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要  旨  

漢字困の学生に対する湊字教育で注意すべきことは、彼らは母国語としての漢字の  

知識を豊富に持っているがために、日本語の学習に母国語の干渉を受けやすいという  

ことである。日本語と中国語、韓国語との間には、漢字昔の規則的対応が見られ、共  

通の漢字語も多く存在する。しかし、日本語の漢字語は、日本語としての音・意味・  

表記を持っているのであり、それらを日本語として学ほうという態度が重要である。  

漢語の発音は特におろそかになりがちなので、発音を正確に覚えようとする態度を学  

生に身につけさせることも重要である。  

〔キーワード〕湊宇圏 漢字の音・形・義 漢字昔の対応 漢語の対照  

1．はじめに   

筑波大学留学生教育センターの日本語補講コースでは、1989年産後期から、初級Ⅱと中級Ⅰの漢  

字の授業を「漢字圏」と「非廃字固」とに分けて行っている。それまでは漢字臥非漢字圏に関係  

なく、初級Ⅱの学生には初級Ⅰの漢字の授業を、中級Ⅰの学生には中級Ⅰの藻字授業を行っていた  

のだが、漢字圏の学生と非漠字園の学生とではもともと藻字に関して持っている力が異なるという  

ので、初級皿と中級Ⅰを併せ、漢字圏と非藻宇田とに分けて漢字の授業を行うことにしたのである。  

ただ、漢字圏と非漢字圏のどちらの授業を選択するかは、学生個人に任せられているため、必ずし  

も漢字圏出身の学生が漢字困の漢字クラスに出席し、非漢字囲出身の学生が非漢字圏の漢字クラス  

に出席しているわけではない。   

筆者は、このうちの漢字圃の漢字クラスを担当してきた。本稿では、漢字国の学生に対する漢字  

教育について筆者が考えてきたことをまとめてみたい。  

2．ま宇■のま宇クラス  

2．1ま宇■の学生   

漢字圏の学生というのは、母国語や母語の表記に漢字を使用している、中国（大陸）、韓国、台湾、  

香港、マレーシア（中国系）などの出身の学生のことであるが、一口に漢字崗といっても、国や地  

域、年代などにより、受けた漢字教育に相当程度の差が見られるようである。  
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例えば、韓国では卑国語の表記にハングルと漢字が使われているが、今日では、漢字語もほとん  

どハングルで表記きれ、藻字を使う必要性がほとんどなくなっている〔日本語における仮名と漢字  

の関係とはかなり違う）。漢字廃止も検討され、学校で漢字教育が全く行われなかった時期もある。  

現在でも、湊字数育は中等教育で藻文科の中で行われているだけである。そのため、韓国の学生は、  

藻字を見て諸国昔で読むことはできたとLても、書くことはあまり得意でないものが多い。   

中国系の学生でも、華僑や華人と呼ばれる海外出身者は、その個人が受けた教育により漢字力に  

かなりの差がある。例えば、中国系マレーシア人でも華語学校に通わなかったものは、ほとんど藻  

字の読み書きができない。   

その他、南米等の日系人も漢字田の学生といえるかもしれない。実際、日系人でこのクラスの授  

業をとっているものは多い。日系人も、その日本語力と同様、漠宇力の個人差が大きい。  

2．2 ま宇肛の漢字クラスの実際   

授業において筆者が常に注意しているのは、学習するのはあくまでも日本語としての漢字（この  

論文では、「漢字」を、文字としての漢字、文字体系としての漢字、漢字で表記される語、字音語、  

造語成分としての漢字など、さまざまな意味で使う）だということを学生に意識させるということ  

である。漢字圏の学生は、読み書きには強いが、話すことや聞くことには弱いとよくいわれる。こ  

れは、漢字の知識を持っていることによる弊害であろう（日本人が中国語を学ぶ場合も同様である）。  

日本語の表記には漢字が多く使われるが、漢字圏の学生は、それらを見てだいたい意味がわかるた  

め、昔と結び付けることをおろそかにしやすい。また、思い込みにより意味を誤解しているおそれ  

もないとはいえない。草生がすでに持っでいる母国語の漢字の知識を、日本語の漢字の学習に生か  

すことは確かに重要であるが、そこから生じる弊害も大きい。共通のものを多く持っているがため  

に、母国語の干渉も起こりやすいわけである。日本語の漢字は、日本語としての意味、発音、表記  

を持っている。日本語として漢字を学習するのだという態度を、学生たちに身につけきせることが  

非常に重要であろう。   

とはいえ、学生たちがすでに持っている湊宇の知識を、日本語の漢字の学習に利用することは有  

効であろう。漢字のもつ「音・形・義」の3つの面から述べてみる。   

「音」については、日本語の訓読みは別として、音読みは古い中歯語昔に由来するものであるか  

ら、日本漢字音と中国語音、韓国漢字音との間にはある程度の規則的対応が見られる。しかし、日  

本語の漢字は1字でいくつもの読み方を持つものが多く、この点、基本的に1字が1昔しか持たな  

い中国語や韓国語に比べて複雑である。   

「形」については、現在日本で使われているものは常用漢字の字体であり、中国（大陸）の簡体  

字や、台湾、香港、韓国などで使われている字体（旧字体、繁体字、康願事典体）とは異なるもの  

が少なくない。しかL、字形の基本的なパターンは共通であり、その認識はそれほど難しくはない  

であろう。  
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「義」（意味）については、日本語と中国語、韓国語とで、基本的意味に大きな違いがある漢字  

