wir haben alles gemacht，WaS menSChenm6glich war”，

versiche止e der Zirkuschef．Das Bonsai．Pfbrd habe aber nicht von allein

getmnken und seitrotz仙nstlicher Em紬mnglmmer SChwacher geworden．

Frank山止erRundschau，022．12．1998，S．29

Bonsaiがある種の複合語の形式で用いられている用例としては、上記のも

のを挙げることができるが、複合語の形式で用いられている場合、Bonsaiは

「盆栽」という具体的な物を表す本来の意味ではなく、より抽象化した意味を

表していると思われる場合がある。例えば（3）では、Bonsai－Rebmという複

合語が用いられている文脈は「財政の専門化であるFdtz Kuhnは小さな改革

となることを警告している」である。ここではBonsaiは「小さな、取るに足



外来語の意味変化 5

りない」という意味を表していると考えることができる。また（4）の

Bonsai－Telefbn も、モバイル（携帯電話）の言い換えとして用いられており、

この語はここでは「小型の電話機」を意味していると言える。更に（5）の

Bonsai－PferdもこのテクストではShetland－Ponyを言い換えている語として用

いられており、従って「小型の馬」を意味している。このことから、Bonsai

という語彙が他の語と結合して用いられる場合には、「小さい、ミニチュア版

の」という意味を表す場合が多いと考えることができる。4

2．2．Geisha「芸者」

Geishaという女性名詞が用いられているテクストとしては以下のものがあ

る。

（6）

Welcher Art sind die Zugest畠ndnisse，die sie machen m舶Sen？

Bemerkenswe止dieRo】1ederFrauen：DiejapanischeFrauenbewe即nghatnie

besonders spektakular agle止，aber das politische Bewu伽sein der Frauen

Steigtkontinuierlich．Derzu畑CkgetreteneUnobracheinTabu：Erverhandelte

miteinerGeishadirekt肋erdie Bezahlung－und dieses Mallancie止ekein
l

Reporter，SOndem die betro庁ene Frau selber das schnode Verhaltenin die

Medien．

DieTageszeitung，25．07．1989，S．8

ここではGeishaは「辞任した（総理大臣の）宇野が金銭の支払いについて

直指、芸者と交渉した」という文脈で用いられており、ここではGeishaは本

来の意味で用いられている。

（7）

V611ig ungew∂hnlichis亡，daβjapanische Zeitungenin dieser Woche groβ

auf如machte A山kel肋er Unos angeblicheIミeziehungen zu einer Geisha

■

80nSaiという外来語が他の成分と結びついて用いられている場合に表す、より抽象化した意味

については、後で更に詳しく検討することとし、ここではBonsaiが複合名詞の成分として用い

られる場合には、「盆栽」という本来の意味とは異なる意味を表す場合があるということを指摘

しておきたい。
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bhngen．Die4qjahdge Dame，血enurunterdemNamen’’Miss A■’vorgestellt

Wurde，berichtete dem Magazin■’Sunday Mainichi”in einem aus氏1hrlichen

InteⅣiewtlberihrevierJahrezu血ckliegendeBeziehungzuUno，dieihrnach

eigenenAngabendreiMillionenYen（mnd43000Mark）einbrachte．

MannheimerMorgen，10．06．1989，Politik

上記の用例（7）においても、Geisha という語の前後関係は、「日本の各新聞

は、今週、（総理大臣の）宇野と、芸者との関係についての記事を大きく扱っ

ている」である。この場合も、Geishaは本来の意味で用いられている。これ

らの用例からも明らかなように、Geisha という語は、単一語で用いられてい

る場合には、日本語と同様、「芸者」という本来の意味で用いられていること

がわかる。

次に、Geishaが複合成分として用いられている場合を検討してみよう。

（8）

Auf Gmnd der verschadten Rezession seit1997und der Skandale止ber a11zu

也pplge Bankette鮎r Staatsbeamte dtir氏en die Unterhaltungsspesen seither

nochmalsummnd6Prozentge血11ensein，WiedasForschungslnStitutfdrdas

Gastgewerbein Tokio meint．Nicht nur f址das Geisha・Lacheln werdenin

TokioRabattegeboten．S畠mtlicheSp加1enderUnterhaltungsindustriesuchen

nach Wegen，um de Kundscha氏trotz gek址zten Spesen beider Stange zu

halten．Dabeihaben die Nachtklubs die kau批r王政ige Schicht der24－ bis

34－jahrigenSingle－Frauenentdeckt．

Z址icherTagesanzelger，05．08．1999，S．5，Ressort

（9）

Beweisenkann erdiesallerdingsgenausowenlgWiedie Behauptung，diepro

Kilo 200000 Yen teuren Pilze（Matsutake，nicht Shitake）seien mit

Steuergeldembezahltworden．Beweisesinddeshalbsoschwerzu丘nden，Weil

die Rechnungsb此her鮎r die Olympiabewerbung Naganos verbrannt sein

SOllen．So ganz genau wei侶das keiner，aberlrgendwann，Vielleichtim Marz

1992，SOllenzehnPappka止OnSmitmnd50AktenvollerinteressanterDetails

肋erGeschenke，Geisba・PartiesundandereGef削1igkeitenanIOC－Mitglieder

VerSChwundensein．Immerhinr紬mtderBtirgemeisterein，Seies”teilweise
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exzessiv－－zugegangenbeiderBewerbungzwischen1989und1991．

Frank山九erRundschau，030．01．1999，S．3

（10）

Yamaguchilasst denInhalt der besa酢en Ka止OnSChachteln Revue passieren．

Es waren Ausgabenbelege 肋er dieI∋ewirtung von 62 Mitgliedem des

IntemationalenOlympischenKomiteessamtBegleitung．Helikopteraus恥gein

dieJapanischen Alpen，山pplge Mahlzeitenin Erstklassrestaurants
mit

Geisha・Vor允山川ngen，Ubemachtungenin Hotelsuiten und Geschenke der

noblen A爪．

Z血cherTagesanzelger，25．01．1999，S．2

上例からもわかるように、Geishaは、複合語の成分として用いられる場合

でも、例えば（8）Gehsha－Lachelnは「芸者の微笑み」、（9）Geisha＿Pa血esは「芸

者を呼んだ宴会」、（10）Geisha－Vo血hmngenは「芸者の出し物」を意味してお

り、Geisha自体は本来の意味「芸者」をそのまま残していると判断できる。

2．3．Harakid「腹切り」

HarakiriとSeppukuの関係については、例えばDuden（2000）では、Seppuku

について、Seltenという但し書きが加えられているだけで、意味はHarakidと

同義とされる。5このことから現代ドイツ語ではもっぱらHarakiriという語彙が

用いられ、Seppukuという語はまれにしか用いられないと理解できる。本論で

もHarakihを中心に扱うことにする。

Harakiriが単一語として用いられている例を検討してみよう。

（11）

NurinJapanistdie Entschuldigungnochmehrals einselbstre凸exivesWo叶，

n畠mlich eine hohe Kunst wie Blumenstecken，Sch6nschreiben oder die

Teezeremonie．Bet山gerische Bosse，ko汀upte Politiker und Te汀Oristen

Vemelgen Sich weinend vorihren Opfern；manChe spnngen sogar，Weil

Harakiriund Seppuku ein wenlg auS der Mode gekommen sind，auS dem

Fenster，umihrGesichtzuretten・Beiunsw址demanderlei氏ireinegrosse

Ⅰ）uden（1999）S．3538参照。
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Dummheit，jaf址einenB畠rendienstamGemeinwohlhalten．

