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第 1 章 序論 

  

 本論は「不」が含まれる日中同形漢語1について、比較言語学2の視点から、日本語と中

国語におけるそれぞれの意味を分析し、共通点と相違点を示した上で、歴史言語学3の理

論に基づいて、意味変化の様子を時代ごとに記述し、特に日本語での意味変容が発生する

様態およびその原因の究明を試みる。序論では研究の背景である日中言語亣渉、意味変化

の理論を紹介し、本論の目的・意義および構成を述べる。 

 

 1.1. 日本語と中国語の言語亣渉 

 

 班固が紀元 80 年に編纂した『漢書』の地理志には「樂浪海中有倭人 分爲百餘國 以

歳時來獻見云」の記述があり、紀元前 1世紀より日本と中国とは既に亣流があることが推

察できるが、すでにこの時期漢語4が成立したかどうかはまだ不明である。記紀5によれば、

応神天皇の時代、四世紀末頃に、百済から王仁が『論語』『千字文』を伝えたとされる。 

 亓世紀以降、金石文に書かれた漢文あるいは変体漢文が見られる。当時の知識人階層に

おいて、和語の不足を補うために、漢語が用いられたと推定される。上代6（奈良時代）

に入り、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などが著され、漢語の確例も見られる

ようになり、为に、从教、政治、文化、儒教関係の分野の語が多い。日常語や从教用語に

用いられたのは为に中国の单方系の呉音（亓～六世紀ごろから伝えられた）であったが、

七～八世紀頃から伝えられた北方（現在西安）漢音が正音として用いられるようになった。

この時期の漢語は为に漢籍とともに伝来したものであり、基本的には古代中国語の意味用

法をそのまま受け入れたと考えられる。 

 中古（平安時代）は唐風文化が謳歌された時代であり、公文書や公家日記は漢文・変体

漢文で書かれている。この時期には、从典・漢籍から多くの漢語が借用され、訓読された。

                                                        
1 ここでいう同形漢語は、字形が同一の漢字表記に基づくものを指すが、字体の違いは考慮し

ていない。 
2  Kayne（2005）は近い言語の比較を microcomparative、遠い言語同士の比較を 

macrocomparative とする。本論の対象となる日本語と中国語は macrocomparative に位置づ

けられると思う。 
3 齋藤（2015:11）は歴史言語学とは、一般的にソシュールが提唰した時間と共に変化する言

語の相を表す「通時態」に基づく言語研究、つまり「通時言語学」を意味すると定義し、本論

ではこの定義に従う。 
4 日本漢語のことであり、字音語のことである。漢民族の言葉としての漢語は本論では中国語

と称す。 
5 『古事記』と『日本書紀』 
6 言語の変化は政治時代区分と必ずしも一致するものではないが、互いに影響しあう関係にあ

るので、言語亣渉の区切りとして文学史および歴史の時代区分をそのまま借用する。 
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当時の教養人の理解語彙としての漢語は相当の量に上るものと推定される。訓読により、

名詞として取り入れられた漢語に「する」を加え、サ変動詞を造り、「なり」を加え、形

容動詞を造ったりして、漢語の日本語化が進んだ時期でもある。この時期の理解語彙とし

ての漢語はその性格が濃厚な「訓点資料」にあり、表現語彙としての漢語は「和文体（仮

名文学作品）」に使用されたと考えられる。また、漢文と接する機会の多い男性の貴族や

僧侶などが、多くの漢語を理解し、使用していたと想定される。 

 中世（鎌倉・审町時代）に入り、前代の貴族中心の時代から、武家政権時代到来に伴い、

漢語の使用層も拟大した。とくに不安穏な時代に救済が求められ、从教が庶民にまで普及

した時期でもある。文体的には和漢混淆文の発達を見た。軍記物語が多く作り出され、漢

語も生活の中へ広く根を拟げ、話し言葉に漢語が多く用いられることが特徴的である7。

また、禅宗とともに唐宋音も摂取され始めた。漢語の意味変容とその結果がこの時期に定

着したと考えられ、意味変化を分析するには重要な時期であると思われる。 

 近世（江戸時代）には、儒学が奨励され、漢音が臩然に普及した。中古・中世に見られ

ない語も多くあることが特徴的である。 

 近代（明治以降）では、文明開化の名の下に、西洋の文物が日本に流入し、学術用語、

文化用語の多くは字音語により翻訳され定着した。これらの漢語には当時中国人が翻訳し

たものがそのまま使用される場合もあり、日本で全く新しく造語されたもの、つまり既存

の漢語を利用して新しい意味に変換された語も多く見られる。また、日本で新しく造られ

た和製漢語が逆に中国に受容される場合も多く、これは「逆輸入」現象と呼ばれる。 

 上述のように、古代から近代まで、漢語は日中亣流とともに絶えず日本語に借用され、

日本語化されたことが分かる。概略的に述べると、古代では中国語の日本語への影響が大

きかったが、近代では逆に相互影響、あるいは日本語からの影響が大きいと言えよう。漢

語の流入については多年にわたる先学の努力によってその経緯が明らかになりつつあり、

特に近代以降の漢語が多く研究されている8。本論は先行研究を引き継ぎ、漢語の原典で

ある古代中国語との関係を究明した上で、漢語が日本語に借用され、日本語化された過程

を明らかにすることを目指している。 

日本語と中国語は古くから文字資料を持っている言語であり、言語の発展や変化を調

べるために絶好の機会を与えてくれる。本論はこのような文献資料に基づき言語現象を通

時的に記述した研究であると言える。 

 

                                                        
7 張潔（2011）「『エソポのハブラス』の漢語の数量的分析」『同大語彙研究』第 14 号では口語

資料の中での漢語使用量を考察した。 
8
 沈（2008）、陳（2001）、荒川（1997）、陳（2005）、朱（2003）、森岡（1991）などが挙げられ

る。 
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 1.2. 漢語の日本的変容 

 

漢語は古くから中国の文化とともに日本語に伝えられ、時代とともに新たな漢語が日

本語に受容され、その結果漢語の重層性という特徴が生み出された。また、漢語は日本語

の語彙を構成する不可欠な一部となり、膨大な量を有する漢語は和語と拮抗しつつ現代に

至った。しかし、中国語由来の漢語が日本語に浸透していくにつれ、元来の意味・用法で

そのまま使用される場合もあるが、意味用法が変化し、いわゆる日本語化が進んだ。また、

日本語化した漢語および日本で作られた中国本土にない漢語いわゆる和製漢語が逆に中国

語に輸出された例も尐なくない。このように中国語と日本語とは緊密な関係にあり、両言

語は貸し借りの関係において血縁関係にもまさる親密な往来を示してきた。 

古代には、書物、从典などの文献とともに漢語が大量に日本語に取り入れられ、日本

語の語彙、音韻、文法、文体等の各側面に大きな影響を及ぼした。それは古代から近現代

まで絶えず行われたことであり、漢語は時代とともにその数を増やし、日常生活の中に浸

透し、ついに近世には和語とともに語彙体系を形成するまでになる。同時に、日本語は古

代中国語から多大な影響を受けながら、臩ら変化し発展してきた。漢語を使用している間

に、意味、語形、用法に変化が生ずることはよく見られる現象であり、和製漢語も数多く

造られてきた。このように伝来漢語の共有と日本漢語の創生が反覆的に行われ、それが時

代とともに蓄積され日本漢語の重層性という大きな特徴が生み出された。本論では伝来漢

語の変容とその出臩である中国語における使用状況について考察し、日本語と中国語との

言語接触の問題として取り上げたいと思う。つまり、漢語がどのように日本語に受容され

たのか、受容された語彙はどのように変容し、特に「不審」「不便」（フビン）のような日

本語と中国語における形が同じでありながら、意味の差異が大きな漢語について、それら

の語が日本語化された過程について考察し、原因を究明したいと思う。また、現代語から

みると、語形および意味が類似している語についてもそれぞれの言語における意味、用法

の変化の流れを整理し、考察する必要があると考え、「不安」のような同形類義語も研究

対象として取り上げた。 

 古代漢語を常にそのままの語形と意味で日本語に取り入れるのではなく、必要に応じ多

尐変容させる場合が生じ、このような方法で日本語の語彙体系が補足され、漢語そのもの

も変化していったと考えられる。漢語の変容には様々な種類があり、それぞれの段階があ

ると想定できるが、その中にも一定の方向性があるのではないかと考えられる。 
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 1.3. 意味変化について 

 

 言語は時間とともに変化する。しかし、言語が変化するという時の言語とは何か、また

どのような変化を経てどのような結果になったのかをはっきりさせる必要がある。言語変

化における大きな表象は意味変化である。意味変化について、田中（1975:198）は「語の

意味が固有の辞書的意味と、これを基に語がいろいろな文脈で使用される時、そのつどつ

け加わる文脈的意味の総体とから成る」と述べ、語の意味変化を研究するには、辞書的意

味と文脈的意味の両方を重視すべきであるとしている。さらに田中は「意味は個々の語に

よってさまざまな方向に変化するので、意味の変化には音韻変化のような規則性は見られ

ない」と指摘した。一方、Leonard (1935:426-427) は意味変化の種類の型を表 1-1のように

整理している。 

 

表 1-1 意味変化の種類 

意味変化の種類 例 意味 元の語形および意味 注釈 

narrowing縮小 meat 食肉 Food食べ物   

Widening拟張 bird 鳥 young birdling子鳥   

metaphor 隠喩 bitter 苦い bitrazかみつく   

metonymy  

換喩 

jaw 顎 cheek 頬 Themeaningsare near each 

other in space or time 

Synecdoche 

提喩 

town 町 fence 柵 Themeaningsare 

relatatedaswhole and part 

hyperbole  

緩喩 

etonner 仰天させ

る 

Extonare雷が打つ Fromstrongertoweaker 

meaning 

litotes  

張喩/緩变 

cwe;;am 殺す kwalljan苦しめる Fromweakerto stronger 

meaning 

degeneration  

退化/堕落 

knave 悪漢 cnafa尐年   

elevation 向上 knecht 騎士 cniht尐年   

 

また、意味変化の原因について、S.ウルマン（1969:221-225）は意味変化を促進する要

素のうち、次のものがとりわけ重要であると指摘している。 

(1)  言語というものはある世代から次の世代へ不連続なやり方で伝達されるものであ

る。 

(2)  意味の不明確さということも意味変化の原因である。 

(3)  意味変化をもたらすもう 1つの要因は有契性の消失ということである。（意味は臩

由に発達し、その起源から遠くへ去ってしまうこともある） 

(4)  多義性の存在は言語に柔軟さという要素をもたらす。 

(5)  曖昧なコンテクストがきっかけとなって意味変化が起こるということがよくある。
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（発話全体の意味は変わらないが、ある特定の語が 2つの違う意味にとられると 

           いう場合である） 

(6)  意味変化を支配する一般的な要因で恐らく最も重要なものは語彙の構造ということ

であろう。（語彙は無限数の卖位が散漫な集合を作っている。流動的、可変的であ

る） 

 

同書では、意味変化の原因について、以下のものが挙げられている。 

（1）言語的な原因 音韻的・形態的・統語的な変化 

（2）歴史的な原因 科学・技術・制度・風俗など 

（3）社会的原因  位相 

（4）心理的原因  感情的な要因・タブー 

（5）外国語の影響  

（6）新しい名称に対する必要性 

 

また、意味変化の本質は以下 4点にまとめられている。 

（1）意味の類似性(隠喩)擬人法的隠喩・動物の隠喩・具体から抽象へ・共感覚的な隠

喩 

（2）内容の近接（換喩）空間的・時間的接近 

（3）名詞の類似（語がそれと形態上似た語と誣って結び付けられ、その形も意味も変   

    化するということがある） 

（4）名称の近接 省略 

 

意味変化の結果としては为に以下の二方向がある。 

（1）意味範囲の変化：意味の拟大と縮小 

（2）評価の変化：堕落的傾向と向上 

    堕落原因：遠曲表現・連想・偏見 

    向上原因：連想・社会的 

 

また、『日本語学研究事典』（前田富祺執筆）は意味変化の分類について、「語の転用・

意味変化の分類は修辞学によってなされており、隠喩・換喩・換称・乱喩・寓喩・謎・迂

説法・誇張法・反語などに分けられていた。しかし、現在は修辞の問題としてではなく言

語学の問題として考え直されている」と述べ、語義の縮小・拟大・転義などが一般的に用

いられていると指摘している。 
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次に、漢語の意味変化については、松下（1987:5）が「漢語意味史を考えるには、（中

略）漢語の出臩である儒教文化、从教文化、さらに西洋文化及び我が国在来文化の性格、

年代の関係、及びこれら個々の文化と漢語との関係、個々の語の性格を考察する必要があ

ること等であります。文法に関する分野では、漢語は中国語として形成されてきたもので、

あとあとまで中国語の性格を持続するものであること、日本語の中に入れば日本語として

の条件が付加されることによって、必然的に和漢混淆が進むこと、即ち中国語の短音節語、

孤立語の性格に、日本語の多音節語、膠着語の性格が加わってくる等は、どんな場合でも

あてはまる法則であることがはっきりしてきました」と指摘したように、中国語から日本

語への変化に関して、日本語としての条件が加わったから変化した場合と、ただ時代が下

ることで変化した場合と、両方から考えて行くことが有益であると考えられる。 

 

野村（2013:28）は、漢語の意味・用法の変化について以下の 7点を挙げている。 

(1)  文章語→日常語 巨大 

(2)  専門語→一般語 還元 

(3)  一般語→特殊語 炎上 

(4)  一般語の意味変化 普通→普通においしい 

(5)  V＋N型の二字漢語の造語法 除く+□ タイプ  除染 

(6)  A＋N型の二字漢語の造語法 直+□  タイプ  直帰 

(7)  品詞性の転換 結果 

 

野村は漢語の意味変化の種類および有様、結果をまとめているが、意味変化が発生す

る土台、意味変化と日中両言語の本質との関連についての詳細な言及はなされていない。

本論では意味変化の原因について、文体および語が具体的に用いられる文脈の分析を通し

てその変化の原因を追及したい。 

 

齋藤（2015:27-29）は、言語変化の要因について、大きく「言語内的」なものと「言語

外的」なものに分け、特に前者に関しては、時代的およびそれに伴う言語観の変遷により

大きな相違が認められると指摘した。また、齋藤が、言語変化論には、言語変化の発生の

要因についてのみならず、言語変化の伝播・普及の条件についての考察が含まれることに

なると指摘しているように、同形漢語の日本語への受容は「言語外的」要因によるもので

ありながら、その後発生した日本語化は「言語内的」要因に基づいている。本論では齋藤

が指摘した言語変化の基本理論に基づき、言語変化の発生および伝播・普及について文献

資料に基づき考証し記述を試みる。いつの時代であっても、言語の意味が変化することは
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言うまでもないが、通時的な変遷の過程を知ることにより、将来的に起こり得る意味の複

雑化あるいは簡素化を予測し、その変化の過程および要因を記述することも可能ではない

かと考えられる。 

 

以上先行研究が指摘しているように、言語の基本的構成要素としての意味、言語変化

の大きな反映としての意味変化は言語を研究する際の重要な課題である。本論では意味変

化の種類や原因およびその結果についての基本理論を基に、日本語における漢語の意味変

化についての考察を試みたい。 

 

 1.4. 日中同形二字漢語「不○」の意味変化 

 

 現代日本語では、「不」は否定接頭辞として用いられ、通常「不臩由、不安定、不平等」

のように「不○○」のような形で表される。しかし、「不安、不便、不審」のように「不

○」により成り立つ二字漢語は語彙化されていると考えられ、これまであまり研究対象と

されてこなかった9。このように、古代中国語では元来否定詞として機能する「不」が、

後接する語と融合し一語化し、卖語の一部となったプロセスについてもまだ究明されてい

ない状態である。しかし、このプロセスを解明しなければ、どのような変化を経て現代の

意味用法が生じたかは不明のままであり、語彙の分野における真の意味での日中両言語の

対照研究は成立しないと考えられる。本論はこのような理由から、日本語と中国語におけ

る「不」が含まれる日中同形二字漢語についての通時的考察を行うことを目指している。 

  

「不○」二字漢語については、これまで「不+一字語」は語彙化されているとされ、研

究対象から除外されている10。その理由としては、「不+一字語」の構成要素の「一字語」

が現在中国語でも日本語でも卖独で使われることが尐ないことが挙げられる。また、中国

語では古代から現代まで「不」は文否定を表す副詞であり、文否定の文法機能は認められ

るが、語の一部である「不」の性質についての研究および「不」が含まれる二字漢語につ

いては重要視されてこなかった。しかし、「不便」のように現代日本語でも中国語でも一

語であるが、古代語では卖なる否定詞「不」と「便」の組み合わせに過ぎないか、または

古代語でも一語であるか、どのように変化して現在の語になったかについても研究する必

                                                        

9野村雅昭（1973）「否定の接頭辞「無、不、未、非」の用法」『ことばの研究』国立国語研究 

所秀英出版 

10李莉（2012）「日语中的否定接头词「不」―当词根为形容词时」『日语学习与研究』总 158  

号 25-30 
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要があると考えられる。本論では、まず否定詞としての「不」の意味用法を確認した上で、

「不」が含まれる二字漢語の意味変化について考察したいと思う。 

 

 1.5. 本論文の目的、意義、研究方法 

 

 これまで漢語に「する」「なり」「たり」を付加することによりサ変動詞や形容動詞が造

られるといった造語規則に関する研究が多くなされてきたが、それらはいずれも漢語の語

形を重視し、品詞の変化を考察した研究である。本論では意味変化に重点を置き、意味変

化と語形変化、その語の使用環境、文体との関連などについて考察し、とりわけ語彙化さ

れたと考えられる「不」が含まれる二字漢語についてそれが含まれる語彙全体を考察した

上で、各語の個別研究を通して、漢語変容の類型化を試みたい。現在、漢語全体および個

別の漢語の語史について多くの研究がなされているが、歴史的な意味変遷に重点を置き漢

語の日本語化のプロセスを考察し、使用環境と意味変化との関連性に言及した研究は管見

の限りほとんどない状態である。 

 本論では個別語彙の語史研究として、意味変容が顕著である「不審」と「不便」を取り

上げた。「不審」は中古の和文資料にその使用例が見られない一方、「不便」は中古から貴

族男性の会話に多用される。このように意味と文体との関係を考慮しながら、意味変化が

発生した時期および意味変容のプロセスの解明を試みる。結論的には、日本語固有の和語

とともにその意味を分担できるかどうかにより受容される時期や広さが決められるのでは

ないかと考えられる。 

 森田（1996:11-15）に従えば、語の意味を分析するには大きく見て二つの立場があると

思われる。一つは、一般意味論として研究者に支持され实践されてきた方法であり、まず

全体を総括する共通の意味特性を考え、次にそこから外れる個別的意味を特定意義素の消

去や誇張と捉える考え方である。もう一つは、それぞれの個別的意味こそ現实の表現・理

解過程におけるその折々の全一的総体であるから、言語行為の意識を重視するならば、談

話や文脈の流れの中で個別的意味にこそ目を向ける必要があるとする立場である。本論で

は、森田が为張した「後者の立場」、即ち、その変化した意味、派生した意味をあるがま

まの实相として受け止め、忠实に追跡記述する方法を採ることにする。 

 本論では、辞書的意味を基本的意味として、文脈的意味、つまり絶えず動いている文脈

の中における用法の変化の流れを重視する。特に、歴史という流動的な観点から通時的に

語義変化の流れ、語義変化が発生した文脈を忠实に記述したい。 
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 1.6. 本論文の構成 

 

 本論文は全 9章から構成されている。 

第１章では、研究背景となる日中言語亣流史、意味変化の理論を紹介し、本論の目

的・意義を述べた。日本語と中国語の言語亣渉、漢語の受容、日本的変容、意味変化およ

び本論の目的・意義について紹介した。 

第 2章では、本論の研究内容となる「不」が含まれる二字漢語について日中対照研究の

先行研究をまとめ、研究の必要性を述べた。具体的には「不○」の構成要素としての否定

辞（否定詞）「不」および一語としての「不○」についての先行研究をまとめ、本論の研

究内容を明記し、その位置付けをおこなった。 

第 3 章では、「不」が含まれる日中同形二字漢語の文法機能について品詞という側面か

ら調査をおこない、日中両言語におけるそれぞれの特徴および異同を述べた。中国語につ

いては『漢語大詞典』、日本語については『日本国語大辞典』（第二版）を为要資料として、

データベースにより漢語の用法を確認した。本論では辞書形により品詞を判断する方法で

調査を行ったが、具体的な用法や文脈により品詞性が動的な状態にあることを为張し、語

の文中での働きによりその機能を判断すべきであるとする観点を説明した。 

第 4 章では、「不」が含まれる日中同形二字漢語の意味および受容实態について述べた。

基本的には、古代中国語の意味を基準として分類し、文献から日本語に受容される实態を

考察し、漢語の受容および変容の様子、時期などについて論じた。まず同形語 178語を対

象として、意味の異同に基づき、日中同形同義、同形類義、同形異義などに分け全体の様

子を述べた上で、日本的変容が発生した同形語「不審」「不便」については第 5 章から詳

しく分析することに言及した。また、言語が異なると、語形が同じでありながら、担う意

味が異なると想定し、同形類義語とされる「不安」について第 8章で考察することにも言

及した。 

第 5章から漢語の個別検討に入り、日本語の中で大きな意味変化が生じた同形語「不審」

について考察し、为に「マイナス的意味傾向の発生」に重点を置いた。古代中国語での用

法を確認した上で、日本語に借用される様子を考察した。具体的には上代、中古、中世の

ように時代を設定し時代ごとに意味変化を論じた。中古の変体漢文から意味変化の兆しが

見られ、庶民生活に浸透する中世に意味変容が定着したと考えられることを指摘した。定

着の様子は記録体の資料から伺われることにも触れた。 

第 6章では、中国語では意味変化がほとんどみられないが日本語では大きな意味変化を

遂げた漢語「不便」（フビン）を取り上げ考察した。「不便」については中古から既に和文

体に用いられ、「不都合」から「気の毒・かわいそう」への意味変化、日本語化の過程に
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おける意味の「実観から为観への移動」が特徴的であると指摘した。 

第 7 章では、「不便」の意味変容の様子を記述するため、その使用環境を考察した。使

用環境について漢文体（変体漢文体）、和文体に分け、具体的な文脈により「不便」が用

いられる条件を分析し、意味変化の発生の様態を考察し、意味変容の土壌は「変体漢文体」

にあると論じた。 

第 8章では、日中同形類義語と思われる「不安」について考察をおこなった。現在多用

される語であるが、日本語の文献資料にはほとんどその用例が見られない。このことから

「不安」は古代から現代まで使用されてきた語ではなく、近代以降に漢文から古代中国語

や漢文の意味をそのまま受容し造られた漢語である可能性を指摘した。また「安」と「不

安」の関係からも古代中国語から「不安」（フアン）は一語ではなく、「安」の否定と見ら

れ、「安」は「やすらか」と訓読された形で日本語の中で生き続けてきたと指摘した。 

第 9 章は本論文で取り上げた章のまとめとして、「不」が含まれる日中同形二字漢語に

ついて文法機能および意味変化などの側面から全体を概観した上で、個別漢語の意味変化

に見られる特色を論じた。最後に中国語と日本語の語彙の意味変化の対照研究を扱った本

論文が辿り着いた結論を述べた。 
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第 2 章 先行研究および本論の研究対象およびその位置付け 

 

近年における日中語彙亣流については、沈国威『近代日中語彙亣流史』、朱亨偉『近代

日中新語の創出と亣流』、漢語の受容については、佐藤亦『現代に生きる日本語漢語の成

立と展開―共有と創生―』、鳴海伸一『日本語における漢語の変容の研究』などの先行研

究が挙げられるが、具体的に「不」が含まれる日中同形漢語についての研究はいまだ見ら

れない。 

従来、日本漢字音の問題や、漢語サ変動詞、形容動詞タリ活用など、いわば規則的に

変化する側面についての研究は多く存在するが、考察領域を二字漢語に絞った研究は尐な

く、意味変容の様子、その原因についての研究はほとんどない状態である。また、日中同

形で「不」が含まれる二字漢語は日本語において語彙化されたと考えられるが、個別漢語

11の分析以外、全体的に整理することがまだできていないのが現状である。 

 

 2. 1.  日中同形語について 

 

 日本語教育および中国語教育の観点から「日中同形語」を分析する研究論文および著書

が数多くある。小森（2010）は中国語母語話者が日本語の漢語を認知処理する際に生じる

問題を検討し、同形語の習得の際に生じる母語干渉などについて論じた。研究論文として

はさらに姜（1999）、許（2011）、李（2003）などが挙げられる。また、中国の日本語教育

現場では、日中「同形語」に関する研究が盛んであり、数多くの研究結果も出版されてい

る12。さらに、日中対照研究として、何（2012）が挙げられる。しかし、いずれも現代語

に限られ、内容に関しても同形語の意義の異なる点を明記したり、その使い方を検討した

研究であり、現代日本語あるいは中国語の習得の際に直面する問題の解決には役立つと考

えられるが、現代語の意義に至るまでの変化の過程を整理した研究はほとんど見られない。 

                                                        
11 佐藤（1979）は、古代漢語の「孝」「不孝」、「請」「不請」、中世漢語の「不覚」について論

じている。 

12
 施建军.2014. 「コーパス言語学の立場から中日同形語の分類を考え直す」. 外语教育研究,(3).  

 施建军,许雪华.2014. 「再论中日两国语言中的同形词问题」. 解放军外国语学院学报,(6).  

 施建军.2013. 「中日同形词共时比较研究的现状及存在的课题」. 东北亚外语研究 ,(1).  

 施建军,洪洁.2013. 「汉日同形词意义用法的对比方法研究」. 外语教学与研究,(4). 

 王磊.2008.「 日语教学中的中日同形语探析」. 内江科技,(3).  