は少なく、共通の漢字語も多いので、この知識は読解、作文などにすぐに利用できるであろう。し  

かし、少し意味がずれる漢字語はかなりあるし、全く意味や使い方が異なるものも少数ある。   

以上の点について、授業でどの程度、どのようにふれるかが問題であるが、筆者の実際の授業で  

は、「形」について新旧字体の対照表を渡す以外、「音」と「義」について、日中あるいは日韓の対  

応、対照をまとめて取り上げてはいない。その主な理由は、「義」については、結局個々の語の問  

題になってしまい、表のような形で簡単にまとめることが難しいためであり、「音」については、  

訓読みだけでなく音読みも、なるべく語のレベルで覚えてほしいと考えているためである。昔の対  

応は、語彙力がつけばある程度類推できるようになるし、類推の難しい細かい部分は、規則的対応  

があるとしてもかなり複雑で、簡単に身につくものではない。また、日本語の藻字が1字で何遍り  

もの読み方を持つということは、語のレベルになってはじめて読み方が決まるということであり、  

結局、単語をたくさん覚えるほうが実際的だということになる。それに、漢字昔といえどもその発  

音は、特に初級段階では、目ヤ頭でなく、なるべく耳から覚えてほしいと思っている。   

以上のほかに、この授業には、非漢字圏の学生も多く出席していることや、日本語力のかなり低  

いものも多いことなども、日中、日韓の対応、対照をまとめて取り上げていない大きな理由である。  

ただ、これらはまとめて取り上げていないのであって、全くふれていないわけではない。個々のも  

のについては、ときどき授業でふれている。   

次に、授業でどんな項目を扱っているか、1990年産前期の授業を例として挙げてみる。  

漢字について   

音読みと訓読みについて   

送り仮名の付け万   

一般的に漢字を使わない語   

筆順について   

活字体と筆写体の違い   

旧字体と新字体の対照  

漢字語   

類義語   

手耗の漢語   

接頭語ヤ接尾語としてよく使われる漢語   

同訓異字語   

同字異訓語   

同音異義語  
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漢字による略語  

漢語と片仮名語、ローマ字語  

四字熟語   

以上のうち、類義語は語彙力をつけるという意味から、継続して取り上げた。「漢字について」  

の項目のものは、プリントを配り、授業中は簡単にふれた程度である。このほかにも取り上げたい  

項目はいくつかあったが、時間等の都合で取り上げられなかった。   

次の節からは、日本語の漢字と中国語、韓国語の漢字との関係について、上に述べた漢字の「音・  

形・義」の3つの観点から、さらに詳しく考えていきたい。  

3．音について  

3．1 拍とアクセント   

前節で述べたように、漢字圏の学生は漢字を見て意味がだいたいわかるため、発音をおろそかに  

しやすい。特に漢語（字音語）の発音には問題がある。漢語は中国語ヤ韓国語と形が共通のものが  

多く、発音も似ているものが少なくないため、発音を正確に覚えず、不正確に発音しやすい。漢語  

といえども日本語の語彙であり、日本語として発音しかナれば通じない。また、漢字の音読みの種  

類はそれほど多くない（常用漢字表では302種類）ため、漢語には同音語や似た昔の語がたいへん  

多い。そのため、発音が正確でなければ、相手に誤解されることも起こりうる。日本語の漢語は、  

日本語としてきちんと発音しなければ通じないということを学生に意識きせなければならない。   

漠語の発音で特に重要なのは、拍感覚とアクセントである。まず、拍感覚について述べたい。   

日本語の漢字には、1字1拍のものと、1宇2拍のものがあるが、漢字臨の学生は漢字1字を1  

音節ととらえやすい。それは、基本的には彼らが拍感覚を持っていないからであるが、中国語でも  

韓国語でも漢字は1字1音節であることや、日本語の漢字昔は2拍目に、撥音、促音、長音の引き  

昔、連母音の第2母音など特殊な音が来ることが多いことなども原田であろう。例えば、「緊張、  

国境、税制、買収」などを、日本人は4拍ととらえるが、学生たちは2音節ととらえやすい。日本  

人も音声としては2音節で発音しているのであろうが、大事なのは日本人が拍感覚を持ち、4拍と  

して聞いていることである。拍感覚を持たない学生たちは、短音と長音を混乱して発音したり、擬  

音、促音、連母音の第2母音を十分に発音しないことが多い。韓国語には、母音の長短の対立があ  

るが、その対立で区別される語はごく少数で、ハングル表記にはその区別は現れない。そのため、  

若い世代ではすでに母音の長短の区別が失われてしまっているという。韓国人学生で壇音と長音を  

混乱して発音するものは多い。また、広東語にも、母音に長短の対立があるといわれるが、これも  

量的対立（／a／と／a：／など）ではなく、質的対立（／電／と／a／など）ともいわれ、日本語の拍感覚  

による短音と長音の対立とは異なるもののようである。学生たちには、拍を意話して発音するよう  
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にさせたい。   