Z血cherTagesanzelger，04．04．2000，S．65

（12）

Wirsindsolangef批Schr6dererpre肋打，山ewirselbstkeinestrategischen

Altemativen haben．Das mtissen wir andem．Nicht，indem wirJetZt die

Koalition mitder SPDin Frage stellen，das ware politisches Harakiri．Wer

aberjetztundindennachstenJahrenmitSchr6dererblgreichre由erenlemt，

WirdeinesTagesselbstbew山3tauchbeiderCDUan丘agenk6nnen，WaS，bitte

SCh6n，man an gemeinsamen Vorstellungen umsetzen k6nne，und Personal

und Programm der CDU／CSU darauf abklopfen konnen，WaS an parallelen

Ansatzen erkennbarist．

DieTageszeitung，18．03．1999，S．12

（13）

InMarcoRehmeretwa，mitdessenArbeitgeberHansaRostockHerthaumdie

Ab16severllandeltunddabeilautHoenelまandieGrenzedesMachbarengehen

Will．Dieistim Poker um Christian Ziege bereits e汀eicht．Hoene13：”Wir

begehenkein Harakid．■■DiesenFehlschlagverschmerztedie He止ha－Familie

inSaa131eicht．WohleineKleinigkeitaufdemWegnachoben，denderKlub

alsKapitalgesellschaftbeschreitenwill．

BerlinerZeitung，18．05．1999，Spo止

用例（11）では、Harakihは日本語の「腹切り」と同様に、そのような行為そ

のものを表している一方で、（12）では、Harakiriは「SPDとの連立は政治的な

自殺行為」という文脈の中で用いられている。ここではHakarkiriは、「腹切り」

という行為そのものを指しているのではなく、「自殺行為」という、より抽象

化した意味を表していると考えることができる。また、用例（13）においても、

Harakiriが用いられているのは、「われわれは自殺行為を行わない（危険を犯

さない）」という文脈においてであり、この場合も用例（12）と同様に、より抽

象化した意味が問題となっている。このように、Harakiriという語は、用いら

れている文脈の中で、多くの場合、用例（11）のように、本来の「腹切り」と

いう具体的な行為を表すのではなく、「自殺行為」や「危険」という、より抽

象化した意味を表している場合が多い。このことからHarakidは、ドイツ語に

導入されることにより、日本語の「腹切り」より、「自殺行為」という、より
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一般化した意味を表すようになったということができよう。

Harakiriが他の語と結合して用いられている例としては以下のものを挙げる

ことができる。

（14）

Nach Ansicht des ersten parlamentadschen Gesch紙s山hrers der SPD－

Fraktionim Bundestag，Wilhelm Schmidt，hatdasWahldebakeleinen”Zwang

Zur Einigungin der SPD‖erzeu釦．Er rechne mit klarer Zustimmung zum

Spa叩aketimBundestag．”WirsindkeineHarakid・Gmppe．”DieSPD－Linken

WiirdensichinderDiskussionsicherlichweiterzuWo爪enmelden，aberauch

dieGrenzenkennen，SagteSchmidtinBerlin．

StlddeutscheZeitung，07．09．1999，S．6

（15）

Allianzen w屯rdenin Bem anders ausgehandelt und aufjeden
Fallerst・naCh

den Wahlen．”AuchichwilldenVomarsch derSVP stoppen，abernichtmit

der Drohung eines Regiemngsaustritts’’，SO Strahm．Der Vorschlag habe die

Wirkung einer Hara山山一廿bumg，Wamte der Bemer Nationalrat，dem sich

auch die Genkr Standeratin Chdstiane Bmnner anschloss．Auf den

VOrgeSChlagenen F吐nわunktekatalog k6nne man sich bestimmt nie einlgen，

山eintedieGewerkscha氏erin．

ZiiricherTagesanzelger，06．09．1999，S．7

（16）

Das Kudose daran：Die G畑nen haben mitihrer Unterst山zung des Atom－

Kurses die Regiemnggest址kt－und mit dem Scheitem der Stmktu汀ebm

Sich selbst geschwacht．Gedacht war das andershenlm，VOn VerSChiedenen

Seitenaus unterschiedlichenMotiven．G山nen－Pa止eitage sindnichterstseit

dem F止nトMark－Benzin－Beschluss f址nachtliche Harakid－Entscheidu皿gen

be畑chtigLJetztⅥmrdejedoch auch dem肋erzeugtesten Fundiklar，dass es

mehr als Zuね11ist，Wennin den Tagen zuvor st自ndig Neuigkeiten von

Nuklearexpo止en，F也Chsen，Leopardendurchsickem．

MannheimerMorgen，20．03．2000，Politik

（17）

Was vor allem dieitalienische Presse，die vonIⅣine bevorzu軒 negativ
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berichtet，gemelgnOrie几DerweilkultiviertIⅣine，0鮎nbar zur besseren

Tmung，SeinImagealsenfantterdblederFomell．ImGegensatzzuhlher

aberregtsichkeinermehremstha氏da山berauf．DennaufderStreckegibter

nicht mehr den Harakiri－Piloten vergangenerJahre，SOndem einen

kontrollie托en Drauf如nger，dem es durchausgelegen kommt，unterSChatztzu

Werden．

StiddeutscheZeitung，015．07．1999，S．40

上例（14）のHarakiri－Gruppeは、「選挙には敗北したが、我々は自殺行為をす

るようなグループではない」という文脈で用いられている。また、（15）

Harakiri－Ubungの場合も、「その提案は、自殺行為の練習という効果があると

ベルンの国民議会は警告している」という文脈で用いられている。このテクス

トでもHarakiri－Obungは、「自殺行為の練習」という意味を表しており、Harakiri

は「自殺行為」を意味しているといえる。そして（16）のHarakiri－Entscheidungen

についても、この名詞は、ここでは「自殺行為とも言える決定」という意味を

表しており、このことからHarakiriは「自殺行為」という意味を担っていると

考えることが出来る。更に（17）のHarakiri－Piloten もここでは「自殺行為をす

るような無鉄砲なドライバー」という意味を示していることから、Hakadkiに

「切腹」という行為そのものを意味するのではなく「自殺行為」という、より

抽象化した意味を表していると考えることが出来よう。これらの用例からも明

らかなように、Harakiriは、他の語と結合している場合でも、単一語と同様に、

「腹切り」という本来の意味そのものではなく、「腹切り」から派生した、よ

り抽象的で一般化した意味である「自殺行為、あるいは自身の存在を危ぶむよ

うな危険を畢んでいる行為」という意味を表している場合が多いと考えること

ができる。

ここで、Seppukuについて若干、検討してみよう。Seppukuが用いられてい

る例としては以下を挙げることができる。

（18）

MitdemMachtwechselundAnbmchderMe臼i－Ara1868kamNagalS Chance：

DieEliteunterdenStudentenwurdeanauslandischeUniversitatengeschickt

－ er reiste nach Berlin．1872imma山kulieIle er sich an der Fheddch－

Wilhelm－Universit礼 jedoch nichtim Fach Medizin，SOndemin Physik，
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Botanik und Chemie．Noch vor der Abreise erinne止eihn sein Lehrerin

Yokohama daran，dass er als Samuraisein Schwe托nicht vergessen dilrfe：

Falls er beim Studiumin Deutschland versage，muSSe er Seppuku，die

ehrenvo11eSelbstt6tung，begehen．

BerlinerZeitung，08．11．2000，S．12

Seppukuは、Harakiriと比べると用いられる頻度もそれはど高くなく、また、

意味機能については、上記の用例からも明らかなように、Seppukuは、単一語

として用いられている場合、本来の意味で用いられている場合がほとんどであ

る。用例（18）においても、Seppukuは、日本語と同様に、「切腹」そのものの

行為を表している。Seppukuが他の成分と結合して用いられている場合はほと

んど認められない。

2．4．Ⅸamikaze「神風」

Ⅹamikazeが単一語として用いられている用例としては、以下のものを挙げ

ることができる。

（19）

Bomben sind die WA鮎n der Ohnm畠chtigen und Selbstmordanschl弛e ein

AusdnlCk von Verzwe氾ung．D加iber kann kein postumer M畠山yrerkult

hinweg埴uschen．Niemand，derseinjungesLebenwegsprengtundanderemit

indenTodreisst，istalsKamikazegeborenworden．Die乱ISSerenUmst且nde

undeineIndoktdniemnghabenihndazugemacht．

Z血cherTagesanzelger，10．08．1998，S．1

上記の用例において、Kamikazeという語は、「相手を道連れにする自爆テロ

（をする人）」という意味で用いられている。日本語においては「神風」は、

一般に、太平洋戦争時の「神風特別攻撃隊」そのものを意味する場合が多く、

「自爆テロ」の意味で、「神風」という語が用いられることははとんどない。

その意味においては、「腹切り」の場合と同様に、ドイツ語のKamikazeと日

本語の「神風」の間には、若干の意味上の違いが認められる。即ち、日本語で

しま、「神風」という語には、「自爆攻撃」といっても、あくまでも「太平洋戦争

時の特別攻撃」という意味が前提となっていると考えられる。それに対し、ド
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イツ語のKamikazeは、「自爆攻撃（テロ）」一般を意味する語であり、日本語