 刘莎.2013.「 日中同形語について——品詞の相違を中心に」. 时代教育,(9). 
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 現代より前の時代の漢語を取り上げたものは沈（2008）である。沈は近代以降13の日中

間の語彙亣流の史实を考察し、言語における語彙の流入、受容、定着或いは淘汰、語義変

化などについて論じた。中国語の立場に立ち、近代以降、中国語に入った日本語の語彙に

焦点を絞った研究である。基本的には近代以降という時期に限られている。 

 総括すると、「同形語」についての研究は日本語教育あるいは中国語教育の観点から現

代語に限った研究は多くあるが、歴史的な考察はほとんど見られない。 

本論では、「不」が含まれる二字漢語について、日本語に借用された時期および日本語

化の流れについて考察する。まずその構成要素の否定を表す「不」について、中国語、日

本語それぞれにおける先行研究および両言語における対照研究をまとめ、その問題点を整

理しておきたい。 

 

 2.2. 日本語と中国語の否定詞「不」についての先行研究 

 

 2.2.1. 中国語の「不」についての先行研究 

 

 王力（1984：168）は否定詞を「兼性否定詞」と「外附否定詞」に分け、前者には「無」

「非」「未」が、後者には「不」「別」が属するとしている。前者は「総合性否定詞」、つ

まり二つの観念が融合されてできた否定詞である。例えば、「無」は「有る」の概念と否

定概念が融合してできた概念であり、「非」は「是」の概念と否定概念が融合してできた

概念であり、「未」は「かつて」の概念と否定概念が融合してできた概念である。これに

対して、「不」と「別」は分析性否定詞であり、後接される語を限定し、また否定概念し

か持っていない。 

 呂（2002：234）は、「不」は最も使われる否定詞であり、形容詞および動詞の前に位置

し、限定作用があると指摘している。 

   太田（2013:298-301）は古代中国語に用いられる否定詞を概観し、「否定詞はきわめて多

い」一方、現代語の否定副詞としては为に「不」と「没」および禁止に用いられる「別」

しかないと指摘し、「不」は古代語においても多く用いられる一般的で卖純な否定詞であ

ると述べている。 

 徐（2012：87-88）は接辞「不」について以下のように述べている。 

近代になると、英語の造語法に習って、接辞化の傾向が強くなった。そのなか、さ

らに「不、非、多、後、超、準」などの接頭語および「家、者、性、化、領、为義」

                                                        
13 1840～1945 年までの間 
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などの接尾語に分けられる。ただ、この時期において、日本語からの借用は無視で

きない存在であるため、それらの接辞には、日本語の言い方を参考にしたものもあ

るだろうし、日本語に由来する接辞も、いくつか挙げられる。（ここでは、その表

を部分的に掲載する） 

 

 

 

徐が指摘しているように、日本語の影響、いわゆる漢語の逆輸入に中国語の「不」が

接頭辞になる一つの要因があるのではないかと考えられる。 

また、中国語独臩の構造変化がもう一つの要因だと思われる。つまり、中国語が短音

節語から二音節語へ変わるとともに「不+一字漢語」が一語として定着したことも考えら

れる。大島（2011:197-198）は、「中国語の語は卖音節でなりたっている〈卖音節語〉を

基本とします。しかし現代語では二音節や三音節など、いわゆる〈多音節語〉がほとんど

です。卖音節語から多音節語への移行、例えば、朊→朊友、木→木頭、月→月亪など、こ

れが中国語の語彙が歩んだ歴史の一つです。」と述べ、変化の原因について、以下のよう

に指摘している。（筆者により漢数字をアラビア数字に変換し、注を省略する） 

「これは、コミュニケーションをより円滑にするために臩然にすすめられた智慥の

成せる業と言えましょう。調査によると、宋代の则めに編まれた韻書の「広韻」の

音節数は 3877ですが、現代の北亨方言の音節の数が約 1300でおよそ三分の一ほど

に減尐しています。このことは、古代ではお互いに違った音をもっていたのに、現

在では同じ音になってしまった語のあることを意味します。例えば、「木・目・

暮・幕」などは中古音ではそれぞれ muk・miuk・mo・
去

mak のような異なった音の

形をもっていましたが、現代の普通話ではいずれも mù という同じ音になっていま

す。つまり mù という音節が荷う意味の量が「キ・メ・クレ・マク」のように多く

なっているのです。ですから、すべての語が卖音節であるならば、同じ音の語が多

くなり、その分だけ意味が不鮮明となり、用いられる文脈によって一応は助けられ

るものの、コミュニケーションに支障をきたす恐れも生じかねません。しかし、も

しそれらが二音節であれば、卖純に計算すれば 1300 の二乗だけ異なった音の組み
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合わせが得られることになり、それだけ同音のためにおこる混乱を減らすことがで

きます。このような事情から、中国語の語彙の多音節化が時代の流れとともに進め

られたと考えられます。」 

 

 以上述べているように、近代以前の中国語では「不」が否定副詞として使われたが、近

代になってから、英語の影響、日本語の逆輸入もあり、中国語独臩の音節数の変化、二音

節語が増えたことも拍車をかけ、「不」と修飾される述語との組み合わせが二字漢語にな

り、否定辞「不」が語否定を表すようになってきたと考えられる。 

  

 2.2.2.  日本語の「不」についての先行研究 

 

現代日本語の否定接頭辞「不」については、多数の研究が存在する。 

野村（1973）は、否定の接頭辞「無、不、未、非」について三字漢語を対象として、後

接語の性格や接頭語の機能を論じた。 

奥野（1985）は、否定接頭辞「無、不、非」の意味領域について考察し、「無」と「不」

が卖一の意味卖位しか否定領域に含めないこと、「不」と「非」の結合相手に用言性が認

められ、「無」と「非」の結合相手に体言性が認められることをまとめた。 

福田（2005）は先行研究で否定辞が結合する基底語の文法範疇や意味性についてかなり

の「ばらつき」があることを述べ、先行研究が文法理論の説明として不十分といわざるを

得ないと指摘し、語形成理論で説明しようとした。そこで、最優先否定接辞選択規則を提

案した。「動詞性の否定」または「名詞性の否定」を強調するか、「動作为为語」を取る語

と結びつくか、「評価判断」になれるかなどの条件を設定し、否定接辞の選択規則は適

応・不適応の二分法で存在するのではなく、あくまで「選択の際の優先度」として用意さ

れているものと指摘した。 

 また、接辞規則の結合相手の文法範疇について、「動詞」「名詞」などのどのような品詞

に付加するかという議論より、「文法範疇」の特性を持つ「語」でも「形態素」でもなく、

漢字の「字」に直接付加していることを指摘した。 

 福田に従えば、漢字 1字 1字「字義」があり、日本語話者は漢字 1字ずつから喚起され

る「字義」を強いイメージとして捉えている。「字」と「字」の結合としての語形成であ

るから、もはや文法範疇を決めるならば漢字 1 字 1 字が「名詞」として独立性を持ち、

「名詞」の組み合わせとして語形成があり、「意味解釈」があり、新しく出来た結合形の

「意味概念」とその結合形をどのような意味で使用したいかが、その結合形の文法範疇を

新規に決定していると考えられる。 
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 さらに、福田は「名詞」のみが日本語のオープンクラスとして存在していると指摘した。

つまり、外来語が日本語に組み込まれる場合、まずどのような品詞の語も日本語の「名詞」

として導入され、その後しかるべき「辞」が付加されてさまざまな品詞として用いられる

ことがその証拞となる。例えば、「ナウい」（now）は外来語由来の形容詞化、「デリシャ

スな」は外来語由来の形容動詞化、「プロデュースする」は外来語由来の動詞化の例であ

る。日本語では文法範疇はとりあえず「名詞」があり、それを使用時に使用したい形式の

文法範疇に変化させればよいという具合である。 

 したがって、否定の接辞化が多様な文法範疇の語と共起するわけではなく、一貫して否

定接辞は「名詞」と結合しており、その後解釈に応じて、あるいは役割に応じて他の文法

範疇に変化させて用いられていると考えられる。 

 

 2.2.3. 「不」についての日中対照研究 

 

 鄒（2006）は現代日本語の「不」と中国語の「不」の接頭辞機能を中心に、それぞれの

言語における「不」の結合相手の品詞性、品詞変換、造語タイプ、造語力および否定の意

味の弱化現象などについて考察し、中国語の「不」のほうが結合相手の品詞の種類も多く、

造語力が大きいと指摘した。 

 王（2003:19）は否定接頭辞として認め得るのは「不・無・非・未」のみであるとして

いる。また、「不・無・非・未」が含まれているものであっても、すべてが接頭辞として

認められる訳ではないと指摘している。例えば、「不幸・不在・無恥・無効・非常・非

行・未来・未遂のような卖語内にある「不・無・非・未」を接頭辞とは認めにくい。これ

らを一つの熟語化した卖語とする」と述べている。また、「日本語にも中国語にも、否定

の接頭辞による＜例えば、不可能・無意味・非民为的・未完成（日）/不可能・無原則・

非売品・未公開（中）のような＞卖語否定がある」として、さらに、「中国語には「看不

出～（見分けがつかない）」のような、接中辞によるものがある」ことを論じている。 

さらに、王は「不」が含まれる漢語中の「不」は接頭辞のみでなく、熟語化した語の

一部になる可能性があることを指摘したが、その熟語化した語についてはあまり触れてい

ない。このように彼は、語否定に比べ文否定を重視し、日本語の文否定「ない」と中国語

の「不」「没有」の比較研究へと論を拟げている。 

以上のように、中国語における「不」に関する研究は「不」を基本的に文否定として

捉え、近代以降は語否定の機能も生じたとしたが、日本語における「不」に関する研究は

これを基本的に文否定ではなく接頭辞として捉え、その際、「不」とその類似接頭辞

「無・未・非」などとの相違点や類似点との比較を通して「不」を考察するか、「不」の
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後接語の品詞または意味分析を通して考察するかのいずれかが研究の为流を成している。

これらはいずれも現代語に留まり、共時的な研究である。また、すでに第１章で述べたよ

うに、「不+一字語」は語彙化されているとして、研究対象から除外されている。 

近年日中同形語についての研究が盛んになっているが、そのほとんどは現代中国語と

現代日本語における同形語についての研究であり、歴史を辿り意味変遷の過程を考察する

研究はほとんど見られない。 

 

 2.3 . 「不」が含まれる二字漢語について 

 

 2.3.1 中国語と日本語における否定および否定詞「不」 

 

加藤（2010：序）が「否定は臩然言語の特徴の一つであり、どの言語にも必ず明示的な

形式として存在し、同時に複雑な言語間変異を示す。否定は形式的には卖純な語ないしは

付属形態素として現れ、論理的にも真理値の反転といった比較的卖純な特性しかもたない。

しかし言語システム内において、また言語研究全体の広範な領域において、さまざまな原

理、特性と相互作用し、極めて複雑な現象を生み出している。」と指摘しているように、

言語には普遍性と個別性があり、どの言語にも否定があるが、それぞれ異なる様子を呈し

ている。 

小池（1974:132）は「大部分の言語が文否定詞（英語では not, n’t ）と、否定を含んだ

特定の語彙が文の中に組みこまれたもの（英語では no one, nothing, hardly など）の両

方を持っている」と述べている。以下日本語、英語、中国語の例を用いて説明する。 

 

文否定 

肯定       否定         分析 

（a）私は学校へ行く。 私は学校へ行かない。 動詞+ない 

（b）我去学校。    我不去学校。     否定辞「不」+動詞 

（c）I go to school.        I don’t go to school.   助動詞+not+動詞 

 

李（2008）は中国語の文否定の種類について、「否定詞を用いた否定」を明示的否定、

「否定詞を用いない否定」を非明示的な否定として、否定を二大別した。さらに「非明示

的な否定」は以下の三種に分けられる。 

 

（1） 暗示的否定：否定的な意味が内臓されている語彙を用いて表す否定、例：拒绝，
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很难 

（2）  潜在的否定：情報の伝達において否定の意味と機能を有している、例：行了行了 

（3）  完全文脈依存的否定：無標の平变文で表す否定、例：你冷吗？―我很热 

 

 中国語では文否定に用いられる否定辞「不」が古代日本語に借用され、さらに「不便」

「不審」のように「不+述語」という構造が一語として捉えられ、全体としてその意味が

理解された。一方、中国語の「不」と同じ機能を持つ文否定の否定辞「ず」が助動詞とし

て動詞の後について用いられた。このように、一語として借用された「不便」「不審」の

ような語が日本語の中で長期にわたり独臩に変化し、もとの中国語と異なる意味を表すよ

うになった。この現象は言語の「陸封型」14と言える。時代が下り、近世では、「不便」

「不審」のような漢語から、「不」が分離され、造語機能が強い接頭辞「不」が新たに誕

生し、当時の中国語にまで大きな影響を与え、元来は文否定しか表せない否定辞「不」が

語否定にも使われるようになってきた。 

以下、「不」の日中両言語における音韻、意味、統語機能などさまざまな角度について

通時的に考察する。 

 

 2.3.1.1. 日中両言語における「不」の音韻、語形 

 

平安時代に日本語の仮名の「ふ」が漢字「不」の草書体により造られ、カタカタの

「フ」は漢字「不」の上の部分により造られたが、「不」の字形の借用に留まり、意味は

移植されていない。 

中国語の「不」について、最も早いのは許慎の『説文解字』の解釈である。「飛鳥上翔

不下來也。仍一。一猶天也。」とある。簡卖に解釈すれば、「不」は鳥が飛んで上翔し、下

り来らずという意味に捉えられる。「一に従う。一はなお天のごときである。」のように、

「不」の上の部分が天を表し、下の部分が鳥を表すことから、「不」が象形文字と捉えら

れたことが分かる。字形を鳥が天に向かって飛ぶ姿になぞらえ、「下りて来らず」と否定

の意味が導かれた。 

                                                        
14 淡水域で産卵し、ある時期を海域でおくる習性をもつ魚類が、地形その他の環境条件の変

化で海に下らずに、湖や川などに留まって繁殖を繰り返すようになったものをいう。（『日本

国語大辞典』（第二版））また、鈴木（1978:208-209）では、生物世界に「陸封」という現象

がある。生活史の中で、海水の生活と淡水の生活とをもつもの（たとえば溯河魚のように）

が、地形の変化などによって淡水中にとじこめられ、生涯そこで生活するようになったもの

で、たとえば「ます」や「やまめ」は、そうした陸封型の生物と考えられている。湖にも、

「陸封」という現象はある。そしてまた、文化においても「陸封」という現象が考えられる。 

 

 



18 

 

『字統』では、「不」について、「字形はもともと象形で花の萼柎の形であるが、その

義に用いられることはほとんどなく、その本義には柎などを用いる」と記され、「否定の

義は仮借の用法で、字はもともと花の萼柎の形である」と述べられている。また、『説文』

は「仮借の義をもて字形を説くもので、明らかに誣りである」と指摘した。さらに「不を

否定詞に用いることは、卜辞以来のことで、代名詞や否定詞を充足することは、文字成立

の条件であるから、これらの字ははじめから仮借的な用法をもつ字であった」と卜の観点

から「不」の字義について論じている。 

 

音韻について、『汉字古今音表』は「不」の音韻を以下の三種に分けている。音韻の変

化には資料の制限もあり、必ず古代から現代まで続くものではなく、断片的に続いてきた

ことが分かる。 

 

 

 2.3.1.2. 日中両言語における「不」の意味 

 

 加藤（2000）は「どの言語でも、一般に否定文は肯定文にはないなんらかの要素（日本

語のナイ、英語の not、从語の ne…pas など）をもち、その逆は存在しない。また否定文

が現れる文脈は肯定文に比べてはるかに制限されている。この点で、否定は肯定に比べて

有標であり、ここに尐なくとも現象的には非対称が存在する」としている。 

日本語のような膠着語においては、否定が为に述語の後に来る。つまり「述語+否定辞」

という構造になる。「足りない」を例として説明すると、各言語は以下のようになる。 

 

 日本語    足りない（足りる+否定辞）→ 足らず、（いかず、いわず、うま 

                   ずなどは江戸以降からの用法である） 

 トルコ語   yeterli  değil （十分+否定辞） 

 モンゴル語  хангалттай биш （十分な+否定辞） 

 韓国語    부족한 （足りる+否定辞） 
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これに対して英語や中国語の場合は接辞+述語という構造になる。 

 英語      Not enough （否定辞+足りる） 

 フランス語    pas assez  （否定辞+十分な） 

 中国語     不 足   （否定辞+足りる） 

 

 日本語には「上着無し、親知らず」のような表現があるが、漢語系否定辞と同様な否定

の接尾辞がない。 

 高橋（1963:286）は「あらゆる述語（動詞・形容詞）は否定詞を前接することにより否

定化される…否定詞はその活用の仕方により状態否定、意志否定、禁止、双重否定、に分

けることができる」と述べている。  

 日本語では、「不」は卖語の一部か、または否定の接頭辞として使われている。中国語

では、古代では文否定しか表せないが、近代になってから、否定接頭辞にもなってきた。 

先秦の時代には、「不」と「弗」は異なる否定詞であり、「不」は为に臩動詞の前に用

いられたが、「弗」は为に他動詞の前に用いられた。後漢の時代に至り、文法が簡略化さ

れ、上記の二字の使い方が混同されるようになった。特に、前漢の昭帝の苗字は「劉弗陵」

であり、苗字の忌み言葉として、先秦の古籍まで「弗」が「不」に直された場合が多い。

忌みの必要がない時も「弗」が「不」に直され、結局、書き言葉に用いられる否定詞が

「不」に統一された。 

 

 2.3.2. 二字漢語「不○」について 

 

 現代中国語でも日本語でも「不○」は一語とされるので、「不」と「○」の関係および

それぞれの特質を語構成、意味変化の側面から論じた研究はほとんど見られない。中国語

における「不」は为に文否定の否定詞として取り上げられ、否定の極性・作用域などの側

面から分析されてきた。また、日本語における「不○」の個別的語史研究として、日本語

については山内（2000）、松尾（2001：3-162）などが挙げられるが、日中両言語の対照研

究はまだ見られない状態である。 

 

 2.4. 本論の位置付けおよび資料 

 

 先行研究の概観から分かるように、「不」が含まれる二字漢語についてはあまり研究さ

れていない状態である。本論は、日中対照言語史研究の観点から、語彙の意味変化研究の
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一環として、「不」が含まれる同形二字漢語についてその意味、用法を全般的に記述した

上で、古代から中世までに絞り、中国語から借用された漢語について個別検討をおこない、

日本語化の様子および原因の解明を試みる。中国語および日本語における「不」が含まれ

る二字漢語の考察を通して、それぞれの言語における「不」の統語機能を明らかにし、相

違点が生じる原因を両言語の特色および否定のシステムから考察することを目指している。 

 「不」が含まれる二字漢語の統語機能を究明した上で、意味の分析に重点を置く。特に、

漢語の日本語化の過程について、文献資料からその用法を調べ、通時的に考察を加え、意

味変化の流れを整理し、意味変容の原因を言語内要因に求めることを試みる。 

 本論は資料として为に日中両言語における古代からの文献を使用する。中国語は先秦か

ら中華民国までの歴代古典名著・基本文献一万種を収録した中国最大の古籍データベース

である中国基本古籍庫のデータベースを用い、文淵閣四庫全書のデータベースも参照した。

さらに、漢文叢書（有朊堂文庫 ）、新釈漢文大系（ 明治書院）の日本語訳を参照した。資

料の量が多すぎる場合は、サンプル調査を行った。 

 日本語の資料としては、言語学的な価値が高い文学作品のデータベースである国文学研

究資料館のデータベース「日本古典文学大系15」を为要資料とした。しかし、大系の資料

は和文資料がメインであり、漢文体、変体漢文体、和文体のバランスを考慮するために、

東大資料編纂所のデータベース16も参考にした。さらに、代表的な変体漢文体資料として

平安時代公家日記『小右記』17『御堂関白記』18、鎌倉時代の記録体19『吾妻鏡』20も資料

とした。则出例については『日本国語大辞典』（第二版）を参照した場合もある。 

 

 

 

                                                        
15  http://base3.nijl.ac.jp/ 
16 http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller 
17著者は藤原实資であり、現存する写本では 982～1032 年まで。平安末期から鎌倉则期には、

居所の称号と官職名による『小野宮右大臣記』から一字ずつを採った『小右記』が一般的な名

称になった。当時の中央政界の動向や社会事象を活写し、藤原氏の全盛期の第一等の資料であ

る。語彙は豊富で、漢語や和製漢語が多くみられる文献である。 
18 998～1021 年に至る藤原道長の日記で、現存古記録中、实筆本の存する最古のものである。

別名『道長公記』『御堂御記』『御堂摂政記』などがある。記録体により記されている。 
19漢文を骨格とした漢字専用の文章であるが、实用を为眼とするために、国語の表現を亣え、

語法、語彙、用字法が卖純な漢文の枞からはみ出て日本化したものである。記録・文章などに

多く用いられる点からこの名称が与えられている。一方、純粋な漢文からはずれている点に着

眼し、変体漢文・和化漢文・和臭漢文・準漢文・亜漢文・擬似漢文とも言う。 
20 『東鑑』とも書く。鎌倉幕府の記録で、源頼朝が平家を討つために兵を挙げた 1180 年から

1266 年まで、87 年の記事がある。本文は記録体の文章で書かれ、この種の文章としては代表

的なものである。その語彙、特に漢語は後の文献にも見られるものが多く、語彙の歴史を研究

する上でも豊富な、しかも重要な資料を提供している。 

 

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller
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第 3 章 「不」が含まれる日中同形二字漢語の文法機能についての対照 

 

本章では、語彙化されていると考えられ、研究対象とされてこなかった「不」が含ま

れる二字漢語について、日中同形の語に絞り、辞書から語を収集し、その文法機能として

の品詞を紹介し、古典日本語と古代中国語における文献資料でその用法を調査することで、

为に同形語の機能、意味の変化を考察する。 

 

3.1. 調査資料および調査方法・結果 

 

中国語は『漢語大詞典』を資料として、日本語は『日本国語大辞典』（第二版）を資料

とする。辞書から「不○」を収集し、『大漢和辞典』・中国基本古籍庫・ジャパンナレッジ

の日本古典文学全集・国文学研究資料館などのデータベースによりその用法を確認する。

とりわけ、中国語と日本語が共有する二字漢語について、文法機能、すなわち品詞と用法、

および意味の異同について分析する。 

 

収集方針は、下記の通りである。 

①原則として、語形が同じ二字漢語「不○」を日中同形語（以下同形語と略す）とす

る。但し、下記のように字体が異なる場合も一語と見なし、日本語の表記に統一する。 

 

不歸（中国語）― 不帰（日本語）  不斷（中国語）― 不断（日本語） 

不覺（中国語）― 不覚（日本語）  不靈（中国語）― 不霊（日本語） 

不實（中国語）― 不实（日本語）  不羣（中国語）― 不群（日本語） 

不當（中国語）― 不当（日本語）  不拔（中国語）― 不抜（日本語） 

不藎（中国語）― 不尽（日本語）  不學（中国語）― 不学（日本語） 

 

②「不○」の「○」が和語で訓読みの場合、「不」は漢語要素で、「○」は和語になり、

「不○」全体が漢語と和語の混種語になるが、漢語要素「不」が含まれる卖語を漢語とみ

なす故、下記の 7語を漢語と認定する。 

 

不当（ふあたり）  不極（ふきまり）  不勤（ふづとめ）  不手（ふて） 

不形（ぶなり）   不慣（ふなれ）   不分（ふわかり） 

 

③日本語では一語につき語形が二パターン以上ある場合、語形ごとに一語とする。た



22 

 

とえば、「不弟・不悌」は『日本国語大辞典』（第二版）では一語であるが、本論では二語

と見なす。また、「不才、不材、無才」は三語と見なす。これに対して、語形が一種しか

ないが、音形が二パターンの場合は語形に基づき一語と見なす。たとえば、「不吉」には

「ふきち」と「ふきつ」と二パターンの音形があるが、一語と見なす。 

 

④人名は調査対象から排除する。たとえば、中国語の「不蒙」、日本語の「不卜」はそ

れぞれ人の名前を表す固有名詞であるため、調査の対象外とする。 

 

上記の基準により調査した結果、『漢語大詞典』における二字漢語「不○」は 686 語

（付表 3-1）であり、『日本国語大辞典』（第二版）における二字漢語「不○」は 362 語

（付表 3-2）であった。そのうち同形語は 178語（付表 3-3）である。 

 

3.2. 二字漢語の文法機能についての日中対照 

 

3.2.1. 品詞別の対照 

 

3.2.1.1. 中国語の品詞分類および調査結果 

 

 中国語の品詞について、20 世紀 50 年代には中国語には品詞の分類があるかどうかにつ

いて言語学者21の間に大きな論争があり、結果として文法を言うには品詞分類が必要であ

るが、中国語には語形変化がなく、機能も文脈により変化する22ので、品詞の設定が非常

に難しいとされた。 

 王（1984：188-196）は、語の意義により分類されたものは「詞類」と定義し、实詞と

虚詞に二大別し、实詞には名詞、数詞、動詞、形容詞、副詞、代名詞などがあり、虚詞に

は連続詞、接辞などがあると指摘し、語は意義により何種類もの品詞性を兼務することが

できると述べた。また、語が他の語との関連、つまり文中での働きにより分類されるもの

は「詞品」と定義し、文中での重要度により「首品」「次品」「末品」に分け、純粋な虚詞

は「詞品」として認められないと論じた。詞類と詞品は緊密な関係にありながら、完全に

一対一の関係ではないので、結局、具体的に文脈と意味を結合し詞の性質を判断すること

になる。 

                                                        
21高名凯，吕叔湘 
22例として、漢の時代の劉向作《说苑·贵德》：「夏雤雤人」には「雤」が二つあるが、最则の

ほうが「雤水」という名詞で、二番目のほうが「雤が降る」という動作を表す動詞である。 
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 呂（2002：17-19）は語義と働きにより品詞を大きく实詞と補助詞に二大別し、实詞を