日本語のアクセントは高低アクセントであるが、中国語の声調（トーンアクセント）とはかなり  

異なる（以下、日本語は東京アクセントを、中国語は北京の発音を例にとる）。日本語も中国語も、  

各語について決まった音の高低を持っているが、中国語が、基本的に1語（形態素）が1音節から  

なり、その昔節内部に固有の声調を持っているのに対し、日本語は、主に1語が複数の拍からなり、  

拍聞の相対的な高低がアクセントとなっている。そして高低の配置には制限がある。例えば、名詞  

のアクセントの型の数は拍数より1つ多いだけである（1拍語では2つの型、2拍語では3つの型  

など）。中国語では、1字が1語（形態素）＝1音であるため、2字以上の複合語になっても、そ  

の字の昔は声調も含めて変わらない1）。例えば、「天」は、「天」1字1語のときも、「晴天」や「天  

文学」などの複合語の中にあるときも、「tlanl」と第1声（陰平声、高平訴）に発音される。日  

本語では、「天」は頭高型〔高＋低）に発音されるが、「晴天」は平板型（「天」の部分に関しては、  

高＋高）に、「天文学」は中高型（「天」の部分に関しては、低＋高）に発音される。このように、  

日本語は字によらず、語によってアクセントが決まっているが、中国語は字＝語であり、字＝語に  

よってアクセントが決まっている。中国系の学生は、字＝語という意識を持っていることが多いが、  

日本語では字＝語ではなく、漢字もー次的には表記要素であるということを知る必要があるだろう。   

なお、韓国語でも、昔の高低が意味を区別する機能を持つ方言もあるようであるが、ソウル方言  

などではこの横能を持たないらしい。   

ところで、現代日本語の漢語のアクセントには、古い中国語の声調の影響が残っているのであろ  

うか。残っているとすれば中国語と対応がみられるはずである。古くは日本でも漢文は中邑音で読  

まれ、声調も学習されていたのであるから、その影響が現代のアクセントにも残っていることが期  

待される。しかし、残念ながら、それはごく一部の語に限られるらしい。今日の日本語の漢語はそ  

の多くが、江戸時代から明治にかけて作られたり、使われだしたものだからであろう。しかし、日  

本漢語のアクセントと中国語の声調との間に対応がほとんどないとしても、日本語の漢語のアクセ  

ントにはある程度傾向がみられるので、それを知ることは有効であろう。例えば、次のような傾向  

がある。  

・1拍、2拍の語は過半数が頭高型である。…絵、字、愛、天、価値、地理など。  

・3拍の語はほとんどが頚高型か平板型である。・・・援助、国家、選挙、通貨、野党など   

（以上頭高型）。自然、石油、地球、平和、輸出など（以上平板型）。  

・4拍の語は過半数が平板型である。・・t警察、住宅、衝突、貿易、連合など。  

・接尾語によってアクセントが決まる。・・イヒ、製、線、中、党、表、病、用など   

（以上平板型）。会、苧、鮨、者、社、部、料など（以上中高型）。  

漢語には平板型のアクセントを持つものが多いが、学生にとって平板型の発音はそれほどヤさし  
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いものではないらしい。特に台湾の学生は、台湾語の影響で、語の最後から2拍目まで（それが擬  

音など特殊な音のときは3拍目まで）を高く発音する傾向があり、平板型の発音が定着しにくい。  

漢語の発音を正確にするためには、拍感覚とともに、アクセントの型を身につけることが重要であ  

ろう。  

3．2 ま字音の対応   

次に、日中、日韓の漢字昔の相応についても少しふれたい。   

日本漢字昔と中国語昔、韓国漢字音との間に、ある程隊規則的対応があるのは歴史的に見て当然  

であるが、日本や朝鮮半島に漢字が1云わった時代は古く、それぞれ、日本語化や朝鮮語化が進み、  

また、中国でも昔が変化したため、現在ではかなり違った音になってしまっている。しかもそれは  

次のような単純なものではない。  

古代中国語昔   

現代中国語に多くの方言があるように、古代中国語にも多くの方言があったであろう。日本や朝  

鮮半島に伝わった漢字音にもいろいろな地域や時代のものがあったと考えられる。日本に最も大量  

に、体系的に伝わったのは、唐代の長安昔である。これは漢音と呼ばれている。それ以前に主に仏  

教用語として大量に伝わった主に中国南方系の音は呉昔と呼ばれている。宋代以後に伝わった主に  

南方の音はまとめて唐音と呼ばれるが、これは今日では限られた少数の語の読みとして使われてい  

るだけである。日本漢字昔は、詳しく見ればもっと細かく分けられるが、今日の漢和辞典等では3  

つに分けるのが一般的である。2）。   

韓国漢字音も複層性を持つが、その主層は唐代の長安音であるという3）。韓国漢字昔は今日では  

かなり整理され、だいたい1字1音になっている。しかも、訓読みは行われていないので、漢字の  

読み方は日本語に比べ単純である。   

このように、日本語の漠字は、読み方に訓読みと音読みの2種類があるだけでなく、音読みにも  

いくつかの種類があり、1字で何通りかの読み方を持つものが非常に多い。戦後、「当用漢字音訓表」  

r1948年、1973年内園告示。19別年の「常用漢字表」の告示により廃止）により、漢字の読み方の  

制限が行われたが、それでも、1字1音にはかなり遠かった。   

日本語の藻字の音読みの複雑さは、音読みにいくつかの種類があるということだけではなく、そ  

れがほとんど、意味によっては読み分けられていないということであろう。中国語にも、1字で何  

遍りかの昔を持つ辛がかなりあるが、それらは意味の違いによって読み分けられている。漢字はも  

ともと中国語の文字であるし、中国語は基本的に、字＝語であるから、これは当然である。現代日  
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本語の「漢字使用の目安」とされる「常用漢字表」には、1945辛が掲げられているが、そのうち、  