の「神風」に比べると、ある種の意味的拡大を認めることが出来よう。

次にKamikazeが他の語と結合して用いられているものとしては、次の用例

がある。

（20）

Takeshita stammt aus bescheidenen Verh畠比nissen：Am26．Marz1924Ⅵmrde

erals Sohn eines Sake－Bauemin einem kleinen Bergdorfgeboren．Dennoch

konnte er sich an Tokios renommie止er Wasede－Universit乱einschreiben．AIs

2qjahrigerⅥmrde erelngeZOgenundzum Kamikaze・Pilotenausgebildet．Er

■也berlebteund schloβnach dem Kdeg sein Studium ab．Seine Bemfskardere

beganneralsEnglischlehrer．

DieTageszeitung，26．04．1989，S．7

（21）

Wir haben heⅣ0汀agende untedrdische Bunker．Aber dann werden wir

k畠mpfen．■’Unverbltihmte Drohungen richtet auch der Au侶enminister der

Selbstproklamie止en serbischen Republikin Bosnien an den Westen．Fa11s

deser militadschinteⅣeniere，Seien Serben berelt，■－Kamikaze・Aktionen▼■

gegenAtomkr；此werkeinWesteuropadurchzu鮎hren．

DieTageszeitung，10．08．1992，S．2

用例（20）では、Kamikaze－Pilotenは、「神風特別攻撃隊のパイロット」とい

う、日本語の「神風」と同様の意味で用いられている。一方、（21）のKamikaze－

Aktionenは、「自爆攻撃（テロ）」を意味している。Kamikazeが他の語と結合

して用いられている場合は、用例（20）のように、日本語の「神風」と同じ意

味で用いられる場合は少なく、もっぱら用例（21）に挙げたように、「自爆攻撃

（テロ）」の意味で用いられている場合が多い。

2．5．Karoshi「過労死」

Karoshiという語彙は、前述のように、1990年代に日本語において生み出さ
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外来語の意味変化 13

れた語彙であり、それが後にドイツ語にも導入されたのであるが、6この語彙が

単一語として用いられている例としては、以下を挙げることができる。

（21）

EndeNovemberhabensichdieAngeh6hgenderOpねrzueinemlandesweiten

Netzwerk zusammengeschlossen．Sie verlangen，da月Karoshials typische

Bemfskrankheit anerkannt wird und daβ die Hinterbliebenen entschadi釦

Werden．

DieTageszeitung，18．12．1991，S．20

（22）

Zu spelSen beginnt er do比erst，Wenn Sich sein Vorgesetzter den ersten

Bissen einverleibt hat．Dementsprechend hei伽 die aktuelle Platte von

Sala叩man auCh”Ⅸ打OShi”．Wasim 止beIlragenen Sinne”Tod durch

Oberarbeitung‖hei恥einBe如坑denessonurinJapangibt．

DieTageszeitung，11．12．1999，S．32

上記の用例から明らかなように、Karoshiは、日本語の「過労死」と同様に、

「働き過ぎのサラリーマンが死に至る病気」を意味している。また、この語が

他の語と結びついて用いられている例としては以下の用例がある。

（23）

WieJ血gste Be打agungen ergaben，betrachtet heute
mindestensjederdritte

Angestellte seinen Schreibtisch alslebensge伝klichen Arbeitsplatz．Bei

Gehaltsemp指ngem mit tiber15Diens匂ahren f址chten mehr als40Prozent，

da侶sielangstaufdem‥Ⅹaroshi－Weg‥sind．

h

Karoshiという語彙は、例えばDuden．8Bde．（1994）、Duden Universalw6止erbuch（1996）、

Duden・10Bde．（1999），更にはW6止erbuch Deutsch als Fremdspmche（2000）、Duden

Universalw仙erbuch（2001）等には収録されていない。その一方で、Duden 血s
gro鮎

Fremdw6止erbuch（1994）には、Karoschiという表記で、“p16日licher Stre伽od，der beis臼ndiger

Oberbelas山ng eintreten kann”「過労が続くことにより生ずるストレス性の突然死」という意味

が挙げられている。Bonsaiをはじめとする他の外来語に比べて、Karoshiの収録が一部の外来語
辞射こ限られていることことから、Karoshiは、ドイツ語において、それほど普及していないと

判断することもできよう。「過労死」の表記に関しては、新聞等では上例の示すように、Karoshi

と表記するほうが一般的なようである。
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MannheimerMorgen，11．11．1994，W山sch；此

この用例におけるKaroshi－Wegは、「彼らが過労死の道を歩んでいる」とい

う文脈の中で用いられている。このことからこの複合語におけるKaroshiは、

単一語と同様の意味を表していると考えることができる。

（24）

AberauchvielenJapanemwirdesallm姐1ichzuviel，dasWohlderFimamit

derelgenen Gesundheitodergardem Todzubezahlen．Gewerkscha氏en und

VieleJungereM畠nnersetzensich氏irgesetzlich丘Ⅹie什eMaximal－Arbeitzeiten

eln，denn nach Untersuchungen des Karoshi－Experten ProfessorYoshinori

HasegawalebenbereitsAngestellte，山emonatlichmehralslOOUberstunden

arbeiten，inakuterGebhr－unddasisteherdieRegelalsdieAusnahme．

MannheimerMorgen，04．03．1998，Weltwissen

この用例においてもKaroshi－Expe托enは「過労死研究の専門家」を意味して

おり、ここでもKaroshiは単一語と同じ意味を表しているといえよう。これら

ふたつの用例からも明らかなように、Karoshiという語は、単一語としても、

また複合成分として用いられている場合でも、その意味は、日本語と同様に、

「過労死」であると判断できる。

2．6．Kimono「着物」

Kimonoという外来語が用いられているのは以下の用例においてである。

（25）

Eine mit Nadeln gesteckte Wolken出sur thront tiber einemlangen weissen

Schwanenhals，derdieerotischeAusstrahlungbetont．DerねⅠ・bigeXimonomit

leuchtendgoldenem Obigebunden，WalltbisknappoberhalbderFusskn6chel．

Sekunden nur，und dann verschwindet die Frau hinter einer Schiebet叫die

sichleise schliesst．

ZtiricherTagesanzelger，05．08．1999，S．5
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2．6．Kimono「着物」

Kimonoという外来語が用いられているのは以下の用例においてである。

（25）
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（26）

Sttlhleaufder Btlbne stehen f址Bankein Park und Fhedhof，WO Sichheiter

ironische Sketche abspielen und鮎r Stimmung sorgen．Den Refrain der血ei

■■Golden Girls‖ auf der Parkbank，SpreChen schlielま1ich alle Anwesenden，

bekr姐igend nickend，mit：’’Do tut’s weh，un’do tut’s weh，alles，WaS SChee

War，derfmernetmeh－aCh，WaSWardesfrihersoschee．－■ImrotenKimono，

mitFacher，hatdiejunge90－JahdgeeinenbesonderenAu氏dtt，mimtzuralten

Weise■■Mitsou‥．‖mitbezaubernderAusstrahlungdiezierlicheJapanerin，die

VOmrOmantischen Latemenfesttraumt．

MannheimerMorgen，22．11．2000，Lokales

上例において、Kimono という単一語は日本語における「着物」本来の意味

と同義で用いられている。また以下の用例のように、Kimonoが他の語と結合

して用いられている場合でも、Kimonoは本来の意味を保ち続けている。

（27）

Da er ntlr ein Touristen－Visum hatte，muSSte er alle dreiMonate ausreisen

und entdeckte so Stadte wie Munchen，Mailand oder London．F也nfJahre

Sp如erprasentie托e Kenzo seineerste elgeneKollektion－mitSto鮎n，dieer

fastumsonstaufeinembenachbartenMarkterstandenhatte．Seinefarbenfrohe

Mode，immer mit Anklangen
anJapans

be山hmte Ⅸimono・Tradition，

besche止eihmschnellErfolg．

MannheimerMorgen，18．09．1999，Kultur

（28）

Lotus heilit aber nach
der Logik des Femsehens”femer Osten”，und

deswegen sehen wir vor der elngeblendeten Lotos－Pnanze die dazugeh6hge

Kimono－Frau．Dazu，na仙Ⅰ■1ich，Zittemde SithaトKlange：Plingploing．Zu山Ck

ins Stu山0，WO der Nano－Techniker Professor HeckelStudiogastist und

lachelt．

Frank山九erRundschau，03．12．1999，S．10

Kimonoが複合成分として用いられている（27）のKimono－Tradition は「着物

の伝統」を意味しており、また（28）においても Kimono－Frauは「着物を着た
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婦人」という意味である。このことから明らかなように、Kimonoは、Karoshi