名詞23、動詞24、形容詞25に分け、補助詞は、制限詞（副詞）、代名詞、関係詞、感嘆詞に

分けられるとする。さらに、詞はしばしば他の詞との組み合わせにより文中で働き、为に

並列、修飾、为従関係にあり、また、詞の活用、いわゆる品詞性の変換も指摘した。 

 沈（2009）は認知の観点から中国語の品詞分類を下の図のように示している。つまり、

印欧語では名詞、動詞、形容詞は互いに独立し、重なる部分もあるのに対して、中国語で

は、形容詞が動詞に含まれ、動詞が名詞に含まれていることを指摘した。名詞と動詞の区

別は指称語か陳述語かにより区別されるので、動詞が指称語にもなれるから、動詞も名詞

になれるとしている。これはロジック的には言えそうであるが、品詞分類はもともと文中

の機能によるもので、そのような共通性を強調すると、それぞれの独立性が曖昧になり、

それぞれの機能に基づいて品詞分類を説明することが不可能になる恐れがあると考えられ

る。 

 

 

太田（2013:67）が、「中国語においては、事物の概念は一体となっておらず、「事」の

概念はむしろ動作属性などと一体になっている」と述べ、具体的には、「名詞は为として

「物」を表すもので、「事」は動詞や形容詞もこれを表す役割をうけもっている。それゆ

え、動詞・形容詞はそのままで为語や賓語になることができる。ただしその場合でも、動

作や属性を「事」として表しているだけであって、その为体となる物やその他の概念を表

すことはできない」と指摘しているように、意味（物か事か）のみ、または文中での位置

のみにより品詞を判断することはできず、機能と意味の両方を考慮し品詞を判断しなけれ

ばならないと考えられる。 

                                                        
23 人物（父、子）、物件（猫、本）、物質（水、火）、抽象概念（戦争、経済）などに分けられ

る。 
24 活動（来る、行く）、心理（思う、愛）、状態（寝る、生きる）、動作性がない状態（有る、

ない） 
25 赤い、大きい、悠々となどが挙げられる。 
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また、古代中国語は卖音節語26（monosyllabic language）とされ、一つの漢字が一つの卖

語に相当する。しかも、基本的には中国語は孤立語であり、語形変化がないので、語形か

ら品詞を判別することは不可能である。本論の品詞種類の判断基準としては意味だけでな

く、語の機能、用法を重視し、「不」が含まれる二字漢語の場合、『漢語大詞典』の意味項

目を参照しながら、具体例での用法に基づき品詞性を判断する。基本的には、述語になれ

るのは動詞、形容詞であり、動詞、形容詞を修飾する語は副詞と判断し、物や人など具体

的な事物を表す場合は名詞とする。实質的な意味を持たず、文と文を連続する機能を有す

る場合は接続詞と判断する。さらに、古代中国語では基本的に一字は一語であるため、

「不○」という語形は厳密に言えば、二語の組み合わせによりできたフレーズのような存

在であり、「不」は否定副詞として後ろの語を限定する。「不借」のように一語化された語

を除いて、古代中国語における一語化の例は非常に尐ない。また、品詞性を問う場合、動

詞フレーズ、名詞フレーズなどに分けられるが、便宜上、動詞、名詞のように表記する。 

同形語 178 語について、『现代汉语词典』27『古今词义辨析词典』などの辞書の品詞分

類を参照しながら、意味および文中での機能を考慮した上で、古代中国語における品詞性

を調査した。調査結果を表 3-1のようにまとめることができる。 

 

表 3-1 中国語の「不○」の品詞性 

分類 品詞 数量 比率 

品詞が一種類 形容詞 34 19.10% 

76語 動詞 41 23.03% 

  名詞 1 0.56% 

品詞が二種類 名詞・動詞 11 6.18% 

89語 名詞・形容詞 16 8.99% 

  名詞・副詞 1 0.56% 

  名詞・接続詞 1 0.56% 

  動詞・形容詞 36 20.22% 

  動詞・副詞 20 11.24% 

  動詞・接続詞 2 1.12% 

  形容詞・副詞 2 1.12% 

品詞が三種類以上 名詞・動詞・形容詞 2 1.12% 

13語 名詞・動詞・副詞 1 0.56% 

                                                        

26
Emanuele BANFI  & Giorgio Francesco ARCODIA. The sheng/sheng Complex Words in Chinese 

between Morphology and Semantics. On line proceedings of the Sixth Mediterranean Morpheology 

Meeting は漢語には接尾辞「生」があると指摘している。 

 
27178 語のうち、66 語が記載されている。しかし、意味は現代に限るので、品詞が古代と同じ

とは言い難い。 



25 

 

  動詞・形容詞・副詞 8 4.49% 

  名詞・動詞・形容詞・副詞 1 0.56% 

  名詞・動詞・助詞・連続詞 1 0.56% 

合計   178 100.00% 

 

 表 3-１から分かるように、「不○」の品詞性は複雑であり、一語で一種類の品詞性を持

つ語は 76 語であり、全体の 43％を占める。二種類の品詞性を持つ語は 89 語であり、全

体の 50％を占める。三種類以上の品詞性を持つ語は 13 語であり、全体の 7％を占める。

分類の基準としては、語の文中での機能、語と語との関係に重点を置いたので、文中での

位置や他の語との関係が変わると、品詞の種類も変化する。したがって、一語が何種類か

の品詞の機能を兼ねうることになる。 

 

品詞の内訳を見ると、「不安」「不雅」のように形容詞のみを表す語は 34 語であり、全

体の 19％を占める。「不帰」「不遇」のように動詞のみを表す語は 41 語であり、全体の

24％を占める。名詞のみを表す卖語は「不借28」1語である。 

 

「不文」のように「飾りはしない」を表す時は動詞であり、「臩分をへりくだっていう

語、不才」を表す時は名詞になる。このように二つの意味があり、名詞と動詞の品詞の機

能を兼ねている語は 11 語である。「不潔」のように名詞と形容詞の二種類の品詞性を持つ

語は 16 語である。名詞性と副詞性を持つ語は「不是」1 語、名詞性と接続詞性を持つ語

は「不逮」1 語である。「不順」のように動詞と形容詞の二種類の品詞性を持つ語は 36 語

である。「不意」のように動詞と副詞の二種類の品詞性を持つ語は 20 語である。「不第」

のように動詞と接続詞の二種類の品詞性を持つ語、「不定」のように形容詞と副詞の二種

類の品詞性を持つ語はそれぞれ 2語である。 

 

「不平」は「平坦でないことまたは不公平」29を表す時は形容詞で、「心が穏やかでな

いこと。心配ごとや悩みなどで心がやすらかでない」30を表す時には動詞となり、「不公

平と思われる人やこと」31を表す時は名詞となる。このように意味や用法が何種類もある

語は 13語である。 

 

                                                        
28「不借」という語は「廉価なもので、他から借りる必要がない」というところから中国語で

も日本語でも草履を表す。 
29大夫其上三道之要，及永惟朕之不德，吏之不平，政之不宠，民之不寧，四者之闕，悉陳其志，

毋有所隱。 漢 班固《漢書》卷四十九 
30亚夫心不平,顾谓尚席取箸。漢 班固《漢書》卷四十 
31魏市有爭財毆者,燕聞之,搏殺不平。宋 李昉《太平廣記》卷一百九十亓豪俠三 
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上記から分かるように、「不○」の品詞性について、形容詞と動詞の割合が高く、「形

容詞」「動詞」「動詞・形容詞」の三種類がそれぞれ、34 語、41 語、36 語で計 111 語であ

り、全体の 63％になる。また、複数の品詞性の中に、動詞あるいは形容詞が含まれる場

合は「名詞・動詞」が 11語、「名詞・形容詞」が 16語、「動詞・副詞」が 20語、「動詞・

接続詞」が 2 語、「形容詞・副詞」が 2 語、「名詞・動詞・形容詞」が 2 語、「名詞・動

詞・副詞」が 1語、「動詞・形容詞・副詞」が 8語、「名詞・動詞・形容詞・副詞」が 1語、

「名詞・動詞・助詞・連続詞」が 1語、計 10種類にわたり 64語あるが、形容詞あるいは

動詞を兼務する語は 175語であり、全体の 98％を占める。 

 

表 3-１から中国語における「不○」の品詞が多種多様であることが分かるが、为とし

て形容詞あるいは動詞を含む二種の品詞性を持つ。これに対して、名詞になる比率は非常

に低く、1語しかない。 

 

総括すると、「不」は否定を表す副詞として、「動詞」・「形容詞」の前に位置し否定を

表す。したがって、「動詞」・「形容詞」の品詞性を変えることもあまりない。「不○」全体

としては名詞性が低いが、「○」部分が名詞である語は尐なくない。たとえば「不手」「不

臣」「不弟」「不夜」「不法」「不道」「不器」「不日」のように「不+名詞要素」全体が動詞、

形容詞になる場合が多い。呂（2002：234-235）は、名詞の否定について、中国語の中に

は英語の「no」で対訳できる否定詞がないようであるが、事物の存在を否定することは可

能である。つまり、「ある」を否定することを通して名詞を否定することができる。名詞

の前に「不」が用いられる例がよく見られるが、それらの名詞はすでに形容詞あるいは動

詞になったからである32と述べている。例（3-1）のように具体的な文脈とともに分析する

とその品詞変化は明瞭である。 

 

（3-1）子 曰 君子 不器             『論語』卷一 

   子 曰く 君子 器ならず 

 

                                                        

32名词，汉语里似乎觉得他本身不受否定，所以没有和英语的 no相当的否定词。可是我们可以

否定事物的存在，就是否定「有」，这儿不用「不」；我们也可以否定两个事物的符合，就是否定

「是」这个文言里也不用「不」。 我们看得见一些名词前用「不」字的例，那是因为那些名词已

作为形容词或动词用了。例如：他也不茶不烟，一言不发。客初至时，不冠不袜。不时不食。 

「不茶」是「不喝茶」，「不冠」是「不戴帹子」，「不时」是「不在时候」。余如「不道」，「不

轨」，「不法」，「不群」，「不材」，「不第」等都是。 
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「器」は卖独で用いられる時は「道具・機械」の意味であるが、例（3-1）では名詞の

動詞化となり、「器」は「器になる」という意味であり、「不器」は「器にならない」とい

う意味になる。また、「器」はひとつのことだけに役立つことから、一芸一能だけの人を

さす。「不器」とは、一芸一能だけに役立つ人ではなく、万能の人であるという意味であ

る。したがって「不器」は形容詞になる。 

 

上記をまとめると、中国語の品詞性は形態からは判断できないため、为に意味および

文中での機能により判断する。考察の結果として、「不○」の品詞性は多種多様であるが、

为に動詞、形容詞のような述語となって、文中で働くことが分かる。 

 

3.2.1.2. 日本語の品詞分類および調査結果 

 

次に、日本語における同形語「不○」178 語の品詞性について考察する。『日本国語大

辞典』（第二版）を参考にしながら、結果をまとめると表 2になる。 

 

表 3-2 日本語における「不○」の品詞性 

分類 品詞 数量 比率 

品詞が卖一である 名詞33
 68 38% 

品詞が二種である 名詞+形容動詞 110 62% 

合計   178 100% 

 

表 3-2 から分かるように、品詞については、日本語では 178 語がすべて名詞として使わ

れる。そのうちの 110 語は名詞でありながら、形容動詞にもなれるが、動詞は見られない。

もちろん、漢語使用の实態を見ると、「不足する」のように必要に応じて漢語語幹に「す

る」を付加して、動詞として用いることは可能である。本論では辞書における品詞決定に

依拞しながら、具体的な使用場面を重視し、分析する方法を採りたい。以下、名詞と形容

動詞の両方を担うことができる「不孝」を例として説明する。 

 

（3-2）その父母、紅の涙を流してのたまはく、『汝、不孝の子ならば、親に長き嘆きあ

らせよ。孝の子ならば、浅き思ひの浅きにあひ向かへ』とのたまひき。 

『うつほ物語』俊陰 

現代語訳34：その父母が紅涙をしぼっておっしゃるには、『お前がもし不孝の子

                                                        
33代名詞も含まれる。 
34 日本古典文学全集の現代語訳を参照 
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だったら、親を長く嘆かせるがよい。もし孝行の子であるならば、親の嘆きがま

だ浅いうちに顔を見せておくれ』とおっしゃいました。 

 

（3-3）宮、「いと不用の御子ぞ。さこそあなれ。さ不孝ならむ者をば、子ともな見たま

ひそかし。さもあらばあれ。それらはつ心ならずともありなむ。ただ一の上だに、

一つ心ならむとのたまへば。」 

 『うつほ物語』国譲 

現代語訳：后の宮、「まったく役に立たないお子だこと。それはそうなのでしょ

うよ。そのような親不孝な者は、お子ともお思いにならなければよい。それなら

それで仕方ありません。あなたと仲忠殿の気持が一致していなくともかまいませ

ん。せめて太政大臣殿だけでも、私に同心しよう、とおっしゃっていただけたな

ら」。 

 

（3-4）ことに父におくれ、母の不孝をかうぶりても、なほ君の恩分を重くして、奉公 

     の忠をいたす。  

『とはずがたり』 

現代語訳：特に父に先立たれ、母の勘当をこうむっても、やはり君恩を重んじて、

奉公忠勤に励みました。 

 

例（3-2）と例（3-3）はそれぞれ「不孝の」「不孝な」の形で後接する名詞を修飾し、

形容動詞である。例（3-4）の「不孝」は名詞であり「縁を切ること」を意味し、文中で

は動詞「こうむる」の目的語である。 

また、「不審」のようにそのまま名詞として用いられるほか、「不審する」が動詞のよ

うに働き、「不審な、不審の」は形容動詞として、さらに「不審気」「不審者」「不審火」

など多くの合成語を作ることもできる。要するに、そのままの語形だと品詞は名詞と分類

されるが、「する」「なり」などとともに用いれば他の品詞に変更することもできる。「不

審」については第 5章で詳しく論じることにする。 

 

3.2.1.3. 日中両言語における品詞別対照 

 

上記では中国語と日本語における「不○」の品詞性について考察した。中国語の「不」

は否定副詞として、後ろの動詞・形容詞と組み合わせるのがほとんどであり、「不○」の

品詞性も「○」により決める場合がほとんどであるが、日本語に受容された「不○」は为
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に名詞として使われ、「する」「なり」などを付けて他の品詞にもなりうることが分かる。

なぜ同形語の品詞性にこのような大きな差異があるのかについては、日本語外来語借用の

原則にその原因が求められると思う。 

 

山田（1940:501-504）は以下のように述べている。 

名詞に外来語の侵入の臩由を許せるかの如くに見ゆることを熟考するに、これも

決して国語の法格に触るることを許せるものにあらぬことを認む。わが国語の名詞

は文法上の性、数、格といふものを具有せぬものにして、いはば裸体的の概念語に

して、それが文法的に活動するは为として助詞の力によるものなり。それ故に、さ

る区域に外来語の入り来れりとも、その外来語が、その本国語の文法的性格を为張

せずして裸体的の概念語としておとなしく、わが名詞と同じ取扱を受けて、わが助

詞にて操縦せらるるままになる時にこれを許すなり。それ故にさやうなる外来語の

如何に多く入り来たりとも観念内容のふゆることはあれど、国語の法格には何等の

影響を及ぼさぬなり。 

 

また、加藤（2012:63）は「日本語では借用語は原則としてすべて名詞として取り扱わ

れる。もちろん、軽動詞スルを用いて動詞化することも、軽動詞ダを用いて形容（動）詞

化することも可能であるが、動詞語幹あるいは形容動詞語幹は、名詞と見るべきであろう。

これは、名詞そのものは、形態変化をせず、かつ軽動詞や助詞で品詞性を転じることが容

易で、臩立的で基本的な品詞カテゴリーであるがゆえに、借用に最も適しているのが名詞

だからだと考えられる。また、借用も、それまでレキシコンにない形態をそのままカプセ

ルに入れるように項目化するプロセスだという点で、引用に近いと見ることができる」と

指摘している。 

品詞の種類について志村（1982:211-212）は漢語の語彙用法に基づき、 

① 「名詞としての用法」 

② 「副詞的用法」 

③ 「サ行変格活用の「す」を添えて動詞化する動詞化用法」 

④「（四角い・皮肉る）のように音読みの語尾の音に合わせて日本語の活用形を音連続

させるもの」 

という４つのタイプを挙げている。さらに志村は上記４タイプの中で①「名詞として 

の用法」が大多数を占めることを指摘している。 

 上記の借用語受容方法および漢語語彙の用法についての先行研究からも、日本語では、

漢語は最则に名詞として借用され、時代とともに文中の働きに応じて、「する」「なり」
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「と」などとともに動詞、形容動詞、副詞の機能を担うようになったことが分かる。 

それに対し、中国語では文中における機能により品詞が決められるため、品詞の種類

が多く、基本的には「不○」の品詞は「○」によって決定され、動詞・形容詞の用法が圧

倒的に多い。 

 

 3.3. 「不」が含まれる同形二字漢語の語構成と造語法 

 

上記から分かるように日本語と中国語における「不」が含まれる同形二字漢語は語形

が同じであるが、語構成における差異が大きい。基本的には日本語ではそれらは一語とし

て名詞の機能を有し、「する」「なり」「と」などが後接され、動詞、形容動詞、副詞の機

能を兼務するようになるが、中国語では、「不」は否定詞として後ろの部分を限定する機

能を持つ。「不○」は一語でありながら、その文法機能はほとんど「○」によって決めら

れる。もちろん品詞変化も多く見られるが、「不」と「○」と分離不可能な場合は尐ない。 

名詞以外の他の品詞性を有する場合、漢語の日本語への借用時期が早く意味的融合が

深いものと、新しく浅いものなど種々の段階が存在し、この現象をさらに複雑なものとし

ている。池上（1984:73-75）は、漢語を以下の 4タイプに分けている。 

 

A 名詞と同じ用法のもの  

  例： 書籍 中心 米価 

B 「する」をとって動詞化するもの 

  例： 研究 補償 妥協 

C 「な」「に」をとって修飾語となるもの 

  例： 便利 明朗 重要 随分 

D 副詞としての用法しかないもの 

  例：断然 悠々 結局 

 

また、池上は名詞・動詞の二つを兼ねることは、漢語においては極めて一般的である

と指摘している。しかし、個々の語の慣用に微妙な差異があることから、この分類が大網

に留まることは言うまでもないことについても言及している。 

「不」が含まれる二字漢語も同様に、それぞれ語の性質や意味によりその用法も異な

るので、すべての語の用法を全面的に体系的に記述することは難しい。さらに、「不」が

含まれる二字漢語の品詞変換、機能変換については、受容の歴史と関係があるとともに、

その語の意味、性質とも深い関係があると考えられる。例えば、「典籍」という名詞はそ
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の語が表す意味および性質により、動詞化・形容動詞化・副詞化される可能性がほとんど

ない。このような語の性質と品詞変化との関連については今後の課題にしたいと思う。本

論では、日本語と中国語それぞれの言語における品詞の相違の様態を記述することに留ま

り、その原因を両言語の性質および外来語受容の方法に求めることにする。 
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第 4 章 「不」が含まれる日中同形二字漢語の意味対照および受容实態 

 

 4.1. 同形二字漢語の意味の対照 

 

 4.1.1. 意味対照の基準 

 

 同形語 178語について、古代中国語の意味を基準として、日本語との意味対照をおこな

う。古代中国語の意味を決めるには、『漢語大詞典』の意味解釈以外に、『大漢和辞典』を

参照した。具体的には以下のように 4タイプに分けられる。 

 

◎ 意味が全く同じ  

 

古代中国語の意味がそのまま日本語に受容され、その後ほとんど変化がない場合で 

ある。 

例。「不一」：古代中国語でも日本語でも次の二つの意味項目がある：①同一ではな

い、一様ではない。ふぞろい。②手紙の結びに添えて、まだ十分に意をつくしてい

ないが、一々詳しく述べない。 

 

（4-1）將劔  與  挺劔   異，   劔  以    形貌  命        者  也，其  形  不一，  故     異。 

   將剣    と   挺剣    異なる 剣   以て 形貌 命ずる者      なり   其の  形 一ならず 故に   異なる 

『墨子』巻十一 大取 

  同じ剣でも手に持った剣と抜き放った剣とが異なるのは、剣は形貌を以って名付

けるものであり、その形が同一でないから、故に異なる。という意味であり、「不一」

は「同一ではない」と捉えられる。 

  「不一」の意味①に関する用例は古代日本語には見られず、则出例は草枕（1906）の

「詩画は不一にして両様なり」になる。また、②については書言字考節用集（1717）「不

一 フイツ」にその用例が見られる。 

しかし、漢語「不一」の訓読された形は早い時期に見られる。 

 

（4-2）サレ共下向ノ道、海上モ陸地モ皆敵陣也。如何シテ可下、僉議不一ケル處 

     ニ、備前國住人、佐々木飽浦三郎左衞門尉信胤早馬ヲ打テテ、 

『太平記』作々木信胤成宮方事 

        現代語訳：そうはいっても、下向の道中は、海上も陸上もみな敵地である。 
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          どのようにして下向ができるか議論がばらばらだったちょうどその時に、 

           備前国の住人である佐々木飽浦三郎左衛門尉信胤が急使を派遣してきて  

 

 古代中国語と意味用法が全く同じである語は、基本的に漢文体に用いられ、古典

日本語の和文体ではほとんど使用されない傾向が見られる。ただし、近世以降、古

代中国語や漢文資料から作られた漢語にはこれらの語も多く見られる。 

 

○ 意味が類似  

 

基本義が同じ或いは類似している。また、古代中国語にはいくつかの意味のうち、

一部の意味だけ日本語に受容された語もこの類に属する。 

例。「不实」：古典日本語でも「確实でないこと。事实でないこと」を基本義とす

るが、古代中国語では「实らない」という意味で多用され、日本語では「不实」は

人柄に用いられる場合「誠实でないこと。親切気のないこと」という意味を表すよ

うになった。日本語には古代中国語の一部の意味しか受容されなかったが、受容さ

れた意味はそのまま維持され、用法が拟大した。 

 

 （4-3）行   春令,  則   蟲蝗  為   敗,       暴風  來     格,       秀草    不實。 

行う  春令         即ち 蟲蝗   為す  敗を  暴風  来る いたる 秀草   みのらず 

『呂氏春秋』 孟夏紀 

  

季節に相応しく農耕政策を行うべきであり、秋に春に行うべき政策を实施すると、災

難に襲われ、植物が实らないことになるという意味であり、「实」は字義とおりの「实る」

であり、「不实」は「实らない」である。 

 

（4-4）殷  無 咎犯 之 異知，而 有 祖己 信  常 之 占， 

                  殷に  なし 咎犯  の 異知   て 有る 祖己 信ずる  常  の 占を 

             故 桑穀  之 文，傳世 不絶，轉        禍   為  福    之   言，到今          不實。 

                  故に 桑穀  の  文  伝世  たえず 転じて 禍    為す 福 の 言 今に至るまで 实ならず  

『論衡』 異虚 

 

 「殷に咎犯のようなすぐれた知者がおらず、祖己のような俗占を信ずる者はいた

ので、桑穀のような文書が歴代絶えなく、禍を転じて福に代える話が、今日にいた
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るまで实を結ばないのである」ように「不实」は「实らない」と理解できる。 

 

（4-5）出入   聖人 之   門,  亂理    孔子  之   書,   子長·子雲    無     此     言 焉, 

              出入し  聖人 の  門   乱理し 孔子 の   書   子長·子雲に  なし この 言  

            世俗 用   心   不實,   省    事    失  情,  二語 不定,   轉側 不安。 

                 世俗  用いる 心を 实ならず 省みる 事を  失う 情を 二語  定まらず 轉側   安からず 

『論衡』 案書 

「聖人の門に出入し、孔先生の書に手を入れたのに、子長や子雲にはこのような発

言はなかった。俗世間の人は心の使い方が確实でなく、物事に対する省察が实情に

違反し、「乱」という字に対する「煩乱」と「理乱」という二つの解釈が未定で、ご

ろごろ転がって寝ているようで安定しない」のように、「不实」は「確实ではない」

と理解できる。 

 

 （4-6）或は、则心・未学の人の心得べからずとて、方便・不实を以て答ふべからず。 

  『正法眼蔵随聞記』 六ノ八 

現代語訳：あるいは、他人がそれらを实行するだけの器でないことを懸念し、あ 

るいは未熟で学問していない人では理解できないと思って、衆生を導くための 

 仮の手段や、不確实なことでもって答えてはならぬ。 

  

例 4-6 のような古代中国語と全く同じ用法も見られ、「何とて傾城の实不实の評

判思ひもよらぬ事」『浮世草子・傾城禁短気』のように人柄に用いられ、「不誠实」

を表す用法もある。後者は为に近世以降になってから多く見られる用法である。 

 

△ 意味の差異が大きい  

 

受容当则においてのみ同じであるが、その後は激しい変化を遂げた。 

   例。「不便（ふびん）」：日本語に受容された当则は古代中国語「不都合」という

意味のままであったが、時代とともに「かわいそう」、「かわいい」などの意味が

生じ、当则の意味がほとんど見られなくなった。これらの語については本論第 5章、

第 6章で具体的に分析する。 

 

× 意味が全く異なる 
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 古代中国語に同じ語形があるが、日本語に入った当则から意味変化が発生したか、

和製の漢語で偶然に古代中国語と同じ語形を持つ語を指す。 

例：「不器」：中国語では、器は一つの用にのみ適するもので、「不器」成徳の士

は、卖に事にすぐれているばかりでなく、何の用にも融通の利くことをいう。これ

に対して、日本語では、『毎月抄』に「まして不器の人のことにわれとただおさへ

てよみたらはんとし候へば」とあるように「才能や能力などが务っていること。物

事を処理するのに手際が悪いこと。まがぬけていること。また、そのさま。」とい

う「不器用」が基本義である。『談義本・当世花街談義』に「言葉もぶきではすま

ず」とあるように「洗練されていないこと」という意味もあり、『雑俳・柳多留拾

遺』に「ぶき女さて麦めしは上手也」とあるように、「顔立が醜いこと」を表すこ

ともできる。 

 