音読みを2種類以上持つものが260宇ある。ただし、その中には、「特殊なもの又は用法のごく狭い  

もの」が多く、これらを除けば、145字になる。しかし、この中で、意味による読み分けがかなりはっ  

きりしているものは、「画（ガ、カク）、楽（ガク、ラク）、寧（ソツ、リツ）」などごく少数である。  

これらは、漢音と異音の違いによる読み分けではなく、中国原音の読み分けを伝えるものである。   

中国語では意味により読み分けられているのに、日本語では読み分けられていないものの例を挙  

げてみる。  

北京昔  日本音  

Ⅹing2  コウ、ギョウ  

hang2  コウ、ギョウ   

（コウは漢音、ギョウは呉昔）  

zhong4  ジュウ、チョウ  

chong2  ジュウ、チョウ   

（ジュウは呉音、チョウは漢音）   

語例  

「行」（D行く、行う …旅行、行動、行政   

（参列、店  …行列、行間、銀行  

「重」（D重い、大切 …体重、重量、貴重   

（卦重ねる   ・・・重複、重婚、五重  

このような例は多いが、それでも、ある程度の読み分けの傾向は見られる。上の例でいえば、「行」  

は「行く」の意味ではだいたい「コウ」と読まれ、「列」の意味では「ギョウ」と読まれる。「店」  

の意味の語は「銀行」ぐらいしかない。「重」は、「重い」の意味ではだいたい「ジュウ」と読まれ  

る。「ジュウ」には造語能力があるが、「チョウ」には造語能力はない。「圭」を使った新語が作ら  

れるとしたら、おそらく「ジュウ」と読まれるだろう。   

しかし、それにしても、漢字の読み方を一通り覚えるのは大変である。日本語の漢字語は、中国  

語や韓国語と共通のものも多いので、学生たちは漢字を見てだいたい意味がわかるであろう。しか  

し、読み方が難しい。中国語ヤ韓国語と共通の2宇以上の漠字語は、多くが音読みで読まれるので、  

だいたい音読みで読めばいいのであるが、音読みも1通りではない。このため、たとえ音の相応法  

則を学んだとしても、それがどの程度有効であるか疑問である。音の相応は語彙力がつけばある程  

度勘でわかるようになるものであるから、やはりまず語彙力をつけることが大切であろう。   

逆に日本人が、中国語音や韓国語音を覚えるときのほうが、中国語昔や韓国漢字昔が基本的に1  

宇1音であるぶん、音の相応法則の利用が有効かもしれない。例として、「平」という宇の現代北  

京昔を、漢語音韻学の知識を用いて、日本漢字音から推測してみよう。   

「平」は、日本語で「へい」（「平和」の「へい」、漢音）、「び上う」什平等」の「びょう」（字音  

仮名遣いでは「びやう」）、異音）と読まれる。日本の漢字音で母音部分（親母）がトeい、－i上う」  

となるのは、漢語音韻学の用語で、梗摂の撒音（潮音）字と呼ばれるもので、現代北京昔では「－i喝、  

－ion臥－eng」のいずれかになっている。日本の昔で子音部分（声母）が「h－、b－」となるのは、  
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漢語音韻学の用語で唇音の濁音字と呼ばれるもので、北京音では「p－、b－、f一」のいずれかになっ  

ている。さらに、北京音に「fing、pOing、biong、fiong」という音はなく、また梗摂の拗音辛から  

は北京音の「pe咽、be喝、毎ng」という音は発生していないということから、「ping、bi噌」のいず  

れかということになる。声調について考えると、古くは声調に、平声、上声、去声、入声の4声が  

あった。入声は、語末（韻尾）が「－p、－t、－k」となるもので、現代北京昔にはない。北京昔で韻  

尾が「－ng」のものは、古代青もトng」を持ち、平声、上声、去声のうちいずれかであったもの  

である。濁音字は、古代音で平声のものは北京音では第2声（陽平声、上昇調）の有気音に、古代  

昔で上声と去声のものは第4声（去声、下降調）の無気音になっている。そこで「平」の北京昔は、  

第2声の「ping2」または第4声の「bing4」というところまでしぼれる。実際には、「平」は平  

声で、「ping2」と発音きれる。ここまで推測するためには、漢語音韻学の専門的な知識が必要で  

ある。しかし、専門的な知識がなくても、語彙量が増え、勤が働くようになれば、かなりの類推は  

できるようになるであろう。4）   

次に、日中、日韓の漢字昔の対応の例として、漢字昔の語尾の部分（韻尾）の対応を挙げてみる。  

現代日本語の漢字昔の龍尾部分の種類は「ウ、イ、ン、ツ、チ、ク、キ」の7つである。（ほかに  

話中だけに現れるものとして促音の「ッ」がある）。これを中国中古音（六朝から隋唐代の昔）を  

基準にして表にしてみる（日本漢音、異音の（）内は字音仮名遣い。日本呉音、北京音、韓国音  

の「－」は韻尾部分がないことを示す。北京音の韻尾の「0川．i」は、それぞれ、「a」の後、「0」  

の後、「a」または「e」の後に現れるもので、「0」と「u」は音韻論的には同一音素／u／である）。  

中古音  日本漢音   日本呉音  北京音  広州音  韓国音   例   

u   ウ   ウ   0ナ u   U  奥教柔高草朝道冒   
u   ウ  u   u  右九口径頭謀有流   

イ   イ   一 T l   西財体大弟内米礼   

イ  1，［   国会絵解壊外恵世   

m   ン（ム）   ン（ム）   n   mln  m   塩音感金三心男店   

n   ン   ン   n   n   n   遺構吾人神分文万   

ng   ウ   ウ   ng   ng   ng   富強行業重上相望   

ng   イ   ウ   ng   ng   ng   形見生性青定病名   

p   ウ（7）   ウ（フ）  p，t  p   親急協習畳杏葉猟   
p   ツ、ウ（フ）  ツ、ウ（フ）  p，t  p   圧合雑執十納法立   

ツ   ツ  月殺脱熱発仏物末   
ツ   チ  一書七質日八罰律   

k   ク   ク   －1 u O  k   k   極自若読木幕目録   
k   キ   ク  k   k   痩益石赤苦役   
k   ク   キ  k   k   食色紙直力   
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広州昔（広東語）は比較的きれいに中古昔の特徴を残している。北京昔は入声音什－p．－t．－k」に  