と同様に、単一語の場合も、また、複合成分として用いられた場合も、本来の

「着物」という意味を表しているといえる。

2．7．Samurai「侍」

Samuraiの用いられている用例としては以下を挙げることができる。

（29）

Ikebana－Meistedn demonstriertim Uberseemuseumihre Kunst zwischen Zen

und Dekoration．Bevor sich die mittelalterlichen Samuraiins

Schlachtge仙mmelw打kn，SuChten sieRuhe undSammlungbeidenBlumen：

Sie gestalteten einIkebana，ein A汀angement auS Blumen，Blattem und

Zwelgen，um beidieser meditativen T乱igkeitinnerlichleer und血■eizu

Werdenf址MordundTotschlagbzw．dieKunst，Khegzuf也hren．

DieTageszeitung，30．05．1989，S．19

用例（29）において、Samuraiは「中世の侍は戦に赴く前に（心の）平穏と（精

神の）統一に努めた」という文脈で用いられており、ここではSamuraiは日本

語と同様に本来の意味で用いられていると考えることが出来る。

（30）

Das japanischeErblgsgetr畠nkl誠t den Kopf bmmmen．Seiりahrhunde止en

bestimmterdas6鮎ntlicheLebenJapansmit．Undnochheute■■schmie止‖der

Sake，der aus kleinen Porzellantassen getmnkene Reiswein，die鮎der von

Handelund Wandelim traditionsbewu伽en Land der Samurai．Wer do托als

Ausl弛der Erblg haben will，SOllte 血e’’Sake－Ba血ere■■ nicht nur emst

nehmen，SOndem山benvinden．

MannheimerMorgen，？．12．1989，Weltwissen

用例（30）においても、Samuraiは「酒は、今日でも、伝統を重んじる侍の国

のおいて、商業活動を動かす車輪の潤滑油である」という文脈で用いられてお

り、ここでもSamuraiは日本語におけるのと同じ意味を表していると考えるこ

とが出来よう。
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（31）

Schonla伽 sich die seit zweiJahrzehnten andauemde Rebm－ und

O放1ungSperiode Chinas mit derJapanischen Me臼i－Restaurationnach1868

Vergleichen．Damals scha仇e das Tenno－Reichinnerhalb von30Jahren den

Spmng vom畑Ckstandigen Samurai・Staat zum milit畠山schen Sieger臼ber

RuslandunddamitzurangehendenWeltmacht．

DieZeit，06．05．1999，S．3

（32）

Zu den Bestechungsvon仙rkn gegenIOC－Mitglieder schreibt die britische

ZeitungTheIndependent：’■He汀Samaranchistwohlnochnichtbereit，Sichin

das Samurai－Schwert zu sttirzen，dasihm von der Stadt Nagano beiden

OlympischenWinterspielen1998geschenktwordenist．Aberzumindestgibt

esJetZtAnzeichen da血r，da月einlgekritischeMitgliederdesIOC bereitsind，

einwenigbeiseinemSturznachzuhelfen．

SuddeutscheZeitung，025．01．1999，S．4

（33）

L wie Leconte： Der gallische Hahn， einst Halb五nalist， 1mmer noch

Ballk山1Stler，Sa酢e Wimbledon adeu．Was er am meisten vemissen wird7

‖Die Stille．‖M wie Matsuoka：Sein Saml打出・Tennis beeindmckte auch

Sampras，der desJapaners Verbeu釘1ngin vier Himmelsrichtungenin sein

Repe止Oireauhahm．

Frank山止erA11gemeineZeitung，1995

用例（31）から（33）は、Samurai

る。（31）Samurai－Staatは「侍

Samurai－Schwe止は「侍（武士）

が他の語と結合して用いられている場合であ

（武士）が支配していた国家」を、（32）

の刀剣」を意味しており、単一語と同様に、

他の語と結合して用いられている場合でも、Samuraiは日本語と同様の意味を

表していると見なすことが出来よう。用例（33）samurai－Tennisについて検討し

てみよう。ここでは日本のプロテニスプレーヤーである松岡修造のテニスを称

してSamurai－Tennisと呼んでいるのであるが、この場合、Samuraiと呼ばれた

理由としては、まず、松岡が日本人男子テニスプレーヤーであること、そして、

彼のテニスが気骨のある、人並みはずれていると判断されたということを挙げ

ることが出来よう。このように、用例（33）のSamuraiは、用例（31）（32）とは異
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なり、Samumiが「侍」そのものを表しているのではなく、「侍」の内面に備

わっている性質を表していると考えることができる。しかしながら、用例（33）

で表されているSamuraiの意味も、日本語の「侍」の表す意味のひとつに含ま

れており、従って用例（33）の場合も、日本語の「侍」の意味がそのまま現れ

ていると考えることができよう。7

2．8．外来静の意味機能

本論の考察対象となった上記の日本語起源の外来語が、単一語として用いら

れている場合と、他の成分と結合して用いられている場合について、本来の日

本語の意味と違いが認められるかについては、以下のようにまとめることがで

きる。

外来語 単一語での意味変化 複合語での意味変化

Bonsai ＋

Geisha

Harakiri 十 ＋

Kamikaze ＋ 十

Karoshi

Kimono

Samurai

Seppuku

＋：意味変化が認められるもの

－：意味変化が認められないもの

上表からも明らかなように、日本語からドイツ語に導入された語彙は、単一

語として用いられている場合には、Harakiri、Kamikazeに日本語の意味とは異

なり、より抽象化した意味で用いられる傾向が認められるが、その他の場合に

は、日本語と同様の意味で用いられていることがわかる。その理由のひとつと

7

例えば「上役に楯突くとは彼はなかなかの侍だ。」という文では、「侍」は「侍」そのものを指

しているのではなく、「侍」に備わっている内面的性格が現れていると考えられる。このことか

ら、日本語の「侍」には、「侍」そのものを指す場合と、「侍」の性質を指す場合があると判断で

きよう。
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して、次のことが挙げられると思われる。そもそも外来語の意味が、本来の意

味とは異なる意味を表すようになるという現象は、それほど頻繁に認められる

ものではないし、仮に外来語が本来の意味とは異なる意味を表すようになると

しても、それにはかなり長い年月を必要とすることであろう。日本語から導入

された上記の外来語は、どれも日本独自の現象や習わしを表すものであり、ド

イツ語には存在しない概念である場合がほとんどである。しかもドイツ語に導

入されてからもすでに長い年月が立っているとは考えにくい。そのために本来

の意味がそのまま残されていると考えることができる。例えば、Harakidにつ

いては、そもそもHarakid「腹切り」という行為がドイツには存在しないため

に、ドイツ語では「腹切り」の表すもうひとつの意味である「自殺行為」とい

う部分に焦点がしぼられて用いられるようになったと考えられる。8 同様のこ

とはKamikazeについてもいえる。Kamikazeは日本語の「神風」が、もっぱら

「第二次世界大戦中の飛行機による自爆攻撃」という意味で用いられているの

に対し、ドイツ語のKamikazeは本来の意味の一部である「自爆攻撃（テロ）」

の部分だけを意味する語として用いられている。また「自爆テロ」という意味

は日本語の「神風」には存在せず、ここには意味的な変化も認められる。9

一方、これらの日本語から導入された語彙が、他の語と結合して、即ち、あ

る種の複合成分として用いられる場合には、特に BollSai、Harakidそして

Kamikazeにおいて、本来の意味とは異なる意味機能を果たしていることが明

らかとなった。ところでこれら3つの外来語の中で、Harakiriと Kamikazeに

ついては、複合成分として用いられている場合の意味機能は、単一語のそれと

同じ意味機能を示していると言うことができる。例えばHarakiriについては、

「自殺行為」が、またKamikazeについては「自爆攻撃（テロ）」という意味

機能が単一語の場合も、そして複合成分として用いられている場合にも表れて

いる。これらふたつの語については、ドイツ語に導入されることにより、

枯ドイツ語には「自殺行為」を表すSelbstmordという諦が存在しており、「自殺行為」という意

味においては、HaIコkidとSelbstmordという語が重複して存在していることになる。このふたつ

の語についての使い分けについては、本論で詳しく検討する余裕はないが、両者の違いは、

konnotativな意味、および文体上の違いが関係しているとも思われる。

叫

日本語の「神風」には、「自爆攻撃」から派生した「無謀で命知らずなこと」を表す場合があ

る。例としては「神風タクシー」を挙げることができるが、この用例は既に死語とみなすことも

できるだろう。しかし「自爆テロ」という意味は、日本語の「神風」には存在しない。またドイ

ツ語の「自爆攻撃」を意味するSelbstmordan加圧との違いについては、「自殺行為」とSelbstmord

の場合と同様に、文体的な要因が考えられるだろう。
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20 伊 藤 眞