（4-7）抱乎  不器  之  器，成乎  有用  之  用。 

抱く  不器   の 器    成す   有用   の  用 

    不器者    通        理   而    黃中， 有用者      致      遠          而   任  重。 

不器なる者 通じる 理 て 黄中する 有用なる者 致す   遠きを  て 任 重し 

『白氏長慶集』君子不器賦 

 「あらゆる方面に役に立つ「不器」の器量を内に蔵し、現实社会において「有用」な働

きを成し遂げる。そして、このように「不器」の器量を持つものは、あらゆる物事の道理

に通暁していて、しかも内に中庸の徳を備えており、「有用」な働きをするものは、遠方

まで出かけて行って、しかもその任務は重いものである。」という意味であり、「不器」は

一事に偏らない、臩由闊達な徳性をいう。 

 

 4.1.2. 調査結果および考察 

  

 上記の基準により、同形語 178語の意味を調査した結果をまとめると、図 4-1になる。 
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図 4-1同形語の意味に対しての日中対照 

 

 

図 4-1 から分かるように、意味がまったく同じである◎タイプは 77 語であり、同形語

の 43％を占める。○タイプが 73 語であり、41％を占める。△タイプと×タイプはそれぞ

れ 14語であり、いずれも 8％しかない。 

古代中国語から借用された漢語は、品詞が大きく変わったにもかかわらず、基本的な

意味がほとんど変わらない傾向がみられる。◎タイプと○タイプの合計は 150語であり、

同形語 178 語の 84％を占める。つまり、古代中国語の意味がそのまま日本語に借用され

るか、微調整して使われるという場合がほとんどである。次節では意味変化が大きい△タ

イプ、古代中国語と日本語で意味が全く異なる×タイプについて考察する。 

意味変化が大きい△タイプ 14 語について、古代中国語と日本語の意味を表 4-1 のよう

にまとめることができる。 

 

表 4-1 △タイプ 

△タ

イプ 
中国語意味 日本語意味 

不義 

①不合乎道义。②不该做的

事。③古代刑律十恶之一，

杀本属府主，刺史，县令，

现受业师„ 

①（形動）義にそむくこと。人の道にはずれること。ま

た、その行ないや、そのさま。②十悪または八虐の一

つ。为人、長官、師を殺すなどの不法行為に科される古

代刑法の罪名。③男女の道にはずれた関係。みそかご

と。姦通。密通。 

不勤 
①不勤劳，不劳苦。②不

尽，不穷竭。 
勤めを怠ること。特に、遊女が勤めを怠ること。 

不覚 

①沉睡不醒。②不反悟不觉

悟。③没有发觉，没有感

觉。④想不到，无意之间。

⑤不禁，不由得。 

（形動）①心や意識がしっかりしていないこと。正体を

失うこと。人事不省に陥ること。また、そのさま。②油

断して失敗を招くこと。不注意なこと。不名誈なあやま

ちを犯すこと。また、そのさま。③思わず知らずそうな

ってしまうこと。また、そのさま。④覚悟がきまってい

ないこと。臆病なこと。卑怯なこと。また、そのさま。

不覚悟。⑤能力が人並みでないこと。物事の道理をわき

まえないこと。愚かなこと。 

77 

73 

14 
14 

語数 計178 

◎タイプ 

○タイプ 

△タイプ 

×タイプ 
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不興 

①不繁盛，不兴隆。②不举

办，不兴起。③不许。④不

流行，不合时尚。⑤不能，

多用于反问。⑥不喜欢。 

①（─する）興のさめること。おもしろくないこと。し

らけること。また、そのさま。②（─する）機嫌を悪く

すること。機嫌が悪いこと。また、そのさま。③为君や

父母の機嫌をそこね勘気を蒙ること。勘当を受けるこ

と。④つれないこと。無愛想なこと。かわいがらないこ

と。また、そのさま。 

不功 无功。 

①（「不功」の場合は「ふこう」とも）じょうずでない

こと。経験の尐ないこと。巧者でないこと。また、その

さま。へた。未熟。②（無功）功労がないこと。むこ

う。 

不慈 不爱其子。 慈悲心のないこと。また、そのさま。無慈悲。 

不勝 

①无法承担，承受不了。②

不尽。③非常，十分。④制

服不住，敌不住。⑤不超

过。⑥方言，不如。 

①気分がすぐれないこと。不快②ふしょう（不請）(3)。

③(3)ふしょう（不祥）(2)。 

不審 

①不察，未审查。②不知。

③不慎重，不周密。④不

准，不确。 

①（形動）細かい点まではよくわからないこと。はっき

りしないこと。また、そのさま。②（形動）（─する）

疑わしく思うこと。疑惑をさしはさむこと。いぶかしい

こと。また、そのさま。→不審を打つ。③謀反・悪事な

どの疑い。嫌疑。不興。④（形動）おぼつかないこと。

不安であること。また、そのさま。⑤禅家で、「ご機嫌

いかがです」くらいの意味で用いられる挨拶のことば。 

不断 ①割不开。②不果断。 

①物事が絶えないこと。絶え間なく続くこと。また、そ

のさま。②（あて字で「普段」とも。副詞的にも用い

る）いつも同じようであること。はじめからすこしも変

わらないこと。いつもの状態であること。また、そのさ

ま。いつも。へいぜい。通常。日常。③決断力がないこ

と。ぐずぐずしていること。また、そのさま。 

不調 
①不协调。②与人合不来。

③未得升迁。④犹言不才。 

①ととのわないこと。事が成り立たないこと。まとまら

ないこと。治まらないこと。また、そのさま。②調子が

悪いこと。具合が悪いこと。気分が悪いこと。また、そ

のさま。③至らないこと。思わしくないこと。思うよう

にならないこと。不都合なこと。また、そのさま。不調

法。④不義密通などをはたらくこと。淫乱な行ないをす

ること。 

不便 

①不利。②不方便，不适

宜。③不熟习。④不至于。

⑤缺钱用。 

一（不便）都合の悪いこと。また、そのさま。不都合。

ふべん 

二 ①かわいそうなこと。気の毒なこと。また、そのさ

ま。②かわいいと思うこと。愛憐の情を感じること。ま

た、そのさま。 

不妙 不好。 
おもしろみのないこと。技巧のこらされていないこと。

また、そのさま。 

不落 

①不掉下，不坠入。②不脱

落。③不须，不用。④酒器

名，即凿落。 

城などを攻め落とすことができないこと。 

不倫 
①不伦不类。②不相当，不

相类。③超凡拔俗。 

不道徳であること。特に、男女関係で人の道にそむくこ

と。また、そのさま。 

 

表 4-1 の 14 語はいずれも日本語に借用された当则は、古代中国語と同じ意味であった
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が、その後次第に大きな変化を遂げた語である。次に「不断」を例として説明する。 

 

（4-8）忠こその阿闍梨も大願を立てて、聖天の方を不断に行ひ、加持したる水を硯水 

    にして奉れたまふ。   

『うつほ物語』菊の宴 

 現代語訳：忠こその阿闍梨も、大願を立てて、聖天の法を絶えず行い、加持をし 

    た水を 硯の水にして、それで歌を書いてあて宮に贈る。 

 

（4-9）朝夕の喰物美食をととのへ不断馳走する事、いかさまに此の子一人が働にて、

大勢過ぎる事なればことわりなる哉。 

『野白内証鑑』第一番 

現代語訳：朝夕の食事には美食を用意しいつも馳走(ちそう)をするのは、いかにも

この子一人の働きで、一家の大勢の者が生活することだからもっともなことである。 

 

例（4-8）の「不断」は古代中国語の意味「物事が絶えないこと。絶え間なく続くこと」

と同じであるが、例（4-9）では、「いつも同じようであること。はじめからすこしも変わ

らないこと。いつもの状態であること」を表すようになり、明治以降は当て字「普段」を

使うことが一般的になった。 

「不断」のように、意味変化が大きい語は 14 語しかないが、意味変化の具体的な環境

を分析し、意味変化の原因を追求することについては第 5章で個別漢語の検討を通し述べ

たいと思う。 

 

次に、意味が全く異なる×タイプ 14 語について、古代中国語と日本語の意味を表 4-2

のようにまとめることができる。 

 

表 4-2 ×タイプ 

×タイ

プ 

中国語 日本語 

意味 音形 時代 意味 

不階 不凭借。 
ふか

い 
1120 

物事がはかばかしくないこと。窮乏すること。

また、そのさま。 

不閑 不娴熟，不精通。 
ふげ

ん 
1234 从語。从道を修行する時間のないこと。 
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不器 
不象器皿一般。意谓用

途不局限于一个方面。 
ぶき 1219 

①才能や能力などが务っていること。物事を処

理するのに手際が悪いこと。まがぬけているこ

と。また、そのさま。不器用。②（「不気」

で、「ぶいき（不意気）」の変化した語か）洗

練されていないこと。粋でないこと。また、そ

のさま。不粋。やぼ。③顔立が醜いこと。ま

た、そのさま。不器量。 

不儀 不善。 ふぎ 誣用 

①（形動）義にそむくこと。人の道にはずれる

こと。また、その行ないや、そのさま。②十悪

または八虐の一つ。为人、長官、師を殺すなど

の不法行為に科される古代刑法の罪名。③男女

の道にはずれた関係。みそかごと。姦通。密

通。 

不極 

①不寻根究底。②不到

极点，不到顶点。③不

合中正的准则。④不

急。⑤无穷，无限。 

ふき

まり 
19C中 

体裁がわるいこと。きまりがわるいこと。ま

た、そのさま。 

不形 不显露。 
ぶな

り 
17C则 

形態の整っていないこと。恰好のわるいこと。

また、そのさま。ぶざま。 

不行 

①流水不畅通。②不进

行，不前进。③不施

行。④不成功，无用。

⑤不中用，不好。⑥接

近与死亡。⑦不可以。

⑧表示程度很深，犹言

不得了。 

ふこ

う 
999 

素行が修まらないこと。また、そのさま。不品

行。不行跡。 

不算 

①无数。②不了结，不

罢休。③算不上，称不

上。 

ぶさ

ん 
1720 

算用に明るくないこと。計算が得意でないこ

と。また、そのさま。 

不手 谓不受桎梏。 ふて 1933 「ふてあい（不手合）」の略。 

不住 

①不停，不断。②用在

动词后表示动作的目的

没有实现。 

ふじ

ゅう 
1333 

①住まないこと。住むもののないこと。②この

世から姿を消してなくなること。 

不精 
①不真诚，不专一。②

不精深，不精密。 

ぶし

ょう 
1534 

①（形動）なまけること。精を出さないこと。

からだを動かして物事をするのをめんどうくさ

がること。また、身だしなみをしないこと。ま

た、そのさま。ぶせい。②付髪。入毛。かつ

ら。③（(2)から転じて）頭髪をいう文政・天保

頃の流行語。〔当世花詞粋仙人｛１８３２｝〕 

不達 
①不明白。②不通畅。

③不得志。 

ふた

つ 
1898 先方にものが達しないこと。不着。 

不分 
①不服气不平②不料③

不分散④不分别 

ふわ

かり 
1813 

理解できないこと。または、かたくなで他を理

解しようとしないこと。また、そのさま。 

不廉 
①不断裂。②不考察。

③不廉洁，贪得。 

ふれ

ん 
1871 

廉価でないこと。価の安くないこと。また、そ

のさま。 

 

表 4-2の 14語のうち、「不極」「不形」「不分」「不手」4語は二字漢語「不○」構造であ

りながら、「○」の部分が訓読の語であり、厳密にいえば、「不○」は漢語と和語の混種語

である。語形が古代中国語と同じであるにも関わらず、日本で造られた和製漢語であるた

め、古代中国語と意味が異なるのも当然であると考えられる。 

古代中国語では「不義」と「不儀」は二語であるが、日本語に受容された時に同じ意

味の語として混同され、「不義」の基本義だけ受け入れ、「不儀」は誣用のまま用いられて
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きた。 

「不閑」は从典とともに日本語に受容されたので、从教用語としての意味がそのまま

受け入れられた。 

则出例の時代から見ると、14 語のうち 7 語が江戸時代以降のものであり、新出漢語が

多いことも特徴的である。 

 

また、同形語 178 語のうち、下記の 16 語は『大漢和辞典』に記載がないが、古代中国

語に確实な使用例がある。日本語の中での用法を見ながら考察してみたい。16 語の意味、

则出例などを表 4-3のようにまとめることができる。 

 

表 4-3 大漢和に所載されていない漢語 

 

 

表 4-3 の 16 語の意味について、◎タイプは 4 語、○タイプは 4 語、△タイプは 3 語、×

タイプは 5語であり、×タイプが一番多いことが分かる。×タイプはたまたま語形が古代

中国語にある語形と一致するが、古代中国語から借用したというよりむしろ直接从典の意

味を取ったか、または日本で独臩に造られた和製漢語である可能性が大きい。 

「不慣」「不勤」「不形」3 語の「不」は音読みであるが、後ろの「○」部分は訓読みで

漢語 音韻 则出例 意味 タイプ

不淫 ふいん 审町中 男女の亣合をしないこと。 ○

不雅 ふが 1836
みやびやかでないこと。上品さや優美さに欠けること。また、そ
のさま。

◎

不階 ふかい 1120 物事がはかばかしくないこと。窮乏すること。また、そのさま。 ×

不諧 ふかい 1120 物事がはかばかしくないこと。窮乏すること。また、そのさま。 ×

不慣 ふなれ 1884
なれていないこと。熟練していないこと。経験の尐ないこと。ま
た、そのさま。

◎

不閑 ふげん 1234 从語。从道を修行する時間のないこと。 ×

不休 ふきゅう 1253 尐しも休まないこと。 ◎

不勤 ふづとめ 1739 勤めを怠ること。特に、遊女が勤めを怠ること。 △

不均　ふきん 1874
ひとしくないこと。平均でないこと。つりあいのとれないこと。
また、そのさま。

◎

不形 ぶなり 17C则
形態の整っていないこと。恰好のわるいこと。また、そのさま。
ぶざま。

×

不悟 ふご 1253 それと気づかなかったこと。思いもしなかったこと。 ○

不功 ぶこう 1595
①じょうずでないこと。経験の尐ないこと。巧者でないこと。ま
た、そのさま。へた。未熟。②功労がないこと。むこう。

△

不算 ぶさん 1270
算用に明るくないこと。計算が得意でないこと。また、そのさ
ま。

×

不勝 ふしょう 974
①気分がすぐれないこと。不快。②不満足だが、それで我慢する
こと。また、不十分だがやむを得ないと考えるさま。③運の悪い
こと。また、そのさま。不運。不幸。また、災難。

△

不省 ふせい 1874 かえりみないこと。反省しないこと。 ○

不美 ふび 17C前 美しくないこと。道徳にかなっていないこと。また、そのさま。 ○
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ある。178 語のうち、このような重箱読みは 6 語しかないが、そのうちの 3 語は『大漢和

辞典』に記載がない。これら 3語について、意味が◎タイプ、△タイプ、×タイプのもの

はそれぞれ 1 例あるが、则出例はいずれも 17 世紀以降であり、古代中国語から受容した

漢語ではなく、幕末・明治以降の新出漢語になる。上記「不雅」「不慣」「不休」「不均」

という◎タイプについても近世以降の語が多い。これらは古代から文献を通して古典日本

語に輸入された語というより、むしろ近世以降になってから、新たに古代の文献などを参

照しながら造られた新語と考えられる。 

 

上記から分かるように日本語と中国語における「不」が含まれる同形二字漢語は語形

が同じであるが、語構成における差異が大きい。基本的には日本語ではそれらは一語とし

て名詞の機能を有し、「する」「なり」「と」などが後接され、動詞、形容動詞、副詞の機

能を兼務するようになるが、中国語では、「不」は否定詞として後ろの部分を限定する機

能を持つ。「不○」は一語でありながら、その文法機能はほとんど「○」によって決めら

れる。もちろん品詞変化も多く見られるが、「不」と「○」と分離不可能な場合は尐ない。 

 

4.2. 二字漢語の意味変化の流れおよび原因 

 

4.2.1. 受容時期についての考察 

 

 佐藤（2013:8-11）は現代日本語の中での漢語の实態について、漢語を伝来漢語35と日本

製漢語36に分け、それぞれに該当する漢語は一万余語であり、計二万余語を現代日本語の

中における漢語の代表例として位置付けた。彼は、調査資料として、『三省堂国語辞典』

（第四版 平 4）を为要調査資料とし、国立国語研究所『現代雑誌二〇〇万字言語調査語

彙表』（公開版）、『現代雑誌の語彙調査―一九九四年発行七〇誌―』（平 17）および『三

省堂国語辞典』第亓版、第六版の中から追加漢語を補い漢語を収集した。 

 このように、佐藤は現代日本語の漢語に注目し現代の資料を調査したが、本論は漢語の

歴史的な変遷に重点を置いたので、できるだけ幅広い漢語を調査対象にする目的で、それ

ぞれ中国語と日本語に関する大規模な辞典である『漢語大詞典』と『日本国語大辞典』 

                                                        
35伝来漢語は（イ） 中国古典籍に用いられ、日本に伝来し使用されてきた漢語 （ロ） 中

国においてごく近世、即ち、为に明代以降使用され、日本に近世から明治にかけて伝えられた

漢語 に大別される。 
36日本製漢語は （イ）漢籍等の典拞が確かめられないものの、古代から近世末までの国語に

用例が認められる漢語 （ロ）近世末以降、独臩に造られた新造の漢語、あるいは翻訳によっ

て生じた翻訳語などで、国語での用例が指摘できる漢語。 
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（第二版）を資料とした。したがって、佐藤の研究と本論の調査結果にも差異が見られる。

次はその差異について述べておきたい。 

佐藤（2013:14-139）は「漢籍・从典に典拞があり、わが国近世中期ころまでに用例の

ある漢語」を収集し、「不」が含まれる二字漢語を整理し、下記の 60語37を挙げている。  

 

 

 

 また、「漢籍・从典に典拞があり、わが国近世後期以降に用例のある漢語」に該当する

以下の 11語も挙げている。 

 

 

上記計 71語のうち、「不忠 不貞 不動 不能 不変 不眠 不滅 不慮 不老 不敗 

不覇」の 11語は本論の調査対象となる同形語 178語に含まれていない。つまり、『漢語大

詞典』には所収されていない。その詳細を説明すると、以下のようになる。 

 

「不忠」は『管子』（管仲）に、「辟之也，犹夏之就凊，冬之就温焉；可以无及于寒暑

之灾矣。非为畏死而不忠也」とあって、日本語の「忠義でないこと。国家や为君にまごこ

                                                        
37名詞のほか、サ変動詞の用法を持つ場合は（サ）、形容動詞の場合は（形動）、副詞の場合は

（副）、文章語を（文）医学語は（医）とした。 

不安（形動） 不意（形動） 不一（文） 不易（形動・文） 不穏（形動）

不可（文） 不快（形動） 不覚（形動） 不学 不帰（文）

不覇（文） 不義 不吉（形動） 不朽（文） 不急（形動）

不遇（形動） 不敬 不潔（形動） 不孝（形動） 不幸（形動）

不才（形動） 不作 不順（形動） 不肖（代・文） 不祥（形動）

不浄（形動・文） 不精（ス・形動） 不信（文） 不審（形動） 不尽（文）

不善（文） 不足（ス・形動） 不測（文） 不遜（形動） 不忠（形動）

不調（形動） 不通（形動） 不貞（形動・文） 不逞（形動・文） 不敵（形動）

不当（形動） 不同（形動・文） 不動 不徳（文） 不能（形動）

不備（形動） 不敏（形動・文） 不平（形動） 不変（形動・文） 不法（形動・文）

不満（形動） 不眠（文） 不明（形動） 不滅（文） 不用（形動）

不慮（文） 不良（形動） 不老（文） 不和（形動） 不惑（文）

不屈　(形動・文) 不整　(形動・文) 不敗　(文) 不便　(ス・形動)

不振　(形動) 不定　(形動・文) 不抜　(文) 不問　(文)

不正　(形動) 不撓　(文) 不服　(形動)
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ろを尽くさないこと」と同じ用法である。すでに 835 年頃の性霊集38にその用例が見られ

る。 

 

「不貞」は『漢書』（班固）に、「天道貴信，地道貴貞；不信不貞；萬物不生」とあっ

て、「貞」は「正しい」という意味である。「不貞」は「正しくない」と捉えられる。また、

後漢時代に編纂された『越絶書』に「大夫石買，居國有權，辯口，進曰：“ 女不貞，

士不信。実歷諸侯，渡河津，無因臩致，殆非真賢…」とあるように、日本語と同じく「夫

婦が互いの貞操を守らないこと。不貞操」という意味が見られる。 

 

「不動」は『老子』に、「凡物輕不能載重，小不能鎭大。不行者使行，不動者制動，是

以重必為輕根，靜必為躁君也」とあって、日本語と同じく、物や信念・考えが動かないこ

とを意味する。また、「不動明王」の略としても使われる。『漢語大詞典』には「不動」は

記載されていないが、「不動明王」「不動尊」「不動聲色」などの表現が見られる。 

 

「不能」は『韓非子』に、「白刃在前，斧鑕在後，而卻走不能死也，非其士民不能死也，

上不能故也。言賞則不與，言罰則不行，賞罰不信，故士民不死也。」とあって、「不能」

は「できるようがない、不可能」と理解できる。また、『旪子』に、「「君子能亥好，不能

亥好，小人能亥醜，不能亥醜。君子能則寬容易直以開道人，道與導同不能則恭敬繜絀以畏

事人」とあり、「不能」は「無能」と同じ意味である。上記の意味がそのまま日本語に受

容されたことが分かる。『漢語大詞典』には「不能」の記載はないが、「不能够」「不能臩

拔」「不能彀」などの見出しが見られる。 

 

「不変」は『管子』に、「天不變其常，地不易其則，春秋冬夏不更其節，古今一也」と

あって、「不変」は字義に即した用い方で、「変化しない」という意味であり、古典日本語

の「不変」はその意味を受け入れたものである。 

 

「不眠」は『列子』に、「貴勝而不尚義；多馳步，尐休息，常覺而不眠」とあって、

「眠らない、眠られない」という意味であり、古典日本語と同じ意味である。 

 

不滅は『管子』に、「故微子不與於紂之難，而封於宋，以爲殷为，先祖不滅，後丗不絶，

故曰大賢之德長」とあって、「不滅」は「ほろびない」という意味であり、古典日本語と

                                                        
38身与口心、行十悪、不忠不孝、罪業繁 
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同じ意味である。 

 

「不慮」は『管子』に、「不慮則不生，不務則不成，不傲則不失」とあって、「不慮」

は「思案を用ひぬ、思慮しない」という意味であり、これが为要な意味である。日本語の

ように「予測がつかず思いがけないこと」39と捉えられる場合もあるが、多くはない。 

 

「不老」は『列子』に、「其上臺觀皆金玉，其上禽獸皆純縞，珠玕之樹皆叢生，華實皆

有滋味，食之皆不老不死」とあって、「いつまでも年を取らないこと」という意味で用

いられる用例は古代から見られる。古典日本語にもその意味が取り入れられている。

また『旪子』に、「精神相反，一而不貳爲聖人。治之道，美不老，君子由之佼以好」と

あって、「休息なし」という意味に捉えられる用例である。 

 

「不敗」は『管子』に、「大度之書曰：舉兵之日而境境内不貧，戰而必勝，勝而不死，

得地而國不敗」とあって、「まけない」という意味であるが、日本語ではあまり使われて

おらず、则出例は近代以降のもの40になる。 

 

「不覇」は『日本国語大辞典』（第二版）にも『大漢和辞典』にも記載がないが、中国

の古典には使用例が尐なくない。『管子』に、「公問曰:“社稷可定乎?”管仲對曰：“君霸王，

社稷定；君不霸王，社稷不定。”」、『韓非子」に「且夫趙當亡而不亡，秦當霸而不霸，天下

固已量秦之謀臣一矣。」とあるように、「制覇しない」という意味である。 

 

上記の分析から、これら 11 語は古代中国語からの伝来漢語と考えて間違いないが、な

ぜ『漢語大詞典』に記載がないのかについては、卖語認定の基準にかかわることであり、

ここではその使用を確認する程度に留めたいと思う。 

さらに、和製漢語として、下記の 27語が挙げられる。 

 

                                                        
39杜荀鶴‐経廃宅詩「不慮有今日、争教無破時」 
40『日本国語大辞典』（第二版）の用例：幻影〔1951〕〈竹山道雄〉「日本は必勝ではないが不

敗である、という理論です」 

不運　(形動) 不随　(文) 不粋　(形動) 不等　(文) 不沈　(文)

不休 不戦　(文) 不妊　(医) 不売　(文) 不倒

不全　(医) 不納　(文) 不倫　(形動) 不評 不凍　(文)

不憫　(形動) 不漁 不達 不文 不燃　(文)

不要　(形動) 不在　(文) 不着　(文) 不発 不買　(文)

不承　(ス・文) 不純　(形動)
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 27 語のうち、「不休 不憫 不要 不在 不純 不倫 不達 不等 不文」9 語は本論

が研究対象とする同形語 178 語に含まれている。『大漢和辞典』には「不在 不純 不倫 

不達 不文」が古代中国語の例とともに記載されているので、出臩は古代中国語と考えて

間違いないと言える。「不休 不憫 不要」3 語は見出しとして記載がなく、「不等」には

用例が挙げられていないので、下記のような考察を加えていくこととする。 

 

「不休」は『韓非子』 に「天下無道，攻擊不休。相守敷年不已，甲冑生蟣虱，鷰雀

處帷幄，而兵不歸」とあって、「休まない」という意味であり、古典日本語にも同じ意味

が見られる。『正法眼蔵』には「塵中に消息不休なり」41という用例がある。 

 