終わるもの）が消滅してしまったために、ほかとの対応があまりなくなってしまっている。日本漢  

字音、韓国漢字昔もかなり中古昔の特徴を残している。   

中国語の大方言の1つである福建語（いわゆる台湾語もその1方言）は、昔の系統に複層性を持  

ち、まと糾こくいため上の表には載せなかったが、これも古い昔を残していて、日本呉音と対応す  

る点が多い。例えば、「回会絵解外世」などが、韻尾「i」を持たない（「解」は文言昔では「－i」  

を持つ）点など日本呉音と共通する。   

きて、漠字音について、学生からときどき次のような貸間が出る。促音化が起こる（「ッ」になる）  

のはどんなときか、また、どんなとき濁音になるのか、という質問である。   

漢字昔の促音化には規則がある。促音化するのは、葛尾部分に「ツ、チ、キ、ク、ウ（もともと  

「フ」だったもの）」を持つもの（入声音の字）に限られる。「キ」を持つものは、「席巻」のよう  

な一部の語の中でLか促音化しない。「ウ」を持つものも、「十」以外は、「合宿、合戦、法度、法主」  

など←部の限られた単語の中で促音化するだけである。また、入声音字以外のもともと「ウ」であっ  

た字が促音化した例として、「早」の「早速、早急」などがあるが、これもー部の決まった単語の  

読みとして使われるだけである。   

促音化の規則は次のとおりである。なお、「十」は「ツ」を持つものと同じように促音化する（「ジッ」  

が標準的な昔である）。  

・「→ツ、チ」のもの・・・カ、サ、タ、ハ行昔の直前にあるとき促音化する。  

（ハ行昔はバ行音に変わる）  

・「－ク」のもの  …力行音の直前にあるとき促音化する。   

「－チ」のものは、「八本」が「はちはん」と読まれることがあるように、促音化しないことも  

ある。また、「－ク」のものは、「六本」のように古くはハ行音の直前でも促音化した。   

この規則はわかりやすいが、別に1つ問題がある。それは促音化しない「－ク」も、サ、タ行書  

の前では母音が無声化することが多いため、学生が促音に聞いてしまうことがあるということであ  

る。例えば、「学生、国際、特徴」などを、「がっせい、こっさい、とっち上う」などと聞いて、そ  

のように発音することがある。混乱をなくすためには促音化の規則を数えるだけでなく、母音の無  

声化についても数える必要があるだろう。   

次に濁音であるが、これには2種類ある。1つは、中国古代昔で濁音であったものが日本に伝わっ  

たもの（本濁）であり、もう1つは、中国古代音で清音であったものが、日本に伝わり、語中など  

でだけ濁音に読まれるようになったもの（新濁または連濁）である。本濁にも2種類ある。漢音が  

濁音（ザ、ダ、バ行昔のみ）のものと、呉昔が濁音のものである。例を示そう。  
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漢音  呉音  例  