Harakiri、Kamikazeの意味が本来の日本語の語彙である「腹切り」、「神風」の

意味と比べて、より抽象化した意味を表すようになったということができる。

その一方で、Bonsaiについては、単一語では本来の「盆栽」という意味を表

しているのに対し、複合成分として用いられた場合には、「小さな・ミニチュ

アの」という意味機能を果たしている場合がある。しかも「小さな・ミニチュ

アの」という意味は、単一語では現れない。このようにBonsaiについては、

単一語として用いられている場合と、複合成分として用いられている場合とで

は異なる意味機能を果たしていることになり、他の外来語にはみられない興味

深い現象であるということができよう。そこで以下ではBonsaiが複合成分と

して用いられた場合にのみ表れる「小さな・ミニチュアの」という意味機能に

焦点をしぼって更に詳しく検討してみることにしたい。

3．複合成分Bonsaiの意味機能

Bonsaiが複合成分10として用いられている場合には、用例（3）から（5）に挙げ

たように、「小さい、ミニチュアの」という意味機能を認めることができる。「小

さい」という意味を表す成分には、一般に縮小接尾辞（Diminutivsu伍Ⅹ）と呼

ばれるものがあり、ドイツ語の縮小接尾辞としては、一Chen、－1einが知られて

いる。複合成分としてのBonsaiの意味機能は「小さい、ミニチュアの」であ

るが、この意味機能に、－Chen、－1einなどの縮小接尾辞などで認められる「か

わいらしい」という肯定的なkonnotative Bedeutungが付加しているかを．まず

検討してみよう。

（34）

1974kam Hadng－Smithim kleinsten Land der Welt an，dem souver畠nen

1り注3で触れたように、Bonsaiが他の語と結合して用いられている場合、完全な複合語のように、

一語で書かれるのではなく、ハイフンで結ばれて表記されるという特徴がある。このことから
Bonsaiと結合して形成された語を複合語と見なすことができるかという問題がある。複合語と
は二語以上の語が結合して一語となっているものをいうが、その場合、それぞれの成分の意味は、

それぞれの成分本来の意味をそのまま表している場合がほとんどである。Bonsaiは、複合語の

第一成分として用いられる場合、本来の「盆栽」という意味を表してはおらず、本来の意味から

派生したと考えられる「ミニチュアの」という意味で用いられている。このことから、Bonsai

をひとつの独立語とみなすことが妥当であるのか、それとも語の形式を示してはいるが、意味は

本来のものとは異なることから、諦ではなく擬似接頭辞（A丘ⅩOid）と見なすべきであるかとい

う問題が生ずる。この点についての詳細な検討は別の機会に譲ることにし、ここでは一応、「複

合成分」という名称を用いることにする。
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RitterstaatdesMalteserordensimZentmmRoms．”Ichhabevorherangerufen，

weilichamGrenzbeamtenvorbeimusste，derdiePfbrtezumLandbewachte”，

1achtdieAmehkanedn．Drei王妃rgerverliefeIISichin demBonsai－Staat，der

problemlosinein血eist∂ckigesHauspasste．

ShddeutscheZeitung，04．11．1999，S．22

上例のBonsai－Staatは、単に「小さな国家」という意味を表しており、この

ことから、Bonsaiには、肯定的なkonnotative Bedeutungが含まれているとは考

えにくい。反対に、Bonsaiと結合した場合に、否定的なニュアンスが表れる

場合がある。

（35）

In jedem Fallkommt einlgeS ZuSammen，mehrere HundeIIMeldungen pro

Tag．Umsiezukanalisieren，由btes山ber1500Rubdken，diesaubersoIlie止

anklickbar sind．Die Qualit畠亡Skontro11efindet nur am Rande s也tt：In Sachen

Deu亡SCh bietet die Eingabemaske 紬r die Nachrichten den

Bonsai－Journalisten jetzt auch eine
－

Weitgehend 占rfolglose －

Rechtschreibpr心血ng．BisJetZt由bt es als redaktionelleAufpassernur血e
so

genannten”ChannelCops’’，die sich zumeist aus den Kreisen ver血enter

Schreiberrekmtieren．

BerlinerZeitung，22．09．2000，Medien，S．20

この用例では、Bonsaiは「ドイツ語に関しては、ニュースのための入力マ

スクは未熟なジャーナリストに正書法の試験を提供している」という文脈で用

いられている。このことから、Bonsai一には、「未熟な、馬区け出しの」という意

味機能を認めることができ、ここではBonsai一には、否定的な意味を表してい

るといえよう。このことは、先に挙げた用例（3）Bonsai－Refbmについてもあ

てはまる。Bonsai－Refomは用例（3）では「小さな（取るに足らない）改革に

終わることを警告している」という文脈の中で用いられており、この場合も

Bonsai－は、否定的な意味を表していると考えられる。Bonsai－という成分に何

らかの付加的な意味機能が認められるかをもう少し検討してみよう。
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（36）

Auch das91：68im entscheidenden f山l氏e Matchin der mit8500Zuschauem

prallgef山1ten Berliner Max－Schmeling－Halle standlange auf Messers

Schneide．Erst als Alba－Spielmacher Kiwane Gards zu Beginn der zweiten

Halbzeit p16tzlich so entfesselt肋er das Feld tobte，als seiein kleiner

Bonsai－Michael－Jordaninihn gefal廿en，Standen die Bonner endg山tig auf

Verlorenem Posten．

DieTageszeitung，14．05．1999，S．18

この用例ではBonsai－は、MichaelJordanという固有名詞と結合している。こ

こではBonsai－MichaelJordanという語は「あたかも彼の中に小型のマイケル・

ジョーダンが入りこんだかのように」という意味で用いられているが、この文

脈の中ではBonsai－は肯定的なニュアンスも、否定的なニュアンスも表しては

いない。

（37）

Gro13m畠zene wie SAP sind noch die echte Ausnahme．US－Ma13stabe bei

Spenden h別t Matthias Dennhardt，Sponsorlng－Experte der Berliner

Humboldt－Universit礼 山r ■■absolutune汀eichbar‥．Seine Erねhmng sagt：

▼▼Spenden－Akquisition bedeutet，dicke Bretter zu bohren，Weilviele

Hochschulen beiden gleichen Fimen anklopkn．”Gut，dass es Verpackung

gi比Umnichtabgehan釦ZuWerden，t亡此elnselbstBonsai・Hochschulenwie

dieFHPotsdam mitnur1700StudentenanMarketingkonzepten．InPotsdam

lieβetwaeinebekannteamedkanischeKlopsbrat－KetteDeslgnStudenteneine

neue Baguette－Verpackunggestalten；eine Ge畑Stbau伝maveranstaltete eine

Pr畠SentationundspendierteimGegenzugeinGer也St・

S止ddeutscheZeitung，031．08．1999，S．2／14，

用例（37）においても、Bonsai－Hochschulenは「小さな大学、ミニ大学」とい

う意味を現しており、この場合も、Bonsai一に肯定的なニュアンスは認められ

ない。
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（38）

PaulMaritz，Vizeprasident von Microsoft，bezeichnet Windows CEglobalals

eineSoftware，die▼Iunterhalb der SもⅣertt angeSiedeltist：－－UnserVision，die

langsam Realit如Wird，ist，ein System
anzubieten，das氏1rjegliche

A止VOn

Comsumerprodukten geelgnetist．■■Mit der Version3．O Bonsai－Computem

mit Farbbildschimen，St地eingabe und Sprachsteuenmg unterst山zt diese

Ausf仙川ng Ger乱e，die sich wenlgVOn den Einstelger－Notebooks dder－PCs

unterscheiden．

COMPUTERZEITtJNG，02．07．1998，S．14

（39）

AhnlichwiebeidemComputerk山【enkommtesbeimvirtuellenBonsaiaufdie

dchtige P爪ege an．Die So托ware bietet dreiSo托en zur Auswahl：Kiekr，

P舶ume und Ahom．Wie beiechten Zwergbaumen m也ssen die Zwelge der

Computer・BonsalgeSChnitten und gep爪egt werden．Sonst wird der Baum

krankundgehtein．

S山ddeutscheZeitung，031．08．1999，S．14

用例（38）では、Bonsaiという語は、複合語の中で、規定語として意識され

ている。一方、用例（39）では、Bonsaiという成分とComputerという成分が入

れ＃わっているが、それぞれ第一成分が複合語の規定語と理解されている。例

えば用例（38）ではBonsai－Computerという形式で用いられているが、この語は、

「小型のコンピュータ」という意味で用いられている。一方、用例（39）では、

Computer－Bonsaiという語であるが、文脈から判断して、この複合語ではBonsai

という語は文字通りの本来の「盆栽」という意味で用いられている。そして前

にComputerという規定語が添えられており、それにより「コンピュータの中

で育てる盆栽ソフト」という意味を表しているのである。

一一方、Bonsaiが基礎語として用いられている場合でも、「盆栽」という本来

の意味ではなく、「小型の」という意味機能を示している場合がある。

（40）

Und mitderZuladungvon470Kiloほsst es sich sowieso酢Itleben．Bisher

Seltenin dieser Klasseist die um血l酢eiche Sicherheitsausstattung．Der

Ⅸorea－BonsaibietetnebenDoppeIairbagsogarSeitenairbagsundnebenABS
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用例（38）では、Bonsaiという語は、複合語の中で、規定語として意識され
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Und mitderZuladungvon470Kiloほsst es sich sowieso酢Itleben．Bisher