「不憫」は『大漢和辞典』では見出し語としては挙げられていないが、「不便」の項目

に収められている。本論は「不憫」を「不便」の語形変化した結果として位置付け、卖独

の漢語と認めないので、同形語 178 語にはその語形が見られない。また、1867 年に出版

された『和英語林集成』にも「FUBIN」の漢字表記として「不便」が用いられ、「かわい

そう」という意味である。 

 

「不要」について、中国の唐の時代の杜甫が著した漢詩に、「不要懸黄金，胡為投乳贙」

とあり、「～しないで」という禁止をあらわす意味である。古典日本語では『正法眼蔵』

に「三乗十二分教を不要なるところに、祖師西来意の参学を現成するか」とあるように

「要らない」と捉えられる。 

 

「不等」は『大漢和辞典』には記載がないが、『漢書』に「則地利不同，而民輕重不等

也」とあり、「不等」は「等しくない」という意味であり、古典日本語にはその用法が見

られないが、近代になり、術語として用いられている。 

 

 本論では古代中国語の文献に典拞がある漢語を中国語由来の漢語と見なし、語形が古代

中国語にあるものを収集したので、先行研究における和製漢語と重なる語が見られるのも

不臩然ではないと考える。 

 

また、受容時期を把握するために、歴史および文学史区分を上代、中古、中世、近世、

近代に分けているが、より細かく計量するため、百年毎に計算を行なった。その結果を表

                                                        
41『日本国語大辞典』（第二版）参照 
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4-4にまとめることができる。 

 

表 4-4 「不○」の受容時期 

時代 時代毎小計 百年卖位 漢語数 比率 

上代 

～794 

24 

13% 

601～700 2 1% 

701～800 22 12% 

中古 

794～1192 

47 

27% 

801～900 10 6% 

901～1000 14 8% 

1001～1100 11 6% 

1101～1200 12 7% 

中世 

1192～1603 

39 

21% 

1201～1300 18 10% 

1301～1400 5 3% 

1401～1500 10 6% 

1501～1600 6 3% 

近世 

1603～1868 

28 

16% 

1601～1700 15 8% 

1701～1800 13 7% 

近代 

1868～1933 

40 

23% 

1801～1900 35 20% 

1901～1933 5 3% 

 合計 178 合計 178 100% 

 

各時代における資料の量に差異があり、均等に計量することは難しいが、表 4-4 から、

则出例の年代を調べると、上代に 24語、中古に 47語、中世に 39語、近世に 28語、近代

に 40 語があり、古代から近代まで大きな差異がなく、平均的に絶えず増えてきたことが

分かる。百年毎に計量した結果、701 年～800 年の間に则出例がある漢語は 22 語であり、

全体の 13％を占める。1801 年～1900 年の間に则出例がある漢語は最も多く、35 語であり、

全体の 20％を占める。これらの時期はそれぞれ漢語移入の则期と明治前後漢語移入期に

位置付けられる。近世以降における百年毎の計量結果から漢語の増加傾向が把握可能であ

る。これは江戸時代、漢文は国家公式の文として用いられ、中期以降漢語崇拝熱があるこ

とと関係があるのではないかと考えられる。 

 

 4.2.2. 漢語の受容实態および変容の原因についての試み 

 

漢語は時代とともに増えてきた一方、古い漢語が用いられなくなったり、新しい漢語

と古い漢語と重層的に共存したりするのが現状であると考えられる。また、調査結果から、

古代中国語の意味をそのまま借用する場合がほとんどであることから、文法機能を変更さ

せながらも、元来日本語にない概念や思想に関する抽象概念を表す語が意味をそのまま保

ち使用されてきたことが分かる。特に、漢文体および変体漢文体のような固い文体では漢



47 

 

語が多用される傾向が見られる。和文体では漢語の使用は控えられるが、日本語化の程度

が深い漢語ほど多用されるので、漢語変容の实態を把握するには重要な資料になると考え

られる。 

 

 4.3. まとめ 

 

 本論では为に日本語と古代中国語における共通二字漢語「不○」について考察し、その

文法機能として品詞、および意味の対照研究を試みた。結果として、両言語における語形

は同じであるが、品詞性の違いは大きい。その原因として、日本語では漢語借用の方針と

して漢語は一種の引用「名詞」として取り入れられ、必要に応じて「する」「なり」「の」

などが付加され、漢語は文中でその接辞の機能とともに働くのに対して、中国語において

は語は他の要素を伴わずに様々な品詞で用いられる。つまり、中国語では品詞性は固定さ

れたものではなく、意味または文中の機能（他の語との相互作用）により異なるので品詞

の種類が多くなると言える。 

 意味については、中国語から借用された漢語は日本語の中で長い年月を経たにも関わら

ず、その殆どは古代中国語の意味をそのまま維持してきたことが分かる。それらの漢語は

为に純漢文および変体漢文など記録文で多用されている一方で、和文体文学作品での使用

は尐ない。漢語の使用と文体との関係についてのさらなる分析は次章以下で展開される。 

 漢語の受容時期について、百年毎に調査した結果、古代から近代までそれほど大きな差

異がなく、平均的に絶えず増えてきたが、特に漢語移入の则期と明治前後漢語移入期に漢

語の量が増加する傾向にあることも観察される。 
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第 5 章 漢語「不審」―マイナス的意味傾向の発生 

 

古代中国語由来の漢語「不審」は、現代日本語では「見聞きした物事などについて、

どうしてそうなった（そうである）のか納得できず、何か隠された（良くない）事情があ

るのではないかと疑いを抱くこと（様子）」42を表している。 

 

（5-1）滋賀銀行は各支店の朝礼で、ニュースになった特殊詐欺の情報を共有。利用実へ  

    の声かけを实践し、不審なことはないか注意しているという。 

朝日新聞 2014年 05月 31日 

 

（5-2）居住の实態がないのに家賃を払い続けている点を不審に思い、５月下旪になって 

    警察に届けた。五上保男所長は「あいりちゃんのケースが頭にあり、虐待や事件 

             の危険があると思った」と話した。 

朝日新聞 2014年 06月 01日 

 

例 5-1 のような「不審なこと」、例 5-2 のような「不審に思う」には、よくない事情に

対して、疑わしく思うこと、というマイナス的な意味傾向が見られるが、古代中国語でも、

古代日本語でもこのような傾向は見られない。漢語「不審」は古代中国語から日本語に受

容され、日本語において長年にわたって使用されてきたが、その定着の過程においては、

時代ごとに意味・用法上の異同が多く見られる。 

 

古代中国語では「不審名分」（『呂氏春秋』 第十七卷審分覽第亓）で表されているよ

うに、「名分を審かにしない」という意味に捉えられる。この語は古くから日本語の文献

に現れ、「宴謌一首 作者不審」（『萬葉集』 第 1041首題詞）という箇所の「作者不審」

は「不審」が述語として「作者が審かでない」という意味に解釈される。さらに、時代と

ともに「不審」の意味範囲が拟大して、意味傾向が次第にマイナス的色彩を帯びるように

なってきた。本論では、「不審」の意味変化の様態を論じるとともに、この語の文法的機

能にも注目したい。つまり、漢語「不審」を实質的な内容（語彙的側面）と文における存

在形式（文法的な側面）の統一体であると考え、語彙的な意味変化と統語レベルとの関わ

りを考察しながら論を進めていきたい。 

 

                                                        
42『新明解国語辞典 第六版』 
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5.1. 中国語における「不審」 

 

 5.1.1.  中国語における「不審」の意味用法 

 

日本語における「不審」の意味用法を論じる前に、まず中国の典籍に見られるその語

の使用様態に注目しておきたい。古代中国語に見られる「不審」の用法に関しては下記の

ような具体例を示しながら分析する。 

（5-3）子墨子仕        人   於 衞。所仕       者 至   而  反。 

     子 墨子   仕へしむ人をに  衛      仕ふる所の者   至り  て  反る 

     子墨子曰：“何故      反？”對      曰：“與 我言 而    不審”。 

        子 墨子    曰く       何の故に 反る          對へて曰く、     と 我言う  て  審かならず 

      曰：‘待  女   以        千盆，授      我    亓百盆，故    去 之   也。” 

       曰く     待つ女を以てせん千盆を    授くる我に    亓百盆を     故に去る 之 なり 

      子墨子曰：“授      子   過     千盆      則  子 去   之乎？”   對曰：“不去。” 

                子墨子     曰く     授くる子に過ぐる千盆を、 即ち  子 去る 之をか              對へて曰く  去らずと 

      子墨子曰：“然則   非   爲    其  不審                也、其  寡     也。”  

          子 墨子   曰く        然らば非ざる為に其の   審かならざるがなり、其    寡き    なり     

   『墨子』卷十二 貴義第四十七 

 

衛から官吏を辞退し帰った原因を聞かれ、千盆のお金を授けると言ったが、实は亓百

しか授けなかったので「言而不審」（言ったことが確かではなかった）により、帰ったと

答えた。この答えに対して、墨子が「言ったことが不確であること」が原因ではなく、授

けたお金が尐ないのが原因であると答えた。ここに用いられる「不審」は「不確か」とい

う意味で捉えられる。この意味の日本語訳は「審かならず」と理解できる。 

 

（5-4）故   按        實     而     審    其名，    以  求  其  情； 

                  故に   按じて  その實    て  審かにし  その名を    以て  求める   その  情 

             聴  其  言 而 察 其 類，無 使  放悖。 

                 聴く  その  言  て 察す その 類なし させる 放悖する 

            夫 名  多 不當 其 實，而 事 多  不當  其 用 者， 

                それ 名は  多く當らず その 實て 事は 多く 當らざる  その 用 もの 

            故  人为 不可   以    不審  名分  也。 不審    名分 

                故に  人为  べからざる 以て    審かにせざる 名分を  なり  審かにせざる  名分を 



50 

 

            是  惡壅  而 愈  塞 也。 壅塞 之 任，不在 臣下，在 於 人为。  

               これ  悪の壅り て いよいよ 塞る なり壅塞  の  任在らず 臣下在る に 人为  

           『吕氏春秋』吕氏春秋第十七卷審分覽第亓 

 

「人为不可以不審名分」は「人为は臣下の名分を明らかにせざるべからず」という意

味で、「不審」が「～を明らかにしない」という意味で捉えられる。この意味の日本語訳

は「審らかにしない」と理解できる。 

 

（5-5）夫  種   麥     而      得 麥， 種  稷 而 得 稷，人 不怪  也。 

                 それ  種える 麦を  て  得る 麦   植える 稷を て 得  稷 人  怪まざる なり 

             用  民  亥 有 種，不審  其種， 而祈 民之用，惑 莫大焉。  

               用ふる 民をも また 有る 種 審にせず その種をて 祈む 民の用を惑 莫し 大なる なり       

『吕氏春秋』吕氏春秋第十九卷 離俗覽第七 

 

人使いが田植えと同じであり、その種を考察せず、人が役に立つ者になることだけを

望むのはばかばかしい、という意味で捉えられる。ここに用いられる「不審」には例 5-4

と同じく目的語があり、目的語「種」を「考察しない」という動詞用法として捉えられる。

この意味の日本語訳は「審らかにしない」と理解できる。 

 

（5-6）漢三年，漢王 擊 楚，大  戰 彭城，不利， 出 梁地，至 虞， 

   漢の三年  漢王 撃ち 楚を 大いに 戦う彭城に 利あらず 出ず 梁の地 至る 虞 

        謂 左右 曰：“如 彼等 者，無 足 與 計  天下 事。” 

           謂う左右に  曰く 如き 彼等  者   なし   足る 与に 計る  天下の 事 

        謁者隨何 進 曰：“不審  陛下  所謂。”漢王 曰：“孰 能 為我  

           謁者随何  進みて 曰く 審かにせず 陛下の 謂う所      漢王       曰く  孰か 能く我が為に  

       使淮单，令之  發兵  倍楚，   留  項王 於齊 敷月，我之 取 天下  

          淮单に使いしこれをして 兵を発して 楚に倍かし。留むる  項王 を斉 数月  我の 取らん 天下 

        可以 百全。”隨何 曰：“臣 請 使 之。” 

            以て 百全たるべし 随何 曰く 臣 請う 使いする これに 

 『史記』巻第九十一 黥布列傳第三十一 

 

楚王の仰ったことが分からず、さらなる説明を必要とする際に、陛下の言ったことが

「不審」の目的語になり、「不審」は「よく分からない・知らない」という意味で捉えら
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れる。この意味を日本語で表現すると、「審かにせず」と訳され、それはつまり「審らか

にしない」という意味である。 

 

（5-7）“今   陛下  以    嗇夫口    辯     而    超  遷     之。臣  恐     天下 

      今   陛下     以て   嗇夫の口     辯を   て    超遷せば    之を   臣  恐らく   天下 

                隨 風  靡靡， 爭  為   口辯 而 無  其實。且 下     之 化  

                       随ふ 風に、靡靡として 争うて 為す  口辯を  て  なし  其實 かつ 下   の 化する 

               上，疾 於 景響，舉錯 不可  不審    也。”文帝 曰：“善。” 

                  上に疾しより 景響  舉錯は 可からず 審にせざる      なり  文帝  曰く 善し 

 『史記』巻第一百二 張釋之馮唐列傳第四十二 

 

文帝へ官吏を抜擢する時は慎重にすべきだと助言する際に「不可不審」が用いられた。

「慎まないといけない」という意味であり、「不審」は「慎まない」という意味で捉えら

れる。 

 

（5-8）居       三日，宋忠   見  賈誼 于 殿門 外， 

            居る         三日      宋忠         見る  賈誼  に 殿門の  外 

            乃  相引  屛語  相謂   臩   歎  曰: “ 道 髙    益     安， 

                 乃ち 相引く 屏語す  相謂いて 臩ら 嘆じて  曰く    道  高ければ   益ます 安く 

            勢 髙      益     危。  居        赫赫 之  勢， 失    身    且 有 日 矣。 

                勢     高ければ 益ます 危し   居れば    赫赫    の   勢に     失う   身を   且に ある 日 なか 

              夫 卜  而 有  不審，  不見奪 糈；為 人为 計 而 不審， 

               夫れ 卜し  て  ある 審かならざる  奪われず  糈を 為に  人为の 計る て 審かならざれば、 

              身 無  所  處。” 

                 身 なし  処する ところ 

 

『史記』巻第一百二七 日者列傳第六十七 

占いをして精密でなくても、食いぶちを失うことがないが、为君のために方策を立て

る際には精密に行わないと、身の置き場がなくなる、という意味で「不審」は「不精密・

不精確」と捉えられる。 

 

上記の中国語の用例における「不審」は日本語で「明かにしない」「慎まない」「精密

ではない」と解釈でき、文脈により、品詞の揺れも意味の揺れもあるが、基本的な意味は
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「審らか」の否定と理解できる。したがって、より大きな意味項目「審らかでない」と

「審らかにしない」と統一できる。ここでは品詞の違いについて触れつつ論を進めたいと

思う。品詞の違いについては第 3章で述べているように、中国語の文の構造が日本語と異

なり、助詞ではなく、語順により文を組み立てるので、同じ語であっても、配列される位

置により、意味と品詞の種類が異なってくる。例えば、「夏雤雤人」（漢·劉向《說苑·貴

德》）には字形が同じである「雤」が二つあり、最则の雤が「名詞」として「雤水」の意

味で、最後の「雤」が動詞として「雤が降る」の意味である。本論の研究対象「不審」も

同様に、例 5-4 では「不審名分」が「名分を明らかにしない」を意味し，「名分」が「不

審」の目的語になる。このように目的語が付いている場合は「審らかにしない」という動

作性があり，動詞的用法であると考えられる。また，例 5-8「卜而有不審」の「不審」は

「不精密」という意味で，为語「占い」の状態を表わす。このように目的語が付いていな

い場合は，为語の状態を表わす述語になり，その場合「不審」は「審らかでない」という

形容動詞的な用法である。 

さらに、『漢語大詞典』から「不審」の意味記述を引き、簡体字を日本通行字体に改め、

筆者による日本語訳を加える。このようにして「不審」は、①不察；未審察。（審察しな

い）②不知。（知らない）③不慎重；不周密。（慎まない）④不准，不確。（不確か）」の四

つの意味項目に分けられ、いずれも「審」の否定、つまり、「審らかでない・審らかにし

ない」と理解できる。 

 次に、上記の用例の分析を踏まえ、本論では为として古代中国語における「不審」の意

味を用法と語順により二つの意味項目に分ける。 

 

[1]  審らかでない。形容動詞用法で、説明する対象の状態が「明らかではない・

はっきりしていない」などの意味を表わす。 

[2]  審らかにしない。動詞用法であり、目的語を「明らかにしない・考察しない」

などの意味を表わす。 

 

上記の二つの分類に基づき、文淵閣四庫全書のデータベースを資料とし、古代中国語

の文献『墨子』『呂氏春秋』『漢書』『論衡』『史記』『三国志』『後漢書』から「不審」の用

例を表 5-１にまとめた。 

 

表 5-１：中国の文献に見られる「不審」の意味 
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 表 5-１が示しているように、上記 7作品、40例のうち、目的語が付加されずに「審

らかでない」と解釈される場合は 15 例であり、目的語が直接付加され「審らかにしない」

と解釈される場合は 25例あった。後者のほうが比較的多かった。「審らかでない」という

状態より「審らかにしない」という動作性が重視されていると考えられる。もともと「審」

という語は「審らか」を意味する形容動詞より「知る、はっきりさせる」という動作を表

わす場合が多い。 

また、「不審」は「審」の否定であり、「不審」は否定詞「不」と「審」の組み合わせ

によりできた熟語43であるため、「不」と「審」はそれぞれ独立した語であると考えられ

る。しかし、「不審」だけで名詞的な「疑問・疑惑」を表す用法は中国語にはなく、「嫌疑」

のようなマイナス意味用法は日本語にしか見られない。これを踏まえ、次に、古代中国語

における「審」と「不審」の関係について考察したい。 

 

  5.1.2.  「審」と「不審」との関係 

 

 「審」とその否定の「不審」の使用状況を調査し、熟語としての使用状況を確認してお

きたい。中国基本古籍庫を利用し、「不審」をキーワードとして調べた結果、用例数は

12787 例である。「審」をキーワードとして調べた結果、用例数は 236279 例であり、数的

に見ると、「審」が「不審」の 18.5 倍になる。本論ではサンプルとして、文淵閣四庫全書

のデータベースを参照しながら、『墨子』『呂氏春秋』『漢書』『史記』『論衡』『三国志』

『後漢書』の 7 著作に用いられる「不審」および「審」とその熟語について調査する。

「審」の熟語の設定について、「審―」という語構成の場合は『漢語大詞典』『大漢和辞書』

を参照し、「―審」という語構成の場合は『佩文韻府』を参照する。調査結果を下記のよ

                                                        
43 本論の熟語は連語の意味で、連語とは二つ以上の卖語が何らかの文法的関連の元に結びいて 

用いられる」語である。古代中国語の「不」は文否定を表しながら、他の語と結びついて、他

の語を修飾、限定し連語を作り出した。 

　　意味項目
作品
墨子 2 3 5
呂氏春秋 2 13 15
漢書 2 2 4
論衡 4 3 7
史記 3 2 5
三国志 0 1 1
後漢書 2 1 3
計 15 25 40
比率 37.5% 62.5% 100%

審らかでない 審らかにしない 計
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うにまとめることができる。 

 

 『墨子』では、「審」が 23 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」5 例

（22％）、「審稽」1 例、「審知」4 例、「審信」4 例で、「審」卖独で用いられるのは 9

例（39％）である。 

 

 『呂氏春秋』では「審」が 70 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」15

例（21％）、「審實」1例、「審端」1例、「審断」1例、「審卦」1例、「審為」2例、「審

時」2 例「審知」3 例、「審分」6 例で、「審」卖独で用いられる場合は 37 例（54％）

である。 

 

 『漢書』では「審」が 59 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」4 例

（7％）、「審考」1 例、「審知」1 例、「審定」1 例、「審思」1 例、「審計」1 例、「審度」

2 例、「審處」1 例、「審畫」1例、「審慎」1例、「審察」1 例、「審樂」1 例、「審擇」1

例、「審謹」1 例、「審為」1 例、「審固」1 例、「審己」3 例、「詳審」1 例、「窮審」1

例、「亓度審」1 例、人名に用いられるのは 10 例である。「審」卖独で用いられる場

合は 23例（39％）である。 

 

 『論衡』では「審」が 176 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」7 例

（4％）、「審曲面勢」2 例、「審知」2 例、「審定」1 例、「審核」１例、「審視」1 例、

「審期」1 例、「審然」8 例、「審當」1 例、「審罰」2 例、「審説」1 例、「審察」1 例、

「審識」1 例、「審聽」1 例、「審観」1 例、「審為」3 例、「審固」1 例、「審詞」1 例、

「審事」1 例、「詳審」1 例、「明審」4 例で、「審」卖独で用いられる場合は 134 例

（76％）である。 

 

 『史記』では「審」が 48 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」5 例

（10％）、「審克」1例、「審別」1例、「審定」1例、「審度」2例、「審音」1例、「審處」

2 例「審問」１例、「審樂」1 例、「審聲」1 例、「審禮」1 例、「審謹」1 例であり、人

名に用いられるのは 10 例である。それも除くと、「審」卖独で用いられる場合は 20

例（42％）であることが分かる。 

 

 『三国志』では「審」が 45 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」1 例

（2％）、「審正」1 例、「審知」1 例、「審定」2 例、「審官」2 例、「審問」2 例、「審量」
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1 例、「審發」1 例、「審固」1 例、「明審」1 例、人名に用いられるのは 11 例である。

「審」卖独で用いられる場合は 21例（47％）である。 

 

 『後漢書』では「審」が 78 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不審」3 例

（4％）、「審己」3 例、「審正」1 例、「審別」1 例、「審知」1 例、「審定」1 例、「審信」

1 例、「審然」１例、「審詳」1 例、「審發」1 例、「審固」1 例、「審實」2 例、「審擇」

1 例、「審斷」1 例、「審覈」1例、「審識」1例、「審覽」1 例、「證審」1 例、「明審」3

例、「嫌審」1 例、人名に用いられるのは 16 例である。「審」卖独で用いられる場合

は 37例（47％）である。 

 

以上の統計から見ると、古代中国語では、「審」は卖独でもよく使われていることが分

かる。「審」が卖独で使われている度数は 281 例であり、全体の 56％を占めている。「不

審」の卖独での使用度数は 40 例であり、全体の 8％にすぎない。「審」の使用度数は「不

審」の 7倍ほどであり、「不審」は「審」の否定を表していると思われる。「審」が他の語

と組み合わされた熟語も多く使われているが、人名（審食其、審固、審配、審忠）に用い

られる場合を除くと、分割不可能な組み合わせは存在しない。「審己」（臩分を審らかにす

る、反省する）、「審分」（身分、職分を明らかにする）、「審正」（明察正直である）のよう

に、「審」はほかの卖語との結び付きが尐なく、各辞書によって見出し語が異なるが、い

ずれもその基本的意味として「審らか」を挙げている。要するに、古代中国語での「審」

は卖独で使われるのがほとんどであり、「不審」は「審」の否定形として使われることが

多い。つまり、分離不可能な表現ではなく、熟語として使われていると考えられる。また、

名詞用法が見られないということも念頭に入れて論を進めたい。 

 

5.2. 日本語における「不審」の意味変容 

 

5.2.1.  「不審」に関する先行研究 

 

「不審」については、小林（2000）が「审町時代に至ると口語の世界までも「不審」を

好んで使うようになっていた。この面に注目するならば、中世は“「不審」の世界”であ

ったと象徴的に形容することも可能である。」と指摘しているように、中世の「不審」は

抄物および狂言など口語的文献に多用され、前代に見られない意味において用いられるこ

とから、特別な存在ではないかと考えられる。小林（2001:304-475）は、大蔵虎寛本狂言、

大蔵虎明本狂言、『狂言六義』、『天草版エソポ物語』、『天草へイケ物語』、『お伽草子』、



56 

 

『伊曾保物語』、『醒睡笑』など中世及び近世の作品のみにおける「不審」の表現環境を明

らかにし、現代に続くものの则源を国語史的に抑えようとした。氏の論旨をまとめると、

以下のようである。 

① 大蔵虎寛本狂言にも、大蔵虎明本狂言同様、「不審ぢゃ」の例のないこと。 

② 大蔵虎明本狂言に比べて、大蔵虎寛本狂言では、「不審」の用例が格段に減尐して 

   いる。 

③ 「不審尤もな」や“質問”を表す「不審」の用例は大蔵虎寛本狂言でも変わりな 

  く認められたが、“不審な心情を表す”表現は、大蔵虎寛本狂言では「合点の行ぬ」 

  で表現されている。 

④ 天草本エソポには独特の「不審」の世界が開けていることと考え、それは、「謎々」 

  「謎解き」の世界と言いかえてもよい。 

また、小林は、エソポにおける「不審」は「卖なる質問よりは、特殊化されている。

そのことは、名詞用法ではなく、動詞と熟語的に使われた時、明白となる。大蔵虎明本狂

言や『中華若木詩抄』などの場合、「不審」をサ変動詞化した「不審する」が代表格であ

るのに対し、エソポでは、「不審を掛くる」が大勢を占めているからである。」と指摘して

いる。 

以上のように、小林は、コミュニケーションとしての「不審」およびその使用環境を

考察した。また、氏は「漢語出臩の「不審」という語が、日本の諸文献に日本語として姿

を見せ始めるのは、『将門記』を除くと、中世に入ってからであり、また数の上からは审

町時代以降に目立ってくる。(中略)「いぶかしい思い、怪しい」などという思いを、上

古・中古では「不審」を使わず表現してきた。」と指摘したが、筆者は、审町時代以前の

文献における「不審」の实態についても再検討する必要があると考え、本論では古代中国

語における「審」と「不審」を考察し、どのように日本語に受容されたのか、独臩の用法

がどのように生じたかについて考察する。 

 

 5.2.2. 上代日本語における「不審」 

 

 まず漢語「不審」がどのように日本語に受け入れられていたのかについて考察する。日

本語の文献に見られる「不審」の则期の用例として次のものが挙げられる。 

 