清音  濁音  強形合財自重象上食神国成大地弟頭平病白  

ザ、ダ、バ行昔  ナ、マ行書  児若日人女男内目物文開米木幕万無   

呉昔が濁音のものは、だいたい現代北京音では、古代音で平声のものは第2声に、上声と去声の  

ものは第4声になっている。しかし、古代音で清音であった去声も第4声になっているので、第4  

声については濁音字かどうかの判断にあまり有効性はない。また、韓国漢字音では、濁音字はほと  

んど平昔になっているが、中国古代音で清音であったものも平音になっているものが多いので、ほ  

とんど有効性はない。漢音がザ、ダ、バ行音ものは、現代北京音では、頭子音（声母）がそれぞれ  

「rまたはゼロ子音のer，n，mまたはw」に、韓国漢字昔では、それぞれ「ゼロ子音、nまたはゼ  

ロ子音、m」になっている。こちらのほうが、はっきりした対応が現れている。しかし、この知識  

を持っていたとしても、その語が、漢音で読まれるのか、呉昔で読まれるのか、それとも訓で読ま  

れるのか知らなければ、結局は読めない。この知識は清濁だけについて迷ったときには役に立つで  

あろう。   

もう1つの連濁についてであるが、これはどんなときに連濁が起こるかが問題である。古くは、  

直前の字が鼻音韻尾（m、n．ng）を持っているとき後続の字の濁音化が起こったようであるが、今  

日では必ずしもそうとはいえない。新しい語は連濁が起こりにくくなっている。しかし、「ン」の  

後のハ行書の半濁音化は、「安保、健保、信販、頻繁、民放、民法」などよく見られる。   

これまで、母国語の干渉をなるべく抑えたいという理由から、日本語の漢字の読み方は結局語の  

レベルで覚えていくしかない、というようなことばかり述べてきた。しかし、日本語の表記要素と  

しての漢字がそれほど極端に複雑なわけではない。1字でたくさんの読み方を持つものはそれほど  

多くはない。例えば、常用漢字表には、1945字が掲げられているが、そのうち、音読みしか持たな  

いもの（訓読みを持たないもの）が724字もある。また、音読みを2種類以上持つものは260字であ  

るが、「特別なもの又は用法のごく狭いもの」を除けば、145字だけである。音読みは、中国語音や  

韓国漢字音とある程度規則的相応があるので、語彙量が増え、勘が働くようになれば、覚えること  

がそれほど大変ではないであろう。また、訓読みは、日本語（和語）の単語を覚えるとき、意味の  

定着をはかるつもりで漢字と結びつけていけばいい。教師としては、1辛が何種預かの読みを持つ  

場合には、造語能力を持つものヤよく使われるものを示したり、読み方による意味や用法の区別ヤ  

傾向を教えたりすることが大切であろう。  

ヰ．形について   

現在日本で使われている漢字の字体は、常用漢字の字体（通用字体）である。常用漢字には、中  

国や台湾、韓国などで使われているものと字体が異なるものも多いが、字形の基本的なバターンは  

共通であり、形として特に難しいものではないだろう。  

－13呂－   



漢字の形に関して、最も問題があるのは韓国の学生である。前にも述べたが、韓国の学生は漢字  

教育をあまり受けていないものが多く、たとえ、漢字の形の認識ができても、正確に書けないこと  

が多い。作文などにも平仮名が多く、漢字は少ない。漢字を書いても似て非なる字形のものを書い  

てしまうことがよくある。自分は漢字国の学生ではない、というような言い方をするものも多い。  

特に書くことに関しては、韓国の学生を中国系の学生と別に扱ったほうがいいかもしれない。   

中国（大陸）では、簡体字と呼ばれる新字体が使われている。そのため、中国の学生は日本語の  

表記にも簡体字を使ってしまうことがある。簡体字は、日本語の新字体と共通するものも多いが、  

全般的には日本語のものより簡略化されている。また、日本語の通用字体には旧字体（繁体字）と  

同じものやほとんど変わらないものが多いので、日本と中国とで同じ新字体に変わっているものに  

まで旧字体を使ってしまうことがある。   

海外の中国人（華僑、華人）の間でも、繁体字に替わり、だんだん簡体字が使われるようになっ  

てきているようである。シンガポールでは、今日では、学校数育をはじめ、新聞や公的な表示には、  

すべて簡体字が使われている。しかし、シンガポールの第1言語（教育言語）が英語とされ、主に  

英語で学校教育が行われているために、中国系でも若い世代には漢字の読み書きができないものが  

多い。マレーシアでも、学校教育（華語学校）では簡体字が使用されているが、新聞などでは簡体  

字と繁体字が混用されている。そのため、マレーシア人（中国系）は簡体字と無体宇を混用するこ  

とが多い。また、両者の中間のような字体を使うこともある。台湾でも、個人レベルで、略字とし  

て簡体字（と同じ字体）が使われることはある。   

中国の簡体字に比べれば、台湾、香港、韓国などで使われている字体（旧字体、繁体字、廉輿字  

典体）のほうが全体として日本語の通用字体に近い。しかし、新旧で微妙に字体が違うものがかな  

りあり、これが間違えられやすい。もっとも、微妙な遠いのものは実用的にはほとんど問題にはな  

らないので、それほど気にしなくてもいいかもしれない。   

新旧字体にわずかな遠いがあるものの例をいくつか挙げてみよう（旧字体→新字体）。  

・→点がない ■■・寛器殺者煮臭署暑括諸著騒都突類（ほかに、襲→髪、抜→抜、涙→涙、居→戻）  

・→1画少ない…奥殻穀徴懲塚徳盛隆姫  

・・－・1画多い …晩卑免碑勉  

・呵→田  …勲薫黒僧層増憎贈墨欄黙祷錬  

・母→母  t・・海悔毎敏梅繁侮  

・u‾→廿  …漢勤謹嘆難（ほかに、葺→黄、惜→横）   

また、活字体の字体は同じでも、筆写体の字形にわずかな違いが見られるものもある。例えば、  

竹冠「拙・」は、中国式の書き方では、第3画と第6画が活字体のように右向きの点になる。   

このほか、日本と中国、台湾とで、筆順に多少の違いがあるものがある。いくつか例を挙げてみ  
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る（中国での書き方を示す）。  