Seltenin dieser Klasseist die um血l酢eiche Sicherheitsausstattung．Der

Ⅸorea－BonsaibietetnebenDoppeIairbagsogarSeitenairbagsundnebenABS



24 伊 藤 眞

aucheinenmitderStotterbremsegekoppeltenBreak－Assist（EBD）．

BerlinerZeitung，18．08．2000，S．9

この用例では、Bonsaiは、「韓国製の小型車」という意味で用いられており、

その意味では「小型の」という、複合成分としてのBonsaiが表す意味だけで

はなく、さらに「車」という意味が追加して用いられており、特殊な例と見な

すこともできよう。

上に挙げた用例からも明らかなように、Bonsaiは、具象名詞、抽象名詞な

どさまざまな名詞と結合し、しかも特定の意味分野に属する名詞と結びつく傾

向は見られない。また、このBonsai－という成分と結びつく語は、日本製のも

の、たとえばコンピュータや、モバイルテレフォン、小型の軽自動車などだけ

ではなく、ドイツ語本来の名詞（Pkrd、Bu鮎1など）や、人名を表す固有名

詞、更には大学など教育機関を表す名詞とも結合していることがわかる。また、

Bonsai一には、縮小接尾辞－Chenや－1einのように、「かわいらしい」という肯定

的な意味機能が付加することはなく、いくつかの用例では、否定的な意味機能

が加わる場合がみられる。

Bonsaiは他の成分と結合した場合には、上述のように、「小さい、ミニチュ

アの」という意味機能を表しているが、ドイツ語には、まさしく「小さい、ミ

ニチュアの」という意味を表す成分Miniaturがあり、しかもその成分は、Mini＿、

あるいはMiniatur－という形式で他の成分と結合して用いられる。更には、形

容詞klein「小さい」を複合成分としたKlein－という形式も認めることができ

る。そこで以下ではMiniatur－、Mini－、およびKlein一という成分とBonsai－とが

同義であるのか、あるいは両者の間にはどのような意味機能的な違いが存在す

るのかを検討してみたい。

3．1．Miniatur－、Mini・の意味機能

Miniatur－ あるいはMini－という成分が他の語と結合して用いられている例と

しては、以下のものを挙げることが出来る。

（41）

F址 dieJ山IgSten Besucher machen nostalglSChe Fahrgesch主此e den

Weihnachtsmarktbesuch zu einem besonderen Erlebnis．So drehen

beispielsweise ein wundersch6nes Kamssellund eine Miniatur・Eisenbahn
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ihremunterenRundenmitdenKleinen．

MannheimerMorgen，28．11．2000；BudenzaubermndumdenWasse山1m

この用例において、Mi山atuトは「クリスマスの市の出し物として走っている

ミニチュア鉄道」という意味を示している。従ってMiniatur＿は「ミニチュア

の」という意味機能を担っている。ここではMiniatur一には否定的な意味機能

は認められず、あくまでも「小型の、ミニチュアの」という意味を表している。

（42）

Nach zweiStunden Besenschwingen waren rund40 S畠Cke mit Ab伝11en

eingesammelt，danacb konnten sich alle mit hei鮎m Ka鮎e und bele酢en

Br6tchenstarken．Au月erdemerhieltenalleTeilnehmereineUrkundeundeine

M山1tonneimMiniatur・Fomat．F山・dieKindergabeszus乱zlicheineSto払

Wtihlmaus．

MannheimerMorgen，19．09．2000，Lokales

用例（42）においても、Miniatur－Fomatは、「清掃作業に参加した人に贈られ

たミニチュアのゴミ容器」という文脈の中で、「ミニチュアの」という意味を

表している。この場合も、Miniatur一には否定的なニュアンスは感じられない。

（43）

DenRauminRot，GelbundTe汀akottagehalten，f山11tsichderNutzerschnell

in s舶1iche Gefilde versetzt．Dazu eine Ecke mit Pぬnzen－fe山glSt der

Wellness－Tempel．Medite汀aneSFlairほsstsichmitblauenT6nenzaubem．AIs

AccessoireswirkenhierMuscheln，einMi山atur－Segelschi∬undk血stliche

Seesteme．

MannheimerMorgen，20．06．2000，SonstlgeS

この用例で用いられているMiniatur－Segelsch肘も、飾り物として用いられて

いる「ミニチュアの帆船」という意味を表している。この語においてもMiniatur＿

に、否定的なニュアンスは認められない。
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（44）

Obwohl氾ng eineJungereGenerationve几htt，h別t ersichthematisch an die

VorgabenderGrossen．InseinemSoloprogrammwechselnhumongeSongsab

mitrockigenGood－Sons－Nummemundnachdenklichen，SOrg払1tigbmulierten

Miniatur－Epen，dezelgen，dassderSongwrlterdieUⅣaterderGattungwohl

studie托hat．

ZtiricherTagesanzelger，24．09．1999，S．12

用例（44）においても、Miniatur－Epenは「小型の叙事詩」という意味で用い

られており、Miniatuトは「小型の」という意味機能を担っていると考えられる。

（45）

Vor der Saison hatte Robe止O B6ckli，der Trainer des U17－Teams des FC

St．Gallen，den Spielem einen Schltlssel紬hanger geschenkt，an dem eine

Miniatur－AusgabedesWeltmeister－Pokalshing．

St．GallerTagblatt，26．06．1999，S．＊，Resso止

このテクストにおいては、Miniatur－Ausgabeは、「St．Gallenのサッカークラ

ブの17歳以下のチームの監督であるRobe止O B6ckliは、プレーヤーにワール

ドカッブ優勝カップのミニチュアのついたキーホルダーをプレゼントした。」

という文脈において、「優勝カップのミニチュア版」という意味を表しており、

Miniatur－という成分は、ここでは「小型の、ミニチュアの」という意味を表し

ていると考えることが出来る。

（46）

Die Lindauer Wissenscha氏1er haben die Stereo－Kamera entwickelt，die

Panorama－Auhahmen vom Landeplatz und der Umgebung aufnehmen soll．

AulまerdemhabensieeineMiniatur・Ⅸameragebaut，dieaufeinemBaggeram

Sitzt．Der
Baggerm

sollBodenproben des Roten Planeten auhehmen und

mikroskopischnachWasseruntersuchen．

Frank山九erRundschau，06．12．1999，S．20

（47）

In Portugalkommunizieren die Hauser selbst durch au脆11ige Mosaiken mit
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der Au鮎nwelt．Jeder kleinste O止in der
westlichen T山rkeip鮎gt als