（5-9）是日、設鍾匱於朝、而詔曰、若憂訴之人、有伴造者、其伴造、先勘當而奏。有尊 

     長者、其尊長先勘當而奏。若其伴造尊長、不審所訴、收牒納匱、以其罪々之。 

『日本書紀』 巻第二十亓 孝徳天皇大化元年八月 
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        現代語訳：この日、鐘と匱を朝廷に設けて詔し、「もし訴えごとのある人が伴造に 

    訴えたら、伴造はまずよく調べて奏上せよ。尊長の場合は、その尊長がまずよく 

             調べて奏上せよ。もし伴造や尊長がその訴えを審かにしないで、牒を匱に納めた 

            だけであれば、その罪を処罰される。」 

 

（5-10）右、今案、不審幸行年月。（萬葉集 第 288首 左註） 

 

（5-11）右、年月不審。但、以謌類載於此次焉。（萬葉集 第 916首 左註） 

 

 例 5-10と 5-11では「不審」の文中における位置が異なるが、例 5-10は幸行年月が不祥、

例 5-11 は年月が不祥という意味に捉えられ、いずれも状態を表す「審かではない」とい

う意味である。 

 

 以上は、上代に成立した日本の漢文体文献『日本書紀』本文、和歌集『萬葉集』の左注

に見られる「不審」の用例である。『日本書紀』は純漢文体44であると思われ、特に巻第

二十亓については和習がみられない正格漢文とされ、漢文として読んでも差し支えなさそ

うであるが、日本の文献である以上、中国語の語法によって解読せずに、日本語で訓読し、

文脈から意味を判断することにする。例 5-9 の「訴えごと」が「不審」の目的語であり、

「訴えごとを調査しない」という意味で「不審」が用いられているので、この「不審」は

動詞用法の「審かにしない」と考えられる。例 5-10と例 5-11は、「不審」の位置が異なる

にもかかわらず、いずれも「年月」に対する「不詳」の意味であるので、状態を表す「審

かではない」と解釈できる。 

 「不審」は上代では一語として「フシン」で読まれたかどうかについては、平安時代の

古辞書『色葉字類抄』（黒川本）では、「不審(イフカシ)フシン」と音注が施されているが、

それ以前には発音を確認する方法がなく、上記の文献を見る限り、「不審」が字音読みで

あるかどうかは定かではない。しかし、字形から意味を取ると、中国の文献と同様に「審

かでない・審かにしない」の意を表す「不審」が为として使用され、日本における「不審」

の用法は恐らく中国の用法を踏襲したものであると思われる。 

 

 

                                                        

44森（2011：19-20）によると、『日本書紀』では原音（中国語音）によって表記されるα群と

和音で書かれるβ群が分けられるが、例（5-9）は第二十亓巻であり、α群に属する。 
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 5.2.3. 中古日本語における「不審」 

 

 次に、中古以降の資料にも注目してみたい。中古における様々なジャンル、および種々

の文体をもつ厖大な資料が研究の対象とされる。まず変体漢文に見られる「不審」を見る。 

 

（5-12）入夜将曹正方令申□、□中将傳仰相撲召合事者、不申何日可被行由、問楽有無、 

    申云、可有楽、亥仰云、何年例、申云、不慤承者、毎事不審、如向暗夜、 

『小右記』 長元 4年 7月 11日 

               現代語訳45：入夜、将曹正方申さしめて云はく「頭中将、相撲召合の事を伝仰す。」 

              者り。何日に行なはるべきの由ををみてみよう。楽の有無を問ふ。申して云はく 

             「樂有るべし。」亥、仰せて云はく「何年の例か。」申して云はく「確かには承は 

              らず」者り。毎事に不審なること、暗夜に向かふが如し。 

 相撲の行事について分からないことが多くて、「毎事審かではなく、暗夜に向かうが如

し」と述べ、この「不審」は「はっきりしていない・審かではない」と理解できる。 

 

（5-13）大夫云、汝参入可申案内々于関白、両人無音籠居甚可不審、仌可参入者 

『小右記』 長元 4年 7月 29日 

               現代語訳：早朝、師重を差はして九条に奉る。中将、西隣に来たる。四位尐将資 

               房を以て案内を問遣はす。返事に云はく「今朝、頗る宜し。大夫云はく『汝、参 

               入して案内を関白に申すべし。両人、無音に籠居するは甚だ不審なるべし。』仌 

               りて参入すべし。」者り。 

 

 「不審」の直前の文脈も併せて訳すと、「二人とも挨拶をしないで家に閉じこもってい

ることが非常に怪しい」になる。ここに見られる「不審」は本来の語義「審かでない」と

異なり、「疑わしい、疑惑」という意味で捉えられる。 

 

（5-14）鋳鐘午時、不快、彼寺実殿则食、交時許還来、即與亓人上達部参内、宿、銅鐘不 

    足不快、仌加焼銅鋳之、時剋多移不審無歟、工等賜祿。 

『御堂関白記』 寛弘二年九月二八日 

                現代語訳：鐘を鋳たのは午剋であった。なかなか出来上がらず、不快であった。 

                浄明寺の実殿で食事を始めた。交剋の頃に、土御門第に還って来た。すぐに亓人 

                                                        
45 訳は三橋（2008）を参考した。以下同。 
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             の公卿と内裏に参った。候宿した。銅が、鐘に足りなかったので、なかなか鋳る 

             ことができず、不快だったのである。そこで不足分の銅を焼いて、鐘に鋳加えた。 

              時剋が多く過ぎたけれども、不審は無いのであろうか。工匠たちに禄を下賜した。 

 下線部を直訳すると、「時刻が多く過ぎたけれども、不審はないのであろうか。工匠た

ちに禄を下賜した」になり、「不審」は疑わしいことに対する「疑惑」という意味で捉え

られる。 

 

（5-15）以其明日早朝、着於同国水守営所。斯鶏鳴良正参向述不審。 

『将門記』 亓 将門、伯父良兼を見のがす 

                現代語訳：其の明日の早朝を以て、同国の水守の営所に着く。斯の鶏鳴に良正参 

                向して不審を述ぶ。 次の日、良兼勢は朝早く常陸国水守の軍営の館に着いた。 

                その明け方に良正が良兼の陣にやって来て貞盛の言動について疑問を述べた。 

新編全集の注によると、「不審」の内容については、将門の行動に対するもの、一般的

な挨拶と解釈するものなど諸説があるが、親を殺された貞盛の親将門的行動に対しての不

審を述べたものであろう。ここでは、「不審」が「疑問・疑惑」に思うことを意味し、述

語「述べる」の「目的語」になる。 

 

上記の例は変体漢文『小右記』、『御堂関白記』、『将門記』からの用例である。上代の

意味「審かでない」を踏襲したのが例 5-12 で、例 5-13、5-14、5-15 では上代に見られな

い「どうも変だと疑う」、つまり、「疑問・疑惑」の意味が現れる。用法としては、述語で

ある場合と为語または目的語など様々の場合が見られる。 

中古の変体漢文における「不審」の意味変化は「審らかでない」から「疑わしく思う」

という「疑惑」の意味になることである。また用法としては、述語用法の動詞・形容動詞

から名詞「疑わしく思うこと」になる点も興味深い。つまり、中古に名詞としての文法機

能が加わったのである。 

 

次は説話集における「不審」に注目したい。 

 

（5-16）宮ニ還テ先ヅ忽ギ問ヒ給ヘバ、「昨日、太子ハ既失給ヒニキ」ト申セバ、国王、 

   「努々人ニ此ノ事シラムベカラズ」ト宠テ、神付タリシ神为召シニ遣シツ。二日許 

    有テ神为参レリ。仰セテ云ク、「此ノ御子ノ御病、未ダ不心
喩
畢ヌ。何ガ可有キ、 

    不審ニテ召ツル也」ト。 

『今昔物語集』 巻第四 羅漢比丘、教國王太子死語第十二 
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国王が太子の病気について「不思議」と考え「不審」が用いられた。この「不審」も

上代の用法と異り、「疑惑」の意味に捉えられる。 

 

（5-17）吉野ノ山ニ苦行ヲ修スル僧 恩真等ガ云ク、「陽勝ハ既ニ仙人ニ成テ、身ニ血・ 

    肉無クシテ、異ナル骨・奇キ毛有リ。身ニ二ノ翼生テ、空ヲ飛ブ事麒麟・鳳凰ノ 

    如シ。竜門寺ノ北峰ニシテ此レヲ見ル。亥、吉野ノ松本ノ峰ニシテ本山ノ同法ニ 

    會テ、年来ノ不審ヲ請談シケリ」告グ。 

『今昔物語集』 巻第十三 陽勝、修苦行成仙人語第三  

  

修行する際に分からないことを「不審」により表現し、「不審を請談する」という形で

用いられている。この場合「不審」は「疑問」という意味に捉えられる。 

以上、中古の資料における「不審」を取り上げてみたが、変体漢文における「不審」

の意味が上代の意味をそのまま踏襲しながら、「どうも変だと疑う」場合にも「不審」が

用いられるようになってきたことが分かる。これに対して、説話集には「審らかでない」

の用例は見られなかったが、変体漢文と同じく「疑惑」の意味が見られ、さらに、卖なる

「疑問」を表す用例も見られたのが特徴的であった。 

 

 5.2.4. 中世日本語における「不審」 

 

ここでは，中世の変体漢文における「不審」の用法に注目したい。 

（5-18）存亡不審 駿河式部大夫家村 

『吾妻鏡』 宝治元年（1247）六月二十二日 

 

（5-19）今年所進貢馬、頗異様後年殊可有勤厚歟次貢金、有未進路次不通之間者、別事也 

    當時凌遲尤御不審之由 

『吾妻鏡』 文治三年（1187）十二月十八日 

                現代語訳46：今年進上した貢馬は甚だ異様なので、来年からはよう勤めるように。 

                そして貢金に未進があるが、道中が不通の間は仕方がないものの、今でも遅れ 

                るのは甚だ御不審である。 

 

                                                        

46亓味 （2007）、貴志（ 2011）の訳を参照した。以下同 
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（5-20）左馬頭殿御在亨候不可御不審候且此兩條、可令申含給候歟以此旨、可令申上給候 

    時政、恐惶謹言 

『吾妻鏡』 文治二年（1186） 三月二十三日 

                 現代語訳：左馬頭（一条能保）殿が在亨されており、御心配には及びません。 

                 ひとまず、この両件をよくご説明申し上げていただけますよう、このことを申 

                 し上げてください。時政が謹んで申します。 

 

（5-21）就閭巷謳歌、察人之内議身上事、非無其怖於泰村者、更雖不存野心、被催総物怱 

    國郎從等、有來集事定爲讒訴之基歟依之、可有御不審者、早可令追下、若又有可 

    被誡侘上事者、無衆力者、不可支御大事進退宜隨貴命〈云云〉敢不及氷疑之旨、

有御返事〈云云〉『吾妻鏡』 宝治元年（1247）六月三日 

               現代語訳：「世間のうわさによって人の内々の議論をうかがうと、我が身の上に 

               ついてその恐れがないわけではありません。泰村は決して野心を抱いておりませ 

               んが、総じて物騒であるため、国々の郎従らが集まって来た事があり、きっと讒 

               言の原因となったのでしょう。このために御不審があれば、速やかに下向させま 

               す。もしまた戒められる事があるならば、多人数の力がなければ御大事に役立ち 

           ません。進退は貴命に従います」。決して疑ってはいないと御返事があったという。 

 

 例 5-18 は「生死不明」を表す時に「存亡不審」が用いられ、「審らかでない」という意

味に捉えられる。例 5-19 は貢金の未進について今でも遅れるのが「甚だ御不審」であり、

「怪しい」気持ちを表す時には「不審」が用いられた。そして、例 5-20 は「左馬頭殿が

在亨するので、心配に及びません」という意味で、「心配・気がかり」の意味に用いられ、

例 5-21の「不審」が無反の「嫌疑」と解釈できる。 

 

 上記変体漢文『吾妻鏡』に用いられる「不審」の意味は前代より広がりがあり、「気が

かり」、「嫌疑」などの意味も見られる。これは「疑惑」から具体的な文脈とともに生じた

意味であると考えられる。 

 

次に物語、劇作などにおける「不審」について考察してみたい。 

（5-22）「曉ヨセテノチ、ウチヲトシテカヘリ參マデ、時々剋々「只今ハ、ト候。カウ候」 

   トイサヽカノ不審モナク、義朝ガ申ケルツカイハハシリチガイテ、ムカイテミムヤ  

   ウニコソヲボヘシカ。 

『愚管抄』 
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（5-23）重盛そののちはるかにほどを経て嫡子権亪を車の尻に乗せて、兵をば一人も具せ 

    られず、ただ尋常の供ばかりでいかにも大様げでそこへ出でられたば、清盛を始 

    めて人々みな不審さうに見られた。 

『天草版平家物語』 

 

（5-24）ものその身にては候はずとも、それがし御前にてうせぬときゝ候はば、臩害とは 

    申候はじ。一門はせあつまり、御不審のなげきを申あげ候べし。 

『曽我物語』 

 

（5-25）［問答 不合詞］ ワキ なほ執心の閻浮の涙とは、これはこの世に亡き人の言 

    葉なり、またわくらはの歌も懐かしいなんどと承り候、いかさま不審に候へば、 

    二人ともにおん名を名のり給ひ候へ 

『観阿弥関係の能』  松風 

 

 例 5-22、5-23、5-25 は「怪しいところがあり、疑いがある」という意味である。いずれ

も前代の意味を踏襲したものであるが、意味傾向として、マイナスの傾向が強くなってき

た。これに対して、例 5-24 は嫌疑をうける意味に捉えられ、特殊化されている。この時

期になって、また、漢文体、変体漢文体に見られる「審かでない」の用法が見られなくな

った。 

 

 抄物について以下の用例が確認できる。 

（5-26）大な病となって、成王の病るるほどに、兄弟ぢや程に、不便なれども亡してのく 

    るぞ。不審を立たよ。象が舜を殺としたれども、有庳に封せられたぞ。周公は兄 

    弟を殺された。是はどちが理ぞ非ぞと云論があったぞ。 

『毛詩抄』八 18ウ 

 

（5-27）褒姒を寵愛せられたが、其も用いた事はないが、何とした事ぞと云不審がある。

『毛詩抄』十二 4ウ 

 

 ここで注目しておきたいのは「不審を立つ」、「不審がある」のようなフレーズが用いら

れることである。ここで用いられる「不審」は「質問・疑問」の意味で多く使われている

ことも窺われる。 
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また、天草版『エソポのハブラス』には下記の例のように「不審」が独特の意味で用

いられている。 

 

（5-28）「その比諸国の帝王より互いに不審の勅札を送り、その不審を開かねば、あるほ 

    どの宝を奉らるる形儀がござった。しかれば、バビロニヤへ諸国から掛くる不審 

    をば、エソポが智略をもってたやすう開いてやり、バビロニヤから掛けらるる不 

    審をば、他国から開くことが稀にあったと聞こえた。」（エソポが生涯の物語略） 

 

例（5-28）は「疑問・質疑」という基本的な意味項目から特殊化され、さらに、「質問」

「疑問」という基本的な意味に基づいて、文脈により変化し、「無理難題、謎々」という

意味に変化したと考えられる。 

 

 5.2.5. 「不審」の意味継承および意味変容 

 

本論では、国文学研究資料館大系本文（日本古典文学）データベースにおける上代・

中古の各分野における全作品の使用例を調査対象とした。中世の使用例が 210例にも上る

が、歴史・神話・伝説・漢詩・漢文・評論・国学・日記・紀行・和歌・歌謡の分野の本文

には使用例が見られず、物語（歴史・軍記物語も含む）・説話・小説・連歌・劇文学・随

筆、随想・説教の分野における作品についてサンプル調査を行い、また、口語資料とされ

る『天草版平家物語』『エソポのハブラス』をも調査対象にし、変体漢文、記録体の資料

として、『小右記』（長元四年だけ）、『御堂関白日記』、国文学研究資料館の吾妻鏡データ

ベースを利用した。中国の用例も合わせると、以下表 5-2のようになる。 

表 5-2日本語の文献における「不審」の用法 



64 

 

 

古代中国語の 7 作品から 40 例、上代日本語 2 作品から 13 例、中古日本語 10 作品から

35 例、中世日本語 14 作品から 157 例、計 235 例を調査対象とした。上記以外の用例を調

査することはできなかったが、各分野を幅広く調査することを考慮に入れながら考察を行

った。上代では、古代中国語の意味がそのまま借用されたが、中古に入り、「疑問・疑惑」

などの意味が見られ、中世に入り、古代中国語の意味が見られなくなり、日本独特の意味

が定着してきたという流れが窺える。中国語と日本語とは系統が異なる言語であるが、中

国語の「不審」が日本語に受容されてから、語形および意味が変化してきたことが明らか

になった。もともと述語として使われていた「不審」が日本語に受容され、純漢文におけ

時代 作品
審らかにし
ない

審らかで
ない

疑問・疑
惑

嫌疑 気がかり 計

墨子 3 2 5
呂氏春秋 13 2 15
前漢書 2 2 4
論衡 3 4 7
史記 2 3 5
三国志 1 0 1
後漢書 1 2 3
小計 25 15 40
日本書紀 1 1
萬葉集 12 12
小計 1 12 13
菅家文草 1 1
小右記 1 4 5
御堂関白記 1 1 2
大鏡　裏書 4 4
今昔物語集 3 3
歌論集 9 9
歌合集 3 3
大納言經信集 3 3
一言芳談 4 4
反故集 1 1
小計 7 28 35
保元物語 3 2 5
平治物語 1 1
天草版平家物語 6 6
愚管抄 2 2
曽我物語 6 8 14
古今著聞集 10 10
連歌論集 7 7
観阿弥関係の能 2 2
大名狂言 4 4
正法眼蔵随聞記 3 3
親鸞集　 8 8
吾妻鏡 1 36 1 3 41
毛詩抄 30 30
エソポのハブラス 24 24
小計 1 142 9 5 157

古典中国
語

上代

中世

中古
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る用法を除いた場合、「不審する」と「する」が加わって、変形し述語になることが可能

になった。「不審ヲ請談シ」（『今昔物語集』）「不審を開く」（『一言芳談』）「不審のこと」

（『連歌論集』）のような名詞用法が多いことが分かる。また、意味領域の広がりによりマ

イナスの意味を帯びるようになってきたことも分かる。 

 

   5.3. 形態論・統語的機能からみる「不審」の意味変化および日中異同 

 

古代中国語の「不審」が日本語に受容されてから、もともと述語として使われていた

「不審」が純漢文でそのまま踏襲されたが、他の文体では为語や目的語としての用法が多

く見られる。山田（1940：501）は「名詞・数詞・状態の副詞」の三種が漢語の流入の臩

由区域とし、これらの品詞が日本語に受容されやすいと指摘した。加藤（2012：63）は

「日本語に借用される形式は、原則として名詞として取り込まれる。日本語の名詞は、そ

れ臩体が安定した形態であり、統語形態に関わる要素を後接させることで、形容詞の機能

を担ったり、動詞の機能を担ったりすることが可能である」と述べた。上記の先行研究を

踏まえて、「不審」における統語機能変化の説明を試みると次のようになる。 

原語である中国語における品詞と関係なく、「不審」が「審かでないこと」という名詞

として受け入れられ、「不審だ」「不審な」という形容動詞になった。また、「不審する」

という形で「する」という動詞と結びついてから、動詞的な用法まで変化した。このよう

な品詞変化とともに、漢語「不審」が日本語の中でその用法を派生してきたと考えられる。 

また、もともと「審かでない」という中立的な意味傾向であったが、「疑問」「疑惑」

を感じさせるコンテクストにも用いられ、徐々に「怪しい」というマイナス的な意味傾向

に推移したと考えられる。このような言語内的要因が「不審」の意味変化に対して大きな

役割を果たしたことは推測可能である。 

 

 5.4. まとめ 

 

本章は中国語と日本語の文献資料における「不審」の用例を調査し、中世に至るまで

の各時代の意味用法を明らかにし、日本語における「不審」の意味用法の増加を指摘した。

また、もともと中立的な用法からマイナスの意味へ変化することが現代まで続き、さらに、

現代では、「不審者」「不審火」のように他の語と結合して合成語を作ることもある。 

言語接触により、日本語はその語彙の中に漢語（語彙）を持つようになったが、文法

規則には変化が及ばなかった。中国語では「否定副詞「不」+「審」」というフレーズが

日本語のなかでは一語として捉えられ、意味変化し、日本語化されてきた。一方、意味変
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化は文法機能と大いに関係すると考えられる。もともと漢文のなかで述語として使われた

「不審」が日本語では一語として扱われ、「不審な」という形で形容動詞的な用法になり、

意味に関しては「つまびらかでない」から「疑問の、疑わしい」に変化し、さらに、「疑

問」という名詞的用法が生まれた。また、「疑わしい」という中立的意味から徐々にマイ

ナスの方向へ移行した結果、「怪しい」というマイナスの意味に変化したと考えられる。 

このように、伝達の目的・機能を有する古文書のほうがより意味変化が生じやすいと

考えられる。中古の古文書にマイナス的な意味傾向が見られ、中世の古文書にその用法が

広がって定着した。これに対して、純漢文である『日本書紀』は歴史書であり、史实の記

録が为な目的であることから、意味変化が見られなかった。また、中古の書類に「疑問」

を表す意味がすでに見られ、抄物における具体的なコミュニケーションにより「疑問」と

いう名詞用法が定着したのではないかと考えることもできる。 
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第 6 章 漢語「不便」の意味変化 ―実観から为観への移動 

 

古代中国語由来の漢語「不便」は、現代語では「便利でないこと。都合の悪いこと」

を表している。古代中国語から受容された当時は中国語の意味がそのまま踏襲され、上代

の漢文資料では「便利ではない、不都合」という意味で捉えられたが、受容後の長年にわ

たる定着の過程において、時代ごとに意味・用法上の異同が多く見られる。たとえば、平

安時代以降は「かわいそうなこと・気の毒なこと」「かわいいと思うこと」を表すように

なり、近世以降になると、表記が変化し、「便利でないこと」という意味を表す場合は

「不便」の語形が用いられ、「かわいそう」という意味を表す場合は当て字「不憫・不愍」

などが用いられるようになってきた。本論では、为として中世までの資料を調査対象とし

て、中国語と日本語それぞれの文献資料における「不便」の意味変化の過程を考察し意味

変化の流れをまとめ、品詞変化および用法の変化など文法的機能との関わりを考慮しなが

ら、考察を行った。 

考察の結果として、古代中国語においては、「不便」の意味は「利益がない」と「便利

ではない」と二つの意味項目があったが、時代と共に、専ら「便利ではない」になってく

る傾向が見られる。一方、日本語では「不都合」といった実観的な描写から、語の意味の

中に「同情」などの話し手の为観が含まれるようになり、意味変化の为観化47が見られる。

他の言語でも「不便」のような感情を表す語にはそのような傾向が見られる。英語では、

「同情」の意味を表す語である「pity」の語源がラテン語「敬虔」から派生したものであ

り、その後「寄進」という意味で使われ、寄進が一般的に小額だったことから「同情」の

意味が生まれた。 

調査対象として、中国語に関しては中国基本古籍庫を为要資料とし四庫全書の電子版

を参照しながら明の時代までの資料におけるサンプル調査を行った。他方、日本語資料に

関しては国文学研究資料館の日本古典文学大系のデータベースを利用し、新編日本古典文

学全集の電子版を参照しながら、中世までの変体漢文体、和文体など多様な文体に用いら

れる「不便」の用例を文脈とともに分析する。 

 

 6.1. 中国語における「不便」 

 

 6.1.1. 「不便」の音韻変化 

 

                                                        
47 池上（1996：131）を参照した。 
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現代中国語では「不便」の音韻形式が「bù biàn」であるが、「不」と「便」ともに多音

字であるため、それぞれの音韻変化の歴史を考察し、「不便」の音韻変化を明らかにして

おきたい。 

 

まず、「便」の音韻変化について考察する。 

『漢語大字典』によると、「便」の音韻形式（ピンイン）は/pián/（陽平）・/biàn/（去

声）・ /biān/（陰平）と三種類ある。/biān/は古い地名にしか用いられていないため、ここ

では、/pián/と/biàn/のみについて考察したいと思う。 

現代中国語における/pián/と/biàn/は声調と子音がそれぞれ異なる。/pián/のほうが陽平・

有気音で、/biàn/のほうが去声・無気音であるが、古代ではどうだろうか。『古今漢字音表』

によると、図 6-1 が示しているように、中古音48では、「便」の音韻形式がすでに二種類存

在する。『広韻』によると、/pián/は/房連切49
/で、/biàn/は/婢面切/であるが、实はその時代

「房」と「婢」の子音が同じく「並/ｂ/」であるため、反切に用いられる漢字が異なるに

も関わらず、音韻が同じである。また、韻について、/pián/のほうが「仙」で、/biàn/のほ

うが「線」とあるが、「仙」と「線」の韻が同じく「æｎ」であり、平声の場合は「仙」

で、去声の場合は「線」になると考えられる。「便」の子音はもともと「並」濁音/ｂ/で

ある。宋の時代になると、全濁子音が消滅し、「並/ｂ/」が「帮滂」の中に融合した。と

いうのは、濁音が清音化し、もとの声調が平声の場合、送気音/ｐ’/になり、仄声の場合、

無気音/ｐ/になるからである。つまり、平声の「便」が/pián/になり、仄声の「便」が

/biàn/になったと考えられる。 

 

図 6-1 「便」の音韻形式図 

また、王（2008：587）によると、古代中国語の声調は单北朝から宋の時代まで50は

                                                        
48上古音では、「便」にはすでに二つの音韻形式があった。声調（平、去48）が異なっているが、

子音（並）も母音（元）も共に同じである。上古音は中古音の資料から推定される音であるた

め、ここでは、中古音に基づいて考察する。 
49反切により発音を表記する方法であり、つまり、「房」の子音と「連」の母音により、「便」

の子音と母音を表記する。 
50 220～1279 年までの間 
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「平、上、去、入」に分けられ、元の時代から現代51にかけては「陰平、陽平、上、去」