「田、王」などの「土」の部分は、横→縦→横の順に書く。例・‥男由黄里玉主など。  

「主、任、亜、曲」なども、横画をさきに書き、最後に縦→横と書く。  

「主、任」の終りの4画は、横→横→縦→横の順に書く。例…生星青表集雅など。  

「丑、曲」の終りの4画は、横→縦→縦→横の頓に書く。例・・■寒典など。  

「母、舟」などは、つらぬく横画を書いてから、中を書く。倒…船艦など。  

「右、右」などの「ナ」」の部分は、横→左払いの順に書く。例…布希雄など。  

「火」は、左点→左払い→右点一右払いの順に書く。ただし、台湾では日本と同じ。  

「北」は、初めの3画を、縦→横一棟の順に書く。縦画は活字体のように下まで来る。   

上に挙げたのは原則的なものであり、必ずこのように書くというものではない。例えば、「北」  

の初めの3画を、棟→縦→横の脹に書くものも多い。筆順には個人差が多く見られ、個々の漢字の  

認識という点からすると、それほど重要なことではないかもしれない。  

5．義について  

5．1訓読みの漢字詰と音読みの漢字誘   

ここでは主に、日中、日韓の漢字語の対照について述べる。   

日本の漢字語には、大きく分けて、訓読みの語（和語）、音読みの語〔漢語、字音語）、それに、  

訓読みと音読みの混ざった語（混種語）の3種類がある。以下、主に訓読みの語と音読みの語につ  

いてみていく。   

訓読みというのは，漢字を同じ意味の和語で読んだものが固定化した読み方であるが、訓読みが  

定着したことによって、漢字に日本的な意味が加わったものもある。例えば、「私」は、もともと「個  

人的」の意味で「わたくし」と読まれたのであるが、日本語の「わたくし」が「我」の意味で使わ  

れるようになったため、「私」も「托」の意味で使われるようになった。現代中国語では、「私」は  

「個人的」の意味である。このような日本側の原因や、中国側の語嚢の変遷や地域差などにより、  

日中で漢字の意味に違いがあるものも少なくない。例えば、「写、考、走、若、娘」などは日本語  

と中国語で意味が違う。訓読みは古くに定着したものなので、今日、漢字に新しい訓読みが加わる  

ことはほとんどありえないが（人名や地名は別である）、語形は変わらなくても、意味が変化する  

ことはこれからもありうるだろう。また、日本語は動詞や形容詞に活用があるので、漢字に送り仮  

名を付ける場合が多い。その場合、だいたい、動詞や形容詞の語幹の部分に漢字を用い、活用語尾  

の部分に平仮名を使う。そのため、漢字を見ただけでは、その語が肯定なのか否定なのかもわから  

ない。日本語の理解を漢字に頼るのは危険である。  
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2字の訓読みの漢字語の中には、中国や韓国に伝わり、使われるようになったものもある。中国  

で定着したものはあまり多くないが、「入口、立場、出口、手続、取消、場合」などがある。これ  

らは中国語音で読まれている。韓国語の中に入ったものはかなり多く、例えば、「株主、建物、小売、  

取扱、葉書、身元、呼出、割引」などがあり、これらは韓国漢字音で読まれている。   

次に、音読みの藻字語（漢語、字音語）について述べる。字音語には、古くに中国から伝わった  

語のほかに、日本で作られたものが数多くある。日本で作られた字音語にも、2種類ある。1つは、  

古くに和語の漢字表記を音読みしたことからできたもので、「火事、出張、心配、大根、物騒、返事」  

などがあるが、これらは中国では通じない。韓国では、一部使われることもあるようである。もう  

1つは、主に明治初期に、西洋の新しい知識や思想を取り入れるために作られた新語である。日本  

語における漢字は、単なる表記要素ではなく、新語を作る際の造語成分としての技能も持っている。  

明治初期にはこの機能を大いに利用し、非常に多くの新語が作られた。それは、例えば、「衛星、  

幹部、共和、経済、結核、広告、宗教、進化、神経、放射」などあらゆる分野に及ぶ。そして、そ  

れらの多くは、逆に中国や韓国に伝わり、定着した。このため、湊字圏ではさらに多くの漢語を共  

有することになった。ただし、今まで日本で訳されたとされていた語の中には、先に中国で訳され  

たものを日本が取り入れ、さらにそれが中国に伝わり、中国でも使われるようになったものもかな  

りあるようである。  

5．21】中、日韓漢扇の対照   

日中、日韓の漢語の対照について、語彙的意味と文法的用法の2点から考えてみたい。まず、語  

彙的意味の面からみていく。   

日本語と中国語の漢語の対照については、学習用にまとめたものがいくつか出ており5）、ここで  

個々の語について取り上げることはしない。日本語と中国語とで共通の漢語は多い。文化庁のF中  

国語と対応する漢語」では（この本には批判が多いが）、取り上げられた語全体の3分の2が「日  

中両国語における意味が同じか、または、きわめて近いもの。」に分類されている。また、4分の  

1が「日本語の漢語と同じ漢字語が中国語に存在しないもの。」に分類されている。しかし、学生  

にとっては、多数を占める、意味が同じものや、同じ漢字語がないものより、同じ漢字表記であり  

ながら、意味に多少ずれがあるもののほうが問詰であろう。意味の多少のずれには気がつかないこ  

とが多いし、気がついても、使い方に迷うことが多いからである。例えば、「階段、招待、親切、  

審判、相談、迷惑」など、このたぐいのものは多い。また、「可愛い」は、当て字でもともと和語  

であるが、これなども中国語の「可愛」（容姿は関係ない）とは意味が少しずれていて、不自然な  

使い方をされることが多い。   

また、中国（大陸）と台湾で語嚢が違うということも問題である。台湾では、中国で使われてい  

ない語が使われていたり、共通の語でも違う意味で使われていたりする。その原因として、台湾に  

古い語が残っていることや、近年作られた新語が多いことのほかに、日本語の影響が挙げられる。  
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台湾は長い間、日本に統治されていた。そのため、台湾には日本語と共通する語が多い。これらの  