Trefわunkt seinen Teega止enin einer Miniatur－Parkanlage，W畠hrend die

Britenwiedemmgro鮎nWe止aufdasInnenlebenihrerkleinenH畠userlegen．

Frank丘山erRundschau，23．10．1999，S．13

用例（46）及び（47）において、Miniatur－Kamera、Miniatur－Parkanlageはそれ

ぞれ「小型のカメラ」、「ミニチュアの公園」という意味を表している。これら

の場合にもMiniatur一には、何ら否定的は意味を認めることは出来ない。

（48）

Im Vergleich
zuJapan seien die Preisein Deutschland aber noch relativ

bescheiden，meint Kreuz．‖InJapan werden we止VOlle Bonsais zum Teil氏ir

Millionenpreise gehandelt．”Einen Teilder Mini・B且ume ziehen die

HeidelbergerG畠山nerselbstgro8．‖Zwischen25000und30000Pnanzenim

Jahrimpo山erenwir，酢6伽enteilsausJapanundTaiwan，Sa軒Zimmer．

MannheimerMorgen，23．09．2000，Ratgeber

この用例においても、Mini－B畠umeは、Bonsaiの言い換えとして、「小さな、

ミニチュアの木」という意味を表しており、否定的な意味は示されてはいない。

上記の用例からわかるように、これらの成分の表す意味機能としては、

Miniatur－と結合する語により表されるものの構造や形はそのまま保たれるが、

その大きさが「小型の、ミニチュアの」を表すということを挙げることができ

る。例えば（41）から（47）の用例についても、EisenbahnやSegelsch瓜更には

KameraなどとMiniatur－が結合することにより、これらの本来の大きさのもの

を、そのまま小さくしたものという意味機能を設定することができる。また、

それぞれの文脈において、Miniatur一及びMini－は、他の語と結合して用いられ

た場合、肯定的、あるいは否定的なニュアンスが加わることはなく、あくまで

も大きさが小さいことを表すのである。

3．2．Klein．

Klein一について検討してみよう。Klein－という成分が結合したものとしては、

以下のものを挙げることができる。
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（49）

Deutschlandszweltgr6伽erHandelskonzemRewewilleineReiheunrentabler

氾ein・Supemarkte血cht machen．Betro鮎n sind Verkaufsstellen mit einer

Flache von wenlger als 300 qm beiverschiedenen Lebensmittel

－Ve托hebslinienwieMinimalundHL．

MannheimerMorgen，21．09．2000，Wirtschaft

上記の用例では、氾ein－Supemarkteは、「ドイツで第二位の規模をもつ商業

コンツェルンであるReweは、利益のあがらない小型のスーパーマーケットを

閉鎖するつもりである。」という文脈の中で用いられている。ここではKlein－

は、ただ「小型の、小規模の」という意味で用いられており、肯定的・否定的

な意味機能は認められない。

（50）

Eine 30－j抽rige Mannheimerin 山hr dort mitihrem Pkw auf der

Linksabbiegerspur der Wilhelm－Vmholt－Allee beig巾inem Ampelsignalin

Richtung Fahrlachstraβe．An der Einm也ndung stie月ihr Auto mit einem

Kle山一hstwagenzusammen，deraufderWilhelm－Vamholt一山1eeinRichtung

Heidelberg untenvegs war und beiRotlicht an der Ampelin die Kreuzung

ein山hr．

MannheimerMorgen，17．10．2000，Lokales

（51）

DerMannwaramSonntagmit seinem FahrzeugaufderA6－auS Richtung

Saarb畑ckenkommend－unteⅣegS．Gegen6．15UhrkamderKlein・Lkwauf

der Tangente zur A67Richtung Frank山止am Viemheimer Dreieck aus

unbekannter Ursache，SO die Polizei－Autobahn－Station Lorsch，naChlinks von

derFahrbahnabundpralltegegeneinenBaum．

MannheimerMorgen，20．11．2000，Lokales

用例（50）および（51）においても、Klein－LastwagenおよびKlein－Lkwは、と

もに「小型のトラック」という意味を表している。この場合もKlein－は、単に

「小型の」という意味で用いられており、肯定的あるいは否定的なkonnotative

Bedeutungは認められない。
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MannheimerMorgen，17．10．2000，Lokales

（51）

DerMannwaramSonntagmit seinem FahrzeugaufderA6－auS Richtung

Saarb畑ckenkommend－unteⅣegS．Gegen6．15UhrkamderKlein・Lkwauf

der Tangente zur A67Richtung Frank山止am Viemheimer Dreieck aus

unbekannter Ursache，SO die Polizei－Autobahn－Station Lorsch，naChlinks von
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MannheimerMorgen，20．11．2000，Lokales

用例（50）および（51）においても、Klein－LastwagenおよびKlein－Lkwは、と

もに「小型のトラック」という意味を表している。この場合もKlein－は、単に

「小型の」という意味で用いられており、肯定的あるいは否定的なkonnotative

Bedeutungは認められない。
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（52）

Ein Onkelzelgte den Zwillingen zwar ein paar Gh庁e auf der Gita汀e，das

Meistehabensiesichaberselbstbeigebracht．GenausowieJonathan：‖Beider

Omaaufdem Land standen Trommelnhemm，aufdenenich hemmgemacht

habe’’．ZuWeihnachtenbekamerein elgeneS Schlagzeug．DerGro8vaterder

Klein－Zwi11inge baute seinen Speicherschuppenin Reilingen aus，undwenn

dieBubenheuterocken，SeⅣie止血eOmaKuchenundLimonade．

MannheimerMorgen，02．12．2000，Lokales

この用例では、Klein－Zwillingeは「幼い双子」という意味であるが、この場

合は、「年齢の小さい」という意味であり、（51）までの用例における「形状が

小さい」という意味とは異なっている。

（53）

DasMuseum山rFilm－undFototechnikinDeidesheimfeie爪dasJubilaumam

Sonntag mit der35．Film－und Fotob（irsein der Deidesheimer Stadthalle‥．．

Vor Weihnachten1982血Id sich ein TrageⅣerein zusammen，－derJetZt123

Mitglieder z弛1t．Klaus Becker，Inhaber der Fima Stahlbau Sch独r

（Ludwigshakn）undderDeidesheimer凱rgemeisterStef血Gillich応rde止en

denTraumvon‖Klein－Hollywood”anderMittelhaardt．

MannheimerMorgen，07．12．2000

この用例では、「Mittelhaardtに小型のハリウッドを作ろうという夢を現実に

近づける」という文脈でKlein－Hollywoodという語が用いられている。このこ

とからも明らかなように、ここではKlein－は、Miniatur－、Mini－という成分と

同義で用いられていると判断できる。

（54）

Die FDP－Bundestagsfraktion hat die Titelseiteihrer Weihnachtska止e mit

einerZapf由ulemr”Blau－Gelb－Spritgarantie止Ohne Okosteuer”versehen．An

der Za〆s如Ie tankt der Weihnachtsmann，der allerdings nichtim

Spri脆essenden Stra13enkreuzer vo脆hrt，SOndern mit dem Rentierschlitten．

Wamm Rentiere tanken m山ssen，bleibtindes das Geheimnis der FDP．Die
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g山neChristineScheelistunterdieⅨ1ein・Untemehmergegangen．

MannheimerMorgen，09．12．2000，Politik

この用例では、Klein－Untemehmerは、「緑の党のChristine Scheelは、小規

模（零細）の企業家になった」という文脈で用いられている。従ってここでの

Klein－は、「小規模（零細）の」という意味を表していると考えられる。また、

この文脈では、Klein－Untemehmerは、否定的な文脈の中で用いられてはいる

が、Klein一自体には、否定的な意味機能を認めることはできず、ここではKlein＿

は、あくまでも「小規模（零細）の」という意味を表していると考えられる。

（55）

DieZeitensindlangstvorbei，alssichdieVerantwo托1ichender触herenSBG

（SchweizerischenBankgesellscha托）ge計gerthatten，dasssiedasProvisohum

aus der Bauzeit der Gescha氏sstelle Altst乱ten，den ‖Freihor’－Anbau

Rorschacherstrasse4，nicht als RaumreseⅣe
enVarben．《zweiStockwerke

gen叱enheute》，SagtKarlA叩agauS．Es kamzueinerRedjmensioniemng，

WeilgewisseArbeitenteilsvorJahrenschonausderRegionausgegliede止und

Zentralisiertwurden．KleiIトGesch出tsstellenwurdeninderRegionRheintal

－WerdenbergnochunterdemSBG－Si釘IetgeSChlossen，einigeimbenachba止en

Ausse汀hodenvonderheutlgenUBS．

St．GallerTagblatt，08．01．2000，Resso几

用例（55）においても、Kein－は、「小さな事務所」という意味で用いられてい

る。この文脈では、Klein一に、否定的な意味機能は認められず、中立的な「小

さい」という意味を表していると考えられる。

（56）

17500Franken kam beider zweiten Au爪age des Sponsorenlaufbsin der

Spo托halle Tellenfeld zusammen．Dieser
Betrag kommtlaut Thomas

Hansmann vollum伝nglich der F6rderung vonJunioren undJuniorinnen

innerhalb des TVA zu酢1te．DenJugendlichen werde vor allem ein

Ver如nsti酢er Trainingsanzug abgegeben．Ausserdem sollein Klein－Bus

m雌nanzie止Werden，derdieJungen Spielerinnen undSpieler，aberauch die
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Leichtathletinnen und Leich亡athleten beiihren Wettk畠mpfen und Tumieren