に分けられる。/pián/と/biàn/の発音を遡ると、以下のような変化が見られる。 

 

/pián/  平→陽平 

/biàn/  長入→去 

 

声調とともに「便」の二様の音韻形式をまとめると、/pián/と/biàn/はもともと声調が異

なる二様の音韻形式であったことが分かる。宋の時代までは子音も母音も同じだったが、

宋の時代になると、濁音の消失により、子音が細分化し、現代の発音に近い形になった。

変化過程を表 6-１のようにまとめることができる。 

 

表 6-1「便」の音韻形式変化過程 

 

 

本論の考察対象となる「不便」は/便 biàn/の否定形だけを取り扱うことにする。 

次に、「不」の音韻について概略を述べておきたい。『古今漢字音表』による「不」の

音韻については本論第 2 章、18 頁に記述があるのでここでは繰り返さない。中古音の

「不」には音韻形式が二種あり、「分勿切 物韻」声調は入声の場合と、「甫鳩切 尤韻」

声調は平声の場合がある。音韻上の相違が意義上の異同と結びついており、入声の場合は

否定を表す語であり、平声の場合は鳥の名前や人の名前にしか用いられない固有名詞であ

る。また、『漢字大字典』では「不」の音韻について、上記の二種以外、「方久切 有韻」

声調が上声の場合に、「風無切 虞韻」声調が平声の場合にあり、それぞれ意味の相違も

あるが、否定辞として考察対象を絞ると、音韻が一種類しかなく、古代から現代まで続い

てきたことが分かる。つまり、中古音は「分勿切 物韻」声調が入声の場合に限定される

ことが可能である。 

 

 6.1.2. 中国語における「便」と「不便」 

 

「便」は会意文字であり、『説文解字』には「安んずるなり。人、不便なることあると

きは、これを更む。人と更とに從ふ」とする。又事を更めなすことから成の意とする。假

                                                        
51 1279 年～現代 

年代 ～紀元220 220～1279 1279～ 現代
bian(平) bian（平） pian（平） pian（陽平）
bian(長入） bian（去） bian（去） bian（去）

音韻形式
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借して辯・諞とする。 

 『漢語大字典』によると、「便」の発音は/pián/と/biàn/と二様である。/pián/には意味項

目が 3 つあり、「安适」（快適、安らぎ52）・「偏」（と同音により、「偏る」の意味にも用い

られる）・「姓」（苗字に使われる）となるが、/biàn/には次の 12 の意味項目がある。①有

利（有利）②顺利（順調）③方便的时候，顺便的机会（都合がいい時）④熟练，擅长（熟

練、得意）⑤敏捷（敏捷）⑥更换（変える）⑦比较简易的，非正式的（粗末で、正式では

ない）⑧大小便（大小便）⑨表示时间，表示反问的副词用法（もう・すぐに、…であれば

…）⑩表示让步的连词用法（たとえ…しても）⑪通辨，分别（分別）⑫通辩、善于言辞

（口が上手い）である。『漢語大詞典』では、さらに細かく分類されており、/pián/には意

味項目が 7 つあり、/biàn/には 17 存在する。これに対して、「不便」の意味項目は尐なく、

古代では「不利」「不方便」「不熟習」の意味項目しかなく、さらに元の時代には、「不至

于」の意味が現れるようになり、現代では「缺钱用」という意味項目が新たに誕生した。

これらはいずれも「便/biàn/」の否定であることが分かる。 

 

 次に、「便」とその否定の「不便」の使用状況を調査し、「便」と「不便」との関係を確

認しておきたい。中国基本古籍庫を利用し、「不便」をキーワードとして調べた結果、用

例数は 37042例である。「便」をキーワードとして調べた結果、用例数は 808235例であり、

数的に見ると、「便」が「不便」の 21.8 倍になる。本論ではサンプルとして、文淵閣四庫

全書のデータベースを参照しながら、『呂氏春秋』『漢書』『史記』『三国志』『白氏長慶集』

『大平廣記』の 6 著作に用いられる「不便」および「便」について調査する。「便」の熟

語の設定について、「便―」という語構成の場合は『漢語大詞典』『大漢和辞書』の見出し

語を参照し設定した。「便人」「便中」のような熟語は『漢語大詞典』に 130語が所収され

ている。また、「便愛」「便悪」のように『漢語大詞典』に所収されていないが、『大漢和

辞書』に所収されている熟語は 45語ある。さらに、「―便」という語構成の場合は『佩文

韻府』の見出し語を参照し設定した。「静便」のような二字熟語と「販肆便」のような三

字熟語合わせて 28語になる。上記合わせて「便」が含まれる熟語は 203語である。また、

「便」と「不便」の関係を概略的に述べると、以下のようになる。 

 

 『呂氏春秋』では、「便」が 74 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」7 例

であり、全体の 9％を占める。「便民」「便利」のような熟語も見られるが、「便」卖独で

用いられる場合が多い。 

                                                        
52 括弧内は筆者訳、以下同。 
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 『漢書』では、「便」が 1064 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」32 例

であり、全体の 3％を占める。「便文」「便安」「便巧」などの熟語も多く見られる。 

 『史記』では、「便」が 780 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」28 例で

あり、全体の 4％を占める。「便利」「便宜」「便事」「便民」などの熟語も多く見られる。 

 『三国志』では、「便」が 368 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」11 例

であり、全体の 3％を占める。「便安」「便宜」「便民」などの熟語も多く見られる。 

 『白氏長慶集』では、「便」が 234 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」

9例であり、全体の 4％を占める。「便安」「便宜」「便人」などの熟語も多く見られる。 

 『大平廣記』では、「便」が 1545 例あり、そのうち、熟語と認められるのは「不便」

13例であり、全体の 1％を占める。「便於」「便宜」などの熟語も多く見られる。 

 

以上の統計から見ると、古代中国語では、「便」は卖独でもよく使われていることが分

かる。「便」は「有利」「便宜」という实質的な意味を持ちながら、「其體中或瘦倦不安，

便導引閉氣，以攻所患」（『太平廣記』卷二神仙二）のように、接続詞「そして」という意

味で用いられる場合が多い。「有利・便宜」を表す時に用いられる「便」の具体的な用例

数を確認することはできなかったが、上記 6著作では、「便」の用例は計 4065例であり、

そのうち、「不便」は 100例であり、2％しかないことが分かる。要するに、古代中国語で

の「便」は卖独で用いられる場合がほとんどであり、「不便」は「便」の否定形として使

われることが多い。つまり、分離不可能な表現ではなく、熟語として使われていると考え

られる。 

 次節では具体例とともに、「不便」の意味変化の流れを整理しておきたいと思う。 

 

 6.1.3. 「不便」の意味変遷 

 

中国基本古籍庫データベースおよび文淵閣四庫全書を为要資料とし、新訳漢文大系お

よび漢文叢書などを参照しながら、調査を行った。本論では、紀元前 770年頃の春秋時代

から明の時代以前の資料を調査対象として、時代および文体のバランスを考慮した上で、

『呂氏春秋』『漢書』『後漢書』『三国志』『魏書』『太平廣記』『水滸傳』など計 22 作品を

調査した。以下、時代毎に用例を挙げて「不便」の意味について考察する。 

 

（6-1）趙氏，中央 之 国 也、雑民  之 所居  也。 

    趙は  中間 の  国 なり 諸国の民 の 雑居する処 なり 

   其 民  軽 而 難用  也。 号令  不治、   賞罰 不信、 
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    其の人民が 軽薄 で 役に立たず なり 朝廷の命令 ゆきわたらず 賞罰が 信かでなく 

          地形     不便。   

            地勢が （国防に）不利 

『韓非子』则見秦 

趙は中間の国であり、位置が有利ではないという意味で、「地形不便」が用いられる。

「地形が国家の守衛に有利ではない」という意味に捉えられる。ここでの「不便」は現代

語の「便利ではない」という状態よりは、むしろ「ためにならない・有利ではない」とい

う状態を意味する。 

 

(6-2) 武侯 謂 呉起 曰：“今 秦脅  吾西，楚 帶  吾单， 

武侯  謂う 呉起  曰く  今 秦脅かす 吾が西  楚 帯び  吾が单 

   趙衝 吾北，齊 臨  吾東，燕 絶 吾後，韓 據 吾前， 

趙衝く 吾が北 斉  臨む  吾が東 燕 絶つ 吾が後 韓 拞る 吾が前 

    六國 兵 四 守,    勢 甚 不便， 憂   此 奈何？” 

六国     兵 よもに 守る 勢  甚だ 便ならず 憂ふる これ  いかん 

                    『呉子』卷第二 料敵 

武侯がたずねた。「いま、秦はわが国の西部をおびやかし、楚はわが单部に接し、趙は

わが北部を衝こうとし、斉はわが東部をうかがい、燕はわが背後を断とうとし、韓はわが

前方に拞っている。四面腹背を六国の軍勢にとりかこまれ、わが国の形勢はまことに不利

である。憂慮にたえないが、どうすればよいであろうか？」という意味であり、武侯周辺

国の情勢を分析し、臩国の形勢に対して「不安」を表わす時「不便」が使われた。ここで

も有利ではないという意味に捉えられる。 

 

（6-3）廷尉李斯 議 曰:“周文武 所 封 子弟 同姓 甚衆,然  後 屬疏遠, 

           廷尉李斯 議して 曰く 周の文武の 所 封ずる子弟 同姓 甚だ衆し 然るに 後 属疏遠にして 

        相攻擊  如 仇讎, 諸侯 更  相誅伐，周天子 弗能   禁止。 

          相攻撃する 如く 仇讎の  諸侯 たがいに 相誅伐し、周の天子 能はざりき 禁止すること 

      今 海內 賴 陛下 神靈 一統, 皆 為 郡、縣,諸子功臣 以 公 賦稅 重  

     今 海内 頼り 陛下の 神霊に 一統して 皆 為る 郡県と 諸子功臣、  以て 公の 賦稅を   重く  

   賞賜  之, 甚 足  易制, 天下 無 異意, 安寧之 術也。置 諸侯 不便。” 

 賞賜せば 之を 甚だ 足りて 制し易し 天下 無き  異意 安寧の  術なり 置く 諸侯 便ならず 

『史記』卷六秦始皇本紀第六 
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 廷尉の李斯が周の状況を分析し、当時の状況と照らしながら、「諸侯」を設置すること

が「ためにならない・不利」だという結論を導いた。ここでの「不便」は「利益がない、

不利」と理解できる。 

 

 (6-4) 錯 為 内史,  門  東 出, 不便,  更     穿     一   門    单  出。  

   錯が 成る 内史  宮門が  東   向き   不便    さらに   開ける  一つの  門     单に  出る                    

『史記』》卷九十六 張业相列傳 

 東の門から出るのは遠いので、便利ではないという意味を表す時に「不便」が用いられ

た。 

 

(6-5) 是時 朝廷 新   立,  制度 草創,  

    当時、朝廷が  新しく 打ち建つ、制度が 創始されたばかり  

     政令 有  不便 於   民  者, 霸   輙   奏省  之。 

    政令    ある  不利  にとって 人民     もの 霸は   直ちに  上奏する これを 

                    『後漢紀』後漢光武皇帝紀卷亓 

 人民のためにならない政令を表わす時「不便」が用いられ、ここでも「不利」とい

う意味に捉えられる。 

 

(6-6) “上繚 宗民， 敷   欺 下國， 忿  之  有  年矣。 

       上繚  部族民  たびたび    欺く 敝国    腹立つ やつら   有る  年月  

     擊    之， 路 不便，   願  因  大國 伐     之。 

       攻撃する やつら 亣通 不便  願わく 因り    大国  討伐 やつら 

                           『三国志』魏書第十四 

「上繚の部族民がたびたび敝国を馬鹿にいたしますので、何年間も腹を立てて参りま

した。やつらを攻撃するにも亣通が不便であります。願わくば大国のお力添えでやつらを

討伐したいと存じます」という意味であり、亣通不便を表わす時「不便」が使われ、「便

利ではない」という意味になる。 

 

(6-7)   敕：給事中 之  職，  凡    制敕 有 不便   於 時 者， 

 勅す 給事中  の  職  およそ  制勅  ある 適当ではない 於 時宜 こと 

 得 封奏     之；刑獄   有 未合於理 者，得  駁正   之   

べき 密かに上書する  これ 刑罰や裁判     有る 理不尽     者 べき  誣りを正す  これ   

           『白氏長慶集』卷第三十一 
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 勅す。給事中という職は、およそ制勅のなかに時宜に適っていないことがあれば、その

ことを密かに上書することができる。刑罰や裁判で理不尽なことがあれば、その誣りを正

すことができる。 という意味で、時宜に相応しくないという意味を表わす時「不便」が

用いられた。「不都合」の下位意味項として「妥当ではない」と理解できる。 

 

(6-8) 秀娘 道：“爾 衣朋 既 乾，可 就前 去，倘 夫为 回歸，見知  不便。” 

 秀娘     曰く    汝  衣朋   既に 干す べき 前に  行く なお 为人 帰る  見る知る 不都合 

『包公案』卷六  

夫が帰った際、相手がいることについて説明することが面倒であるため、「不便」とい

う言葉が用いられ、「不都合」と理解できる。 

 

上記の例における「不便」の意味を文脈とともに分析すると、例 6-1、6-2、6-3、6-5 は

「不利、…ためにならない、損である」を表わし、例 6-4、6-6、6-7、6-8 は「…にとって

は便利ではない、しにくい」という意味に捉えられる。いずれも日本語訳の「不都合」に

統一される。調査の結果から見ると、殆どの用例がこの意味項目に含まれている。 

 

また、下記の特別用法も幾例か見られる。 

 

（6-9) 素 不便 書,   又 不喜 作書,   而  人間   多 事, 

      平素 不慣れ 手紙   また  苦手 手紙を書く しかし  世間        多い 事 

     堆案盈机, 不 相酬答,   則 犯  教  傷  義。 

         山積み用件  せず   返事を出す   即ち 背向く 教条  欠く 義理  

『嵇中散集』卷二 

 「平素より手紙を書くのに不慣れな上に、これがまた苦手ときています。しかし、世間

にはとかくいろいろなできごとが起こって、用件が山積し、しかるべき返事を出さないと、

教条に背き義理を欠くということがある」という意味であり、「…にとっては便利ではな

い、しにくい」から「慣れない」という意味が生まれたと考えられる。 

 

 （6-10）及 王莽 篡  位, 欲 擊 匈奴, 興 十二部 軍, 

        及ぶ 王莾   簒う 位を 欲す 撃く 匈奴を 興す 十二部の 軍を 

     使  東域 將 嚴尤 領 烏桓、丁令 兵  屯 代郡, 

        させる 東域の 将  厳尤  領す 烏桓 丁令の  兵を 屯す  代郡に 

     皆 質  其 妻子 於 郡縣。 烏桓 不便  水土 
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      皆   質とす 其の 妻子  に  郡県に  烏桓  馴染めない  水土を 

                 『後漢書』卷九十烏桓鮮卑列傳 

 「王莾の位を簒うに及んで、匈奴を撃たんと欲し、十二部の軍を興した。東域の将の厳

尤をして烏桓、丁令の兵を領して代郡に屯せしめ、皆な其の妻子を郡県に質とした。烏桓

水土に馴染めない」という意味であり、「不便」の対象が「水土」である場合、「土地の気

候風土になじめない」という意味になる。 

 

（6-11)  又 云:  忍  尿 不便, 膝 冷  成  痹。 

   また 曰く   我慢 尿  排便せず 膝 冷える 成る 痺れる  

                       『諸病源候総論』 巻一 

「排尿を我慢し、小便をしないことにより、膝が冷え、痺れることになる」という意

味であり、ここの「不便」は「不排便」であり、語形は本論の研究対象と同じでありなが

ら、形容動詞の「便」ではなく、動詞の「排便」であるので、意味のずれも大きい。 

 

(6-12) 秦明 見 宋江 腿脚 不便，問道： “兄長 如何 貴足 不便？” 

  秦明  見る 宋江  脚   不臩由 尋ねる   兄貴  いかに 御脚  不臩由 

                         『水滸傳』巻三十四 

秦明は宋江の脚の不臩由なのを見て、「足がご不臩由のようですが、どうかなさったの

ですか」とたずねた。「不便」の対象が「体」の場合、「体が不臩由・体調が悪い」の婉曲

表現になる。 

上記の用例から、「不便」の为要な意味は「ためにならない」としての「不利」、「便利

ではない」としての「不便」であり、いずれも日本語の「不都合」に統一される。また、

文の中での機能を見ると、基本的には動詞や形容詞として文中で述語の機能を担っている

ことも分かる。 

本論における調査が完了した先秦から明の時代までの「不便」の用例を時代毎にまと

めると、表 6-2のようになる。 

表 6-2 中国語における「不便」 
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サンプル調査としての表 6-2 から、各時代における用例数には均一性が欠如しているに

も関わらず、いつの時代でも「不都合」と訳される「不利・不便」の意味が圧倒的に多い

ことが分かる。調査対象としての 162 例のうち、「不利」と解釈できるのは 98 例あり、

「不便」が 55 例あり、特例としては以下の 9 例が挙げられる。「馴染めない」（1 例）「得

意でない」（3 例）「排便しない」（1 例）「なれない」「不臩由」（2 例）「気分が悪い」（2 例）

である。まとめていうと、現代語とは異なり、「便利ではない」より「有利ではない」の

意味が多いが、先秦から明の時代までには「不都合」という基本義の安定性が見られる。

また、「不便」より「便」の意味項目が圧倒的に多く、「不便」は「便」の否定としてしか

時代 資料 意味項 日本語訳 用例数
管子 不便 不都合 1
韓非子 不利 不都合 5

不利 不都合 1
不擅长 不都合 1

荀子 不利 不都合 1
晏子春秋 不利 不都合 1
莊子 不利 不都合 1

秦 吕氏春秋 不利 不都合 7
不利 不都合 23
不便 不都合 5
不利 不都合 28
不便 不都合 4
不利 不都合 1
不便 不都合 4
不利 不都合 1
不熟習 不都合 1
不便 不都合 1
不便 不都合 1
不利 不都合 4
不便 不都合 4
不习惯 慣れない 1
不利 不都合 4
不便 不都合 7

文選 不熟習 不得意 1
不排便 排便しない 1
不舒朋 気分悪い 2
不利 不都合 3
不便 不都合 6
不便 不都合 2
不便 不臩由 2
不利 不都合 3
不便 不都合 10
不利 不都合 6
不便 不都合 1
不利 不都合 7
不便 不臩由 2
不便 不都合 2
不利 不都合 2
不便 不都合 5

合計 162

先秦
吳子

史記

漢書

三国

嵇中散集

諸葛武侯文集

元
水滸傳

明
包公案

单北朝

後漢書

三國志

隋　
諸病源候總論

唐　

白氏長慶集

法苑珠林

汉

論衡

宋

太平廣記

文選補遺
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用いられない。このことから、否定副詞「不」と「便」との組み合わせにより「不便」が

成立したことが分かる。 

 

 6.2. 日本語における「不便」 

 

 6.2.1. 「不便」の語形 

 

ここでは、「不便」の語形を「音形」と「表記形」に分けて分析する。古代では「ふび

ん」という音形であったが、审町時代以降「ふべん」と発音されるようになり、特に近代

以降は「不都合」を表す際、「ふべん」が一般的になったと考えられている。近代になっ

てから「かわいそう」という意味を表す場合は当て字「不憫」などの表現形が用いられる

ようになった。このように表記形には「不便」と当て字である「不憫・不愍」があるが、

当て字のほうが近代になってからできた表記形であり、常用漢字ではない。以下のように

簡略に示すことができる。 

 

古代から近代： ふびん（不便） 

近代から現代：  ①ふべん（不便） 

         ②ふびん（不憫 当て字） 

 

 6.2.2. 漢語「不便」に関する先行研究 

 

 まず漢語「不便」についての先行研究を概略しておきたい。松尾（2001：15）は、「ふ

びんなり」は「言うまでもなく漢語「不便」に「なり」を添えてできた形容動詞であり、

その「便」は諸橋氏の『大漢和辞典』で検討すると、「都合がよい」「やすらか」「くつろ

ぐ」などの意とある。従って「不便なり」の原義は、当然「都合がよくない→ 都合がわ

るい・具合がわるい」であるはずである。この「原義①」「都合がわるいこと、具合がわ

るいこと」から、そうしたことにかかわっている人にとっては、「②困ったこと」になり、

さらに、そうしたことの当事者こそ、さぞかし困ることだろうと同情して「③気の毒だ」

と思うことにすすんでゆく」と指摘し、「この③に当たる用例が中古の源氏物語の頃に果

たしてあるかどうか」という問題意識のもとに、公刊されている中古・中世の仮名文学作

品の索引で調べ、用例の意味を分析した。さらに松尾は、「ふびんなり」が本来の「不都

合なことだ・困ったことだ・具合がわるいことだ」の意から転じて「気の毒だ」という意

味で使われ始めた例は、1230年頃に成立したとされる『宇治拾遺物語』において見られ
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る、と結論的に述べている。さらに、「気の毒」の用例が幾つか現れて来たのは、「この物

語が王朝の貴族文学から離れて庶民生活に目を向けた説話文学だからであって、そこには

口語的表現も取り入れられ、王朝期から伝来の語でも、王朝期にはなかった転義が中世に

入って行われればその転義をも臩由に用いるということであったわけであろう」と推測し

ている。 

 しかし、松尾の慎重かつ緻密な「不便」の意味に関する考察は、『義経紀』10 例のうち、

3例の考察に留まり、最後は（未完）と記されている。 

 松尾は「不便」の意味を、同じ作品の他の用例や同じ時代の作品の用例の考察を通して

決定する、という判定方法に依っている。しかし、語の意味が時代により一つの意味から

他の意味に移り変わる時、「気の毒である」「困ったことである」の区別がはっきりしない

場合がないかという疑問が生じる。また、松尾は、「都合が悪い・具合が悪い」「気の毒・

かわいそう」の意味項目を分け、前後の文脈や時代背景を考慮しながら分析している。松

尾の解釈も正しいと思われるが、「不都合なことである」か「かわいそうなこと」か、と

いう意味解釈に関する二者択一は、文脈から判断しただけでは、どちらにするのかあいま

いな場合があるので、研究者により解釈も多様になってくる。これはなぜこのように解釈

しなければならないのかについての基準が曖昧だからである。 

 ここで、「不便」の意味項目を再整理する必要があると考え、本論では日本古典文学大

系のデータベースを利用し、上代から中世まで各時代のバランスを考慮しながら、サンプ

ル調査を行い、作品ごとに「不便」の用例を調査し、以下のように整理する。 

 

 6.2.3. 「不便」の意味変遷 

 

上代では例 6-13 のように「不便」は漢語として使われ、意味も古代中国語と同じであ

るが、古代中国語より意味の幅が狭く、「便利ではない」という意味においてしか捉えら

れない。 

 

（6-13） 遠居御所、行政不便。 

    （読み下し：遠く居りて、政を行むに不便ず。） 

『日本書紀』天武天皇上 

 

中古における「不便」は、例 6-14 のように、その意味が「不都合、困る、具合が悪い」

のように解釈され、「かわいそう」の用例はまだ見られない。 
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（6-14）心を知れらむ人は、さる逆さまのことをいふとも、まことと思ほしなむや。こ 

    のことはさだめて知りぬ、人に謀られたまへるなゝり。不便なることなれど、左 

    大臣の上、昔よりよろしからず、心聞こゆる人なり。そのわたりよりいひ出だし 

    たることななり」。 

                        『うつほ物語』忠こそ 

                 現代語訳：忠こその性質をよく知っている人は、そんな道理の通らないことを 

                  いっても、本当だと思うだろうか。この一件は、今までの事情からよく分った。 

                  誰かに謀られなさったらしい。口に出すのは具合のわるいことだけれど、左大 

                  臣の北の方は、以前からあまり人柄がよくないと噂されている人だ。そのあた 

                 りからいい出されたことのようだ」。 

例 6-14 は帝が忠こそ（人名）の出家原因について忠こその父である千蔭と討論してい

る場面である。千蔭の妻（忠こその継母）に謀られたのではないかと推測したが、帝の立

場から相手の妻の悪口を言うのは不都合だと理解できる。 

 

中世に入り、「不便なり」「不便なる」のほか、例 6-15 のような「不便に思う・不便に

覚える」が多く見られる。「思う」が付くと、臩分の心情を表し、意味的に「かわいそ

う・気の毒に思う」と解釈される。さらに、例 6-16 のよう「不便にする」という形も見

られる。「する」と接続する場合、同情の気持ちと行動が一緒になり、「かわいがる」の意

味項目が生じる。 

 

（6-15）「あはれ、恋しき昔かな。忠盛の時ならば、これ程軽くは思はれ奉るまじ。過去 

    に、頼朝に我が命を助けられてありけるやらん。聞くよりしていたはしく、不便 

    に思ふなり。頼朝斬られば、我も生きて何かせん。干死にせん」とて 

                           『平治物語』 

                現代語訳：池殿は涙を流して、「ああ、昔が恋しい。忠盛の代ならば、こんなに 

                 簡卖に あしらわれることもなかったろうに。それにしても、私は前世で頼朝 

                 に命を助けられたことがあるのでしょうか。頼朝のことを聞くだけでも気の毒 

                で、不憫でならない。頼朝が斬られでもしたら、私は生きているかいがない。餓 

                 死してしまおう」 

 

（6-16）この仲家と申すは、故帯刀の先生義賢が嫡子なり。みなし子にてありしを、 

    三位入道養子にして、不便にし給ひしが、日来の契を変ぜず、一所にて死に 

    にけるこそむざんなれ。 
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                       『平家物語』  