語は初め、台湾語に取り入れられ、後に北京音（国語音）読みもされるようになったものであろう。  

例えば、「運転、自転車、自動車、万年筆、放送、郵便局、冷蔵庫」などは、中国では使われない  

語（または、使われたとしても日本語とは異なった意味になる語）であるが、これらを多くの台湾  

の学生は中国語と意識しているという6）（ただし、これらの語は台湾語であり、国語としては一般  

的でない）。これらは、日本統治時代に取り入れられた語である。さらに、今日でもビデオ、雑誌、  

衛星放送などにより、多くの日本の漢字語が台湾に流入しているようである。   

日本語と韓国語も共通の漢字語が多いようである。やはり、日本が統治していた時斯があったた  

めであろう。日韓の漢字語の一致率は、日中以上だという7）。この一致率の高さは日本語の学習に  

大変有利であるが、韓国で使われていて、日本では使われない漢字語も少数あるので、これには注  

意が必要である。例えば、「参席、時急、小学校学生、生日、男学生、短点、長点、農事」などが、  

韓国の学生の作文に見られたりする。   

次に漢語の文法的用法について述べてみたい。   

日本語の中で、漢語は、名詞として使われるほか、「な」や「的な」を付けてナ形容詞として使  

われたり、「する」を付けてサ変動詞として使われたりする。ほかに、副詞として使われるものも  

ある。漢語の語彙的意味として、性質や状態などを表すものがナ形容詞に、動作や変化を表すもの  

がサ変動詞になるのであるが、どの語がナ形容詞になりサ変動詞になるかについては、悪意的な面  

もかなりあり、漢語を見てすぐに知ることは難しい。例えば、「予定する」とはいえるが、「予算す  

る」とはいえない。また、ナ形容詞の中にも、連用修飾語になれるものとなれないものがある。例  

えば、「有名に」は連用修飾語としては使えない。サ変動詞にも、自動詞になるものと他動詞にな  

るものとがある。例えば、「変化する」は自動詞であるが、「変更する」は他動詞である。このよう  

な使い分けは、外国人にとって容易ではないであろう。   

中国語には形態的変化がないため、品詞分類が難しい。例えば、「長さ」も「長い」も「長くなる」  

もすべて中国語では「長」（chang2）という。「長」の品詞が何であるかは、文中でどのような成  

分として働くかにより決まるのである。漢字はもともと中国語の文字であるから、漢字によって品  

詞が決まっているわけではない。しかし、日本語では、品詞は形態的にはっきりしており、漢語も  

品詞が決まっている。この漢語の文法的使い分けは、中国系の学生にとっては難しいであろう。も  

ちろん、中国語の単語にも品詞はあるのだが、その意識は稀薄なようだ。中国系の学生の中には、  

ときどき、漢語を形容詞として使いたいときには「的」を、動詞として使いたいときには「する」  

を、機械的に付けてしまうものがいる。   

一方、韓国語は文法が日本語と似ており、漢語の受け入れ方も日本語と似ている。やはり名詞と  

して受け入れられたものが最も多いが、動詞、形容詞、副詞になっているものも多い（ただし、韓  

国語では、動詞と形容詞は形態的にはほとんど区別がない）。日本語と違った品詞になっているも  

のもあるようで、韓国人にとっても日本語の漢語の用法はやさしくないようだ。  
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日本語の漢語は、接頭語や接尾語によって品詞が決まることが多いので、これを知ることは有用  

であろう。接頭語について例を挙げると、「諸、全」などは名詞、「不、未、反」などはナ形容詞（ま  

たは「の」を伴う連用修飾語）を作る。例えば、「確定」はサ変動詞として使われるが、「不確定」  

はナ形容詞として使われる。このような例は多いので、注意しなければならない。   

日中あるいは日韓の漢字語に共通のものが多いということは、日本語の読解などに有利な反面、  

漢字語を日本語としてとらえることをおろそかにさせやすい。外形は同じでも、外国語なのだとい  

う意識を常に持つことが、学生にとって大切であろう。そのこともあり、筆者の実際の授業では、  

漠字語になるべく例文を付けるようにしている。  

5．おわりに  

1990年度後期の漢字クラスは、漢字圏、非漢字圏という名前を残しながらも、漢字囲、非漢字困  

にかかわらず、漢字力が上のものは漢字圏クラス、下のものは非漢字圏クラスの授業をとるように  

指導した。つまりクラスの実情に近づけたわけである。といっても、以前の形に戻したわけではな  

く、初級Ⅱと中級Ⅰのクラスの枠を外していることには変わりない。この期のクラスでは、主に新  

聞記事の漢字を扱っているが、取り上げる記事は、必ずテープに録音して授業中に聞かせている。  

漢字を目だけではなく、耳からも覚えるようにしてほしいと考えているからである。  

1）複合語中ヤ文中で、その字本来の声調の価値（調値）が変わる転調というものがあるが、こ   

れはその声調の種類（詞類）に属する字全体に共通する現象であり、調値が変わっても、詞   

類が変わるわけではない。例えば、北京語の第3声（上声）は、本来の調値は低下障上昇詞   

であり、1字のときは低下降上昇調に発音されるが、複合語中や文中で後ろに同じ第3声の   

字が続くと、高上昇調に発音される。これは、第3声に属する字すべてに共通して起こる現  

象である。  

2）漢和辞典の字音の分類にはこのほかに慣用音という音があるが、これは、日本で誤読が定着  

したものなど、漢音、異音、唐音の理論的体系に合わない音をまとめて呼ぶものである。例   

えば、煮（シャ）、眠（ミン）、耗（モウ）、輪（ユ）など。  

3）河野六郎（1979）所収の「朝鮮漢字音の研究」による。  

4）日中、日韓の漢字音の対照を一覧表にしたものはいくつかある。例えば、陳舜臣・陳謙臣柑   

本譜と中国語J（徳同文庫、1985）第七草の「常用漢字の日中対照表」、r漢字講座10 現代   

生活と漢字』（明治書院、1989）の李明姫「漢字の韓国音読み一覧表」など。  

5）文化庁「中国語と対応する漢語」（1g78）、文化庁F漢字音読語の日中対応j（1983）、狂犬捷  

r中日両用日漢双解同形異漢日語漢字詞典』（中国農業機械出版社、1986）、飛田長文・呂玉   

新「日本語・中国語意味対応辞典』（南雲堂、1987）、張淑栄・徳田武「中日漢語村比辞典』  
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（ゆまに書房、1987）などがある。また、日韓対照のものについては筆者は詳しくないが、   

日本語の漢字の辞典（韓国語による注釈のもの）は、いくつか出ている。  

6）周（1986）による。  

7）渡辺書籍・鈴木孝夫「朝鮮語のすすめ」（講談社現代新書、1981）によると、F中国語と対応   

する漢語jにある1800語のうち1600語までが一致するという。また、油谷幸利「日本語と朝   

鮮語の語彙の対照」「講座日本語と日本語教育7 日本語の語彙・意味（下‖（明治書院、1990）   

によれば、漢字語の9割以上が共通するだろうという。  
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