JeWeilszumWettkampfbrttranspo止ie止

St．GallerTagblatt，18．01．2000，Resso止

（57）

Arbeitslos wagte er，naCh dem Besuch eines Kiga－Kurses，an Welchem

Grundkenntnisse vemittelt und ein Konzept
erarbeitet wurde，Sich

selbst畠ndigzumachen．Nachdreりahrenzeigtersichtiberzeugt，dassessich

gelohnt hat，Risiko einzugehen．Im Durchschnitt f也h托 er t畠ghch zwei

Transpo托e．Er tut dies mit einem Klein－Combiwagen und一山r gr6ssere

TransportebiszueinerTonneGewichトmiteinemKastenwagen．

St．GallerTagblatt，18．02．2000，Resso山

上記のふたつの用例ではKlein－は、「小型の、小さい」という意味で用いら

れている。（56）ではKlein－Busは「小型のバス」を意味しており、（57）では

Klein－Combiwagenは「小型のライトバン」を意味している。このことから、

これらの用例においては、Kleinは「小型の、小さい」という意味を表してい

ると理解できる。また、これらの用例においても、肯定的あるいは否定的な意

味機能は認められない。

（58）

ImvergangenenJahrversuchteGretagsichmitzahlreichenObemahmenals

Weltmarktleaderzuetablieren．BeidenKlein－Fotolabors，dieindenUSAzu

Tausendenin Supemarkten山stallie止Wurden，Sind die Regensdorkrlaut

elgenenAngabenmiteinemMarktanteilvon35ProzentbereitsdieNummer

einsvordenJapanemNoritsuundFuji．

ZtiricherTagesanzelger，05．04．2000，S．37，Resso比W山scha允

用例（58）では、Klein－Fotolaborは、「アメリカの何千というスーパーマーケ

ットに設置されている小さな写真スタジオ」を意味している。このことから

Klein－は前掲の用例と同様に、中立的な意味での「小さい」を意味していると

考えられる。

以上、「小さい、小型の」を意味するKleinが用いられている用例を検討し
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たが、氾ein＿の意味機能については、Miniatur－の場合のように、Klein－と結合

する語の「本来の大きさ、規模」または「本来の構造」といったものは前提と

なっておらず、あくまでも「小さな、小型の」という意味機能を表していると

考えることができる。また、Klein一についても、Miniatur－の場合と同様に、「小

さい、小型の」という意味機能に、更に否定的な意味機能が付加することはな

いと判断できる。

3．3．Bonsai．、Miniatur．、Klein・の意味機能の比較

これまでに行ったBonsai－、Miniatur－およびKlein－の意味機能の検討を踏ま

えて、以下ではこれら三つの成分の意味機能を比較してみよう。上述のように、

Bonsai＿、Miniatur＿、Klein－の各成分は、「小さい、小型の」を意味するが、ま

ずMiniatur●の場合、上述のように、この成分と結合する語の表すものについ

て、本来の「大きさ」が前提として意識されており、この本来の大きさに対し

て、「小型の、ミニチュアの」という意味を表していると考えることが出来る。

例えば用例（41）のMiniatur－Eisenbahnの場合、本来の大きさのEisenbahn「鉄

道」が、表す意味の前提として意識されており、その「ミニチュア版」という

意味をMiniatur－Eisenbahnが表していると言える。同様のことは用例（42）以下

についても当てはまることである。

一方、氾ein一については、Klein－と結合するものの「本来の大きさ」は意識

されておらず、単に「小型の、小さい」を意味している場合が多い。例えば用

例（49）のKlein－Supemarktenについても、（50）のKlein－Lastwagenについても、

本来の大きさのSupemarkten「スーパーマーケット」やLastwagen「トラック」

は意識されておらず、単に「小さなスーパーマーケット」や「小型のトラック」

を意味しているに過ぎない。また、Klein－と同じ意味機能を果たしているもの

として、付加語形容詞kleinを挙げることが出来る。Klein一と結びついたもの

は、単なる付加語形容詞kleinと結びついた場合よりも、結合に関して制約が

多い。即ち、Klein＿と結合する場合には、付加語形容詞の場合のような語尾変

化等は行われず、付加語形容詞と結合する場合よりも、ひとつの語彙として意

識されている場合が多く、従って語彙化（lexikalisieIl）の程度も高いと見なす

ことができる。このことからKlein＿との結合に際しては、付加語形容詞klein

の場合よりも制約が多いということもできよう。

B。nSai＿については、用例（4）や（5）におけるように、Miniatur－と同様、Bonsai－

と結合している語の「本来の大きさ」が前提とされており、その本来の大きさ
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に対して「小型の、ミニチュアの」という意味を表していると考えることがで

きる。この意味においては、Bonsai－とMiniatur－は、類似した意味機能を果た

しているということができる。それではBonsai＿とMiniatur－との間には、意味

機能的にどのような違いが認められるのであろうか。ここでBonsai－および

Miniatur－が用いられているいくつかの用例に立ち戻って検討してみよう。

用例（3）に挙げられているBonsai－Refom という語は、前述のように、用い

られている文脈において「取るに足らない、些細な」という否定的な意味を表

していると見なすことができるが、母国語話者によると、このBonsai－という

成分を、Miniatur一に置き換えることも可能であるという。しかしMiniatur一に

置き換えた場合、Bonsai－を用いた場合のような皮肉的な意味ではなく、あく

までも「客観的な小ささ」が強調されるようである。

用例（4）、（5）についても、Bonsai－のほかにMiniatuトと結合することも可能

とされる。このことは、これらの用例において、Bonsai－、Miniatur－と結合す

る語の本来の大きさに対して「小型の、ミニチュアの」ということが意識され

ていることと関係していると考えられる。

用例（36）では、Bonsai－MichaelJordanという語が用いられているが、この

Bonsai一をMiniatur一に置き換えることも可能である。この場合も、前後の文脈

から「本来のマイケル・ジョーダンのミニチュア版」という意味を表しており、

本来のマイケル・ジョーダン（の大きさ）が前提とされていることがわかる。

ところで、Bonsai－という成分を使うことにより、皮肉的なニュアンスが付加

されるということは用例（37）についてもあてはまることである。

以上のことから、Bonsai－とMiniatur－の意味的違いは、次のようにまとめる

ことができよう。Bonsai一には単なる「小ささ、ミニチュアの」という意味の

ほかに、皮肉的、否定的なニュアンスが付加される場合がある。一方、Miniatur一

には、そのようなニュアンスは認められず、あくまでも客観的な「小ささ、ミ

ニチュアの」という意味を表している。

以上のことから、Bonsai－、Miniatuト、Klein一各成分の意味機能は以下のよう

にまとめることができる。

小さい・小型の 幼い 肯定的意味 否定的意味

Bonsai－ ＋ ＋

Miniatur－ ＋

Klein－ 十 ＋
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4．結 諦

本論では、日本語からドイツ語に導入されたいくつかの外来語の意味機能を

検討したが、Bonsai－は、単一語として用いられる場合は、「盆栽」という日本

語と同じ意味を表すが、Bonsai－は、複合語の成分としても用いられており、

その場合には、単一語とは異なる意味機能を果たしている。このような意味機

能上の違いに着目し、複合語の成分として用いられた場合には、Bonsai「盆栽」

本来の意味ではなく「小さい・小型の」という意味を表す場合が多いことを指

摘した。更に、「小さい・小型の」という意味機能を表す成分であるMiniatur－

やKlein－と Bonsai－が、意味機能的にどのような違いが認められるかについて

も検討した。その結果、Bonsai－とMiniatur－は、意味機能的に近い関係にある

が、両者の違いは、Bonsai－が皮肉的・否定的なニュアンスが含まれる場合が

あるのに対し、Miniatur一については、否定的なニュアンスは含まれず、あくま

でも客観的な意味で「小さい・ミニチュアの」を意味する点にある。本論で扱

った用例の中には、Miniatur－を用いることができる場合でも Bonsai－が用いら

れているものが見られたが、これはあえて皮肉的なニュアンスを出すためとも

考えられる。このことは新聞等で頻繁に見られる皮肉的な文体とも関係してい

るとも考えられよう。ところで、Bonsai－がMiniatur－とは異なり、皮肉的なニ

ュアンスをもつに至った原因については、いまだに明らかになっていないが、

この点については別の機会に改めて考察することにしたい。

参考文献

Duden（1994）：Dasgro鮎eFremdw6止erbuch．Mannheim（Duden）
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Mannheim（Duden）．
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