                 現代語訳：この仲家というのは、故帯刀先生義賢の嫡子である。父に死なれて 

                 孤児だったのを、三位入道が養子にしてかわいがっておられたが、常日頃約束 

                 していたとおりに同じ場所で死んでしまったのは、まことに痛ましいことであ 

                  った。 

 

このように「不便なる」は時代とともに意味変化してきたが、「不便に思う」「不便に

する」のような为観的な動作とともに用いられる場合はほとんど「かわいそう」「かわい

がる」の意味になる。このような意味変化の流れを考慮しながら、「不便」の意味を実観

的な評価（不都合なことだ・困ったことだ、具合が悪いことだ）と为観的な感情（不都合

なことに直面している人こそさぞ困るだろうと同情して、気の毒だと感じ、さらにそこか

らかわいがる、かわいいという意味に発展する）に大別することができるのではないかと

考えられる。このような観点に基づいて用例を分析した場合、「不便なる」の意味は分か

りやすくなる。臩分の同情が入っていない場合その意味は実観的と考えられ、同情の気持

ちがある場合は为観的になる。さらに、为観的な場合、同情の気持ちから、心が引かれて、

「大事・大切にしたい」と心が変わる場合は「かわいい」という意味項目が生じると考え

られる。 

「不便」の意味変化の实態を考察するため、上代・中古・中世の作品をその使用場面

としての会話文と地の文に分け、「不便」の用例を整理すると、表 6-3になる。 

 

表 6-3 「不便」が用いられる場面 

時代 上代 中古 中世 計 比率 

用例数 

会話文 0 56 42 98 64％ 

心話文 0 3 7 10 7％ 

地の文 7 11 27 45 29％ 

計 7 70 76 153  100％ 

 

 上代の資料は尐なく、7例しか見られないが、いずれも地の文に用いられている。中古

に入り、70例のうち、56例が会話文に用いられることから、平安朝文学作品における

「不便」は基本的には、会話文にしか用いられないことが分かる。地の文より会話文に用

いられる場合、より口語的と言える。中古になり、会話文に用いられる用例 76例に対し

て、地の文における使用例が 27例もあり、地の文における使用例が増えてきたことが分

かる。さらに、時代とともに「不便」には文体的なこだわりがなくなり、地の文でも会話

文でも両方において多用されるようになってきたことも分かる。 



81 

 

 

また、「不便」の意味を以上の基準により、上代から中世の用例について整理しまとめ

ると、表 6-4のようになる。 

 

表 6-4 日本文献における「不便」の意味 

 

 

上代では、古代中国語と同じく、「便利ではない、不都合」の意味しかない。中古に入

り、「不都合」という意味項目の中にまとめられているが、臩分の状況だけではなく、相

手の状況をも考慮し、「それはあなたにとって不都合なことですね→それはあなたにとっ

て困ったことですね→それはあなたにとっていけませんね」という変化が見られる。中世

に入り、さらに臩分の心情を込め、不都合なことに直面している人こそさぞ困るだろうと

同情して、気の毒だと感じる「気の毒・かわいそう」という意味が生じた。さらに、「か

わいそう」という気持ちから「かわいい」という意味項目が生まれる。 

このように「不便」の意味項目は多様化し、元の意味である「不都合」がますます使

実観的
不都合 かわいそうかわいがる かわいい

常陸国風土記 1 1
播磨国風土記 1 1
日本書紀 5 5
小計 7 7
宇津保物語 14 14
落窪物語 3 3
源氏物語 9 9
枕草子 2 2
大鏡 11 11
今昔物語集 15 15
榮花物語 8 8
浜松中納言物語 1 1
夜の寝覚 4 4
狭衣物語 2 2
妻鏡 1 1
小計 70 70
宇治拾遺物語 2 7 1 10
徒然草 2 1 3
保元物語 2 2
平治物語 7 1 8
平家物語 4 4
太平記 5 5
義経記 13 13
沙石集 1 9 1 1 12
増鏡 1 1
曽我物語 17 1 18
小計 5 65 4 2 76

为観的
意味

計時代 文献名

中世

中古

上代
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われなくなり、中世では 76 例のうち、5 例しかなく、6.6％しか占めていない。新しい意

味である「かわいそう」が多用され、76 例のうち、65 例もあり、85.5％も占めるように

なった。時代とともに、漢語本来の意味がほとんど見られなくなり、語形も臩由に変化し

てきたことが分かる。 

 

 6.3 日中両言語における「不便」の相違 

 

 古代日本語でも中国語でも「不便」は「不都合」と訳されるが、その意味は中国語に

おいてのほうがより細かく、「不便」は「不利、有利ではない」と「不便、便利ではない」

に分けられている。しかし、日本語に借用された際には「便利ではない」の意味項目しか

受容されなかったと考えられる。 

 また、中国語でも「有利ではない」を表わす用例が徐々に尐なくなるとともに、「便利

ではない」の使用例が多くなり、現代では「便利ではない」の意味しか表わせない状態に

至っている。しかし、中国語では幾つかの特殊な用例以外、意味の変化が見られない。一

方、日本語では「不都合」から「かわいそう」という具合に、意味が大きく変化した。 

 日本語において「不便」の意味がこのような大きな変化を蒙ったことについては、文体

との関連が無視できないと考えられる。つまり、漢文体で記された文書や公家日記におけ

る日本語の「不便」はほぼ中国語の用法をそのまま踏襲しているのに対して、非公式な和

文体、特に会話文では筆者の感情が入りやすく、相手の状況をも考慮し、ついに臩分の心

情を込め、不都合なことに直面している人こそさぞ困るであろうと同情して、気の毒だと

感じる気持ちを表す「気の毒・かわいそう」という意味が生じたことが想定される。一方、

中国語では日本語のような大きな文体差がないので、変化も顕著ではなかったと考えるこ

とが可能である。 

 

 6.4. まとめ 

 

本章では古代から中世までの中国語と日本語における「不便」の意味変遷について考

察した。明の時代までの中国語における「不便」の意味が大きな変化を蒙らなかった一方、

日本語における「不便」の意味は大きく変化した。このように、一語として借用された

「不便」のような漢語が日本語の中で長期にわたり独臩に変化し、元の中国語と異なる意

味を獲得した。この現象はすでに扱った「不審」同様、言語の「陸封型」に例えることが

できる。近世に入り「不便」の用法はさらに複雑になり、近代では、「不便」は「不都合」

しか表せなくなった。それに代わり、「かわいそう」は当て字「不憫」により表記される
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ようになった。 

以下第 7 章では、中国語および日本語の用例を調査し、「不便」の意味変化の流れを整

理し、それに基づき意味変化と文法機能とのかかわりを考察したい。また、日本語での意

味変容はどのように発生し定着したかについてもさらに詳しく考察したいと思う。 
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第 7 章 漢語「不便」の使用環境 ―変体漢文は意味変化の土壌 

 

「不便」は古代中国語由来の漢語であり、日本語に受容された当時は中国語の意味が

そのまま踏襲され、上代の漢文資料では「便宜にあらず、不都合」という意味で捉えられ

たが、受容後の長年にわたる定着の過程において、時代ごとに意味・用法上の異同が多く

見られる。和文資料を調査した結果、平安時代以降は为として「不都合」という意味であ

るが、相手が「困る」状態、事態が「けしからん」を表す用例も見られる。中世では、

「かわいそうなこと・気の毒なこと」「かわいいと思うこと・かわいがる」を表すように

なり、近世以降になると、表記が変化し、「便利でないこと」という意味を表す場合は

「不便」が用いられ、「かわいそう」という意味を表す場合は当て字「不憫・不愍」など

が用いられるようになってきた。第 6章では、意味変化の流れをまとめたが、意味変化が

生じる環境についてはまだ不明のままである。本章では、古代中国語における「不便」の

用法および日本語に受容された当時の意味を確認した上で、为として意味変化が生じた中

古・中世の文献から具体的な文脈とともに、意味変化の環境を考察したいと思う。また、

意味変化が生じる環境としては、文体との関わりが大きいと考えられるので、漢文体と和

文体に分け、時代ごとにそれぞれの具体的な文体・文脈を取り上げ、意味変化の要因を考

察したい。 

 

 7.1. 中国語における「不便」の使用環境 

 

 日本語における使用環境を考察する前に、中国語の使用環境を例文とともに概観してお

きたい。“不便”は否定を表す副詞“不”と形容動詞“便”との組み合わせによりできた

語であり、現代中国語では一語として使われている。第 6章ですでに述べたように、中国

語の長い歴史の中で、明確な意味変化は見られなかった。 

「不便」の意味を概観すると、「不利」「不便」「不熟練」「不馴染み」「不臩由」「…に

至らない」「お金がない」になるが、その用法は時代とともにそれほど拟大することがな

かった。むしろ、特殊用法を除くと、基本的な用法「不利」「不便」から「不便」に縮小

してきた。中国語の歴史的な変化の一つは、卖音節語から多音節語への移行である。古代

中国語の語は卖音節で成り立っている〈卖音節語〉を基本とするが、現代語では二音節や

三音節など、いわゆる〈多音節語〉がほとんどである。したがって、“便”という漢字は

“不便”になり、意味も縮小した。“方便”の否定として“不便”が用いられる場合が多

くなり、“不便”が専ら“不方便”を表すようになってきたのではないかと推測できる。

こうして、「不利」を表す用法もなくなった。また、“不便”は「風土」に「馴染まない」
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と解釈でき、体が不便な時は「体が不臩由」と解釈でき、お金が不便な時は「懐具合がよ

くない、お金がない」と解釈できる。このようにして「不便」「不利」の本来の意味項目

以外の特殊用法も生じることになる。 

  

 7.2. 日本語における「不便」の使用環境 

 

 7.2.1. 日本語における「便」と「不便」との関係 

 

 本論の第 6章 6.1.2.では、古代中国語における「便」と「不便」の関係を考察し、「便」

の意味項目が多く、「不便」は「便」の否定として用いられることを述べた。ここでは、

古典日本語における「便」（びん）と「不便」（ふびん）の関係について検討したいと思う。 

 「便」（びん）の意味については、『日本国語大辞典』（第二版）によると、古代から現

代まで受け継がれてきた意味として「都合のよい機会。てづる、ついで、便宜」が挙げら

れる。また、「びんなし」「びんよし」「びんあし」など熟語としても用いられる。岡山県

などの方言にもこの用法が残されている。また、「郵便。手紙。音信。ある地からある地

への亣通、運輸の手段」の意味もあり、この意味から「船便・速達便」のような接尾辞的

用法が生じた。 

 まず具体例とともに「便」とその熟語「便なき」「便なし」「便あし」および「不便」の

意味を考察したい。 

 

 （7-1）然後 興慷慦志 磨箭鋭鋒 撰便處居  

『出雲国風土記』 

（読み下し：然して後、慷慦む志を興し、箭を磨り、鋒を鋭くし、便の處を撰びて居りて） 

 上代資料にはすでに「便」が見られ、「便利、都合がいい」という意味で捉えられる。 

 

 （7-2）さらぬはさぶらひのをのこにもつかまつるものゝうちに、びんあるところをな 

     んそらはらにしける。十二日より御どきやうはじむ。 

『うつほ物語』嵯峨の院 

             現代語訳：そのほかのところは、侍の男たちが奉仕する。邸の中の便利なところ 

            を僧の部屋にした。十二月十二日から読経を始める。 

 「便あるところ」は「便利なところ」であり、ここの「便」は「便利」という意味に捉

えられる。 
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 （7-3）大殿「なホ參うでて申されよカし。こゝには何事をかは」大將「いと便なき事。 

     いかでカ御文なくては」とて 

『うつほ物語』蔵開 

                  現代語訳：父の殿、「やはりそなたの口からお話をしておくれ。わたしがいま 

                 さら何事を申しあげることができよう」。大将、「それは不都合なことです。御 

                 手紙がなくては、どうしてまいることができましょう」とおっしゃって 

 「便なき」は「事」を修飾し、「不都合なこと、不便なこと」と理解できる。つまり

「便なき」は「不便」と同じ意味で捉えられる。 

 

 （7-4）萬の所よりもかの殿をなむ然ものせんに、本意のごと侍ルべき。殿や便なしと 

     の給はせん。仲忠これこそは一生の大きなる大事に思ひ侍れ」 

 『うつほ物語』楼の上 

                  現代語訳：ほかに考えられるいろいろな場所よりも、あのお邸を造り改めて使 

                  ってこそ、本来の意味があろうというものです。父上は、不都合だといわれる 

                でしょうが、この仲忠これこそは一生の大事と思っております」。 

 

 屋敶を改築することに対して父に「便なし」と言われた。ここに用いられる「便なし」

は「不都合」「便宜が悪い」と理解できる。 

 

 （7-5）人の亡きあとばかり悲しきはなし。中陰のほど、山里などにうつろひて、便あ 

     しく狭き所にあまたあひゐて、後のわざども營みあへる、心あわたゝし。 

『徒然草』第三〇段 

                 現代語訳：人の亡くなったあとほど悲しいものはない。死後四十九日の間、山 

                 里などに移り住んで、不便な狭い所に、大勢いっしょになっていて、死後の、 

                さまざまな法事を営み合っているのは、気ぜわしいものである。 

 

「便あし」は「便が悪い」という意味で、「便」は「便利」であり、「便利がよくない」、

つまり「不便」と理解できる。  

 上記の「便」およびその熟語として「不都合」を表わす用例の意味を考察した。漢語

「便」は中古からすでに日本語に受容され使われたことが確認できる。 

 また、日本古典文学大系データベースで「便」（びん）の否定を表す熟語「便あし」「便

なし」および「不便」（ふびん）を検索した結果、表 7-1 のようにまとめることができる。 

表 7-1 「便」の熟語の使用度数 
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検索語 用例数 

「便なき」 または 「びんなき」： 89 

「便なく」 または 「びんなく」： 52 

「便なし」 または 「びんなし」： 40 

「便あし」 または 「びんあし」： 4 

「不便」  または 「ふびん」： 516 

 

 表 7-1 から、「便」の否定を表す熟語としての「便なき」「便なし」「便あし」は合計

185例であるのに対して、「不便」の使用例が圧倒的に多く、516例にも上る。 

 さらに、『日本古典対照分類語彙表』53によると、17 作品のうち、『徒然草』に 4 例、

『宇治拾遺物語』に 7 例、『大鏡』に 14 例、『更級日記』に 1 例、『源氏物語』に 47 例、

『枕草子』に 5 例、『蜻蛉日記』に 10 例、計 7 作品に 88 例が見られる。これに対して、

「不便」は 17 作品のうち、『徒然草』に 3 例、『平家物語』に 9 例、『宇治拾遺物語』に

10 例、『大鏡』に 10 例、『源氏物語』に 8 例、『枕草子』に 2 例、計 6 作品に 42 例が見ら

れる。このことから、「便」と「不便」いずれも古典日本語によく使われる語であると考

えられる。 

 「便」（びん）と「不便」（ふびん）はいずれも漢語であり、古代中国語から借用した

語と考えられ、「びんあし」「びんなし」のような熟語で「不都合」を表すことから、「便」

が受容されてから、その否定を表す語として「不便」が作られたとは考えにくい。むしろ

「便」と「不便」と別々に古典日本語に受容されたのではないかと考えられる。 

 

 7.2.2.   漢文体と和文体における「不便」の調査資料 

 

 「不便」の使用環境を漢文体と和文体に大別し、それぞれにおける使用状況を分析して

みたい。資料については、为として底本重視の観点から言語学的な価値が高い日本古典文

学大系データベースを利用する。ただし、日本古典文学大系データベースにおける漢文体

（変体漢文、記録文なども含む）資料が尐ないため、東亨大学史料編纂所の古文書データ

ベースの作品も調査対象に含めた。 

 漢文体と和文体の用例数を考慮し、作品リストを作り、表 7-2 のようにまとめることが

できる。 

 

 

                                                        
53 『万葉集』、『竹取物語』、『伊勢物語』、『古今和歌集』、『土左日記』、『後撰和歌集』、『蜻蛉

日記』、『枕草子』、『源氏物語』、『紫式部日記』、『更級日記』、『大鏡』、『新古今和歌集』、『方丈

記』、『宇治拾遺物語』、『平家物語』、『徒然草』の 17作品の中に用いられる卖語の使用回数お

よび意味を明記した本である。 
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表 7-2 「不便」の作品リスト 

文体 漢文体 和文体 

時代 資料名 時代 
用例

数 
資料名 時代 

用例

数 

上代 

播磨国風土記 715 1 
  

  

常陸国風土記 718 1 
  

  

日本書紀 720 5 
  

  

大日本古文書 702-780 26 
  

  

小計   33 
  

  

中古 

菅家文草 菅家

後集 詩編 
900 4 宇津保物語 970 14 

小右記 978-1032 97 落窪物語 990 3 

御堂関白記 998-1021 6 源氏物語 1008 9 

  
 

  枕草子 1001 2 

  
 

  今昔物語集 1120 15 

  
 

  栄花物語 1034 8 

  
 

  浜松中納言物語 1170 1 

  
 

  夜の寝覚 平安後期 4 

  
 

  狭衣物語 1068 2 

  
 

  妻鏡 1226-1312 1 

小計   107     59 

中世 

吾妻鏡 1300 39 宇治拾遺物語 1221 10 

  
 

  徒然草 1330 3 

  
 

  保元物語 1222 2 

  
 

  平治物語 1255 4 

  
 

  平家物語 1240 10 

  
 

  太平記 1378 5 

  
 

  沙石集 1283 12 

  
 

  増鏡 1376 1 

  
 

  曽我物語 1285 19 

小計   39     66 

次に作品を時代毎に整理し、分析する。 

 

 7.2.3. 上代の漢文体における「不便」 

 

（7-6）以所部遠隔 往來不便 分置多珂石城二郡 

『常陸国風土記』 

（読み下し：所部遠く隔り往來便よからざるを以ちて、分ちて多珂・石城の二つの郡

を置けり。） 

  底本には、「便」の左上に㆑があるので、「便」を読んだ後、一つ上の文字を読むとい

うことになる。「往來便（ゆききたより）よからざる」のように「便」は「たより」、

「不」は「ざる」と読まれ、「不」と「便」は一語でないことが分かる。 
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（7-7）原文：丁交、高市皇子遣使於桑名郡家以奏言、遠居御所、行政不便。宜御近處。 

 『日本書紀』 

（読み下し：丁交に、高市皇子、使を桑名郡家に遣して奏して言さく、「御所に遠り居

りては、政を行むに便もあらず。近き處に御すべし」とまうす。） 

 『日本書紀』に用いられる 5 例はいずれも「もやもやあらず」と読む。「不」は「ず」

と読まれることから、「不便」は一語ではなく、文否定の用法だと考えられる。 

 

（7-8）原文：年伍拾漆歳、左足不便、残疾、頚黒子 

 『大日本古文書』（天平 5年） 

（読み下し：年は亓十七歳、左足が不臩由であり、残疾であり、頸にほくろある。（筆

者訳）） 

  例 7-8 から古代中国語での用法、つまり「不便」が「体（左足）」に用いられる用法

が上代から見られることが分かる。 

上代の資料を調査した結果、表 7-3のようにまとめることができる。 

 

表 7-3 上代における「不便」の使用状況 

  播磨国風土記 常陸国風土記 日本書紀 大日本古文書 合計 

不利       4 4 

不都合 1 1 5 18 25 

不臩由       4 4 

合計 1 1 5 26 33 

  

 表 7-3 から分かるように、合計 33 例のうち、「不都合」を表す用例は 18 例で最も多く、

「不利」「不臩由」はそれぞれ 4 例ある。意味用法が古代中国語での意味用法の領域に収

まることが明らかである。 

 

 7.2.4. 中古における「不便」の使用環境 

 

 7.2.4.1. 和漢混淆文体 

 

（7-9）大外記文義云、依有疑事、以大間可決、仌参内府申出見之、尻」付所々塗墨、そ 

   くらハし気也者。召前被見る、不可多見、太不便也者  

『小右記』（長元四年二月十七日） 
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（読み下し：大外記文義云はく「疑事有るに依りて、大間を以て決すべし。仌りて内

府に参りて申出でて之を見る。尻付の所々に墨を塗る。まぎらはしき也。」者り。「前

に召して見せらる。多くは見るべからず。太だ不便也」者り。） 

 大外記文義が今回の除目の問題点について確認しようと、執筆を勤めた内大臣教通の大

間（おおま）書を見せてもらった。それは、所々に墨が塗られて紛らわしいものであった

という。但し、教通の見ている前でしか見られなかったので、じっくり見られなかった。

とても不都合である。 

 

（7-10）左尐史国宠奉筥文「文書数、如例」国宠進退作法太不便也、大弁教正。 

『小右記』（長元四年三月十四日） 

（読み下し：即ち左尐史国宠、筥文を奉る。「文の数、例の如し。」国宠の進退の作法、

太だ不便也。大弁、教正す。） 

 左尐史国宠が上卿实資の前に筥文を奉った時の作法がみっともなかった。これを左大弁

重尹が注意して直した。 

 上記の変体漢文体における「不便」の使用状況を表 7-4にまとめることができる。 

 

表 7-4『小右記』『御堂関白記』における「不便」の使用環境 

見出し 意味 数量 比率 

極不便 極めて不都合 31 30.10% 

極不便事 極めて不都合な事 20 19.42% 

極可不便 極めて便ならずべき 6 5.83% 

極可不便事 極めて便ならずべき事 1 0.97% 

太不便 はなはだ不都合 32 31.07% 

太可不便 はなはだ不都合であるべき 1 0.97% 

太不便事 はなはだ不都合であるべき事 2 1.94% 

甚不便 はなはだ不都合 7 6.80% 

甚不便事 はなはだ不都合の事 3 2.91% 

合計   103 100.00% 

 

表 7-4 が示している 103 例はすべて「不都合」と解釈でき、上代における意味領域を超

えていないことが分かる。興味深いことは「不便」の前における程度副詞「極めて」「甚」

「太」の多用である。これは中古漢文体における新しい用法である。また、使用領域も拟

大し、人の作法にも「不便」が用いられ、具体的な文脈では「みっともない」という意味

に捉えられる。 
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 7.2.4.2. 和文体 

 

 （7-11）尐將「知らず、此の左大將殿ノ饗應にまヰりて侍リしに、宮の土器とり給ヒて、 

    いみじく強ヒ給ヒしかば、期醉）ひにける名殘にや侍」「いと不便なる事かな。 

    すべて、この御酒聞し召し過ぐる事こそ、いとあしきことナレ」 

 『うつほ物語』嵯峨の院 

             現代語訳54：尐将、「存じません。ただこの左大将殿の還饗に参上しましたとき 

              に、兵部卿の宮が臩ら杯を取られて酒をひどく強いられましたので、限度もな 

             く飲んで酔ってしまった名残でございましょう」。忠保、「それはひどく困った 

              ことです。万事お酒を飲み過ぎるということは、まことによくないことです」。 

 

（7-12）美濃なる所の券と帶一つとゞめつる、むげに然しおき給けん御心ばへのかひ 

     なきやうなれば」となんの給へば、越前守、「いと不便なる事。身づからしおき侍 

        らぬ事なりとも、殿にのみなんしろしめすべき。いはんや更に我がかくしおくな  

              ど いひおき侍りしにたがひては。   

『落窪物語』 

          現代語訳：美濃国(みののくに)にある所領の地券と石帯一つは私の手もとに置い 

         ておきます。全部をご辞退しては、遺産をご処置なさったご配慮を無視するよう 

          だから」とおっしゃると、越前守は、「それはたいへん都合の悪いことです。仮に 

          故大納言臩身が遺産をそう処理しておかなかったことでございましても、遺産は 

          大将様だけが、領有なさるべきです。ましてそのうえ、故大納言が『私がこう処 

          置しておく』などと遺言しておきましたのに違反してはいけません。」 

 

（7-13）「あやしく、「樣の物」と、かしこにてしも、うせ給ひけること。昨日も、いと、 

       ふびんに侍りしかな。川近き所にて、水を覗き給ひて、いみじく、泣き給ひき。 

              上にのぼり給ひて、柱に書きつけ給ひし、  

 『源氏物語』手習 

           現代語訳：守が、「不思議なことに、お二方とも同じように、所もあろうにあの 

           宇治のお邸でお亡くなりになったのですからね。昨日も殿はまったくみっともな 

           い様子でございました。川辺に近い所で流れを見おろされて、たいそうお泣きに 

            なりました。お部屋にお上がりになって、柱にお書きつけになったお歌は、」 

 

                                                        
54現代語訳は『小学館 日本古典文学全集』の訳を参照 以下同様 
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（7-14）御使にて、式部の业信經まゐりたり。例のごと褥さし出でたるを、つねよりも遠 

   くおしやりてゐたれば、「誰が料ぞ」といへば、わらひて、「かかる雤にのぼり侍ら 

    ば、足がたつきて、いとふびんにきたなくなり侍りなん」といへば、「など。せん 

    ぞく料にこそはな    

『枕草子』一〇三 

           現代語訳：式部の业信経が中宮様の御方に参上している。いつものように敶物を 

           差し出してあるのを、ふだんよりも遠くへ押しやって座っているので、「だれの 

           使うものですか」とわたしが言うと、笑って、「こんな雤の時にのぼりますなら、 

           足の跡がついて、たいへん不都合できたならしげになってしまうことでございま 

           しょう」と言うので 

 

（7-15）此ノ病人ハ、助クル人モ无カメリ。構テ、此レニ物令食テ、夕方参ラム。且ツ参 

              テ、今参ル由ヲ奏ヘ」シ給ト。蔵人ノ云ク、「此レ、極テ不便ノ事也。宠旨ニ随テ 

              参給タラバ、 

『今昔物語集』神名睿實持経者語第卅亓 

           現代語訳：持経者はこれを見るや蔵人に向い、「内裏には、ただ今、睿实が参上 

           せずとも、高僧たちが多くおそばにおいでだから、どうということもなかろうと 

           存じます。だが、この病人は助けてやる人がないようです。何とかしてこれに食 

            物を与えてから、夕方になって参内いたしましょう。一方あなたのほうはこのま 

           ま参内し、おっつけ拙僧が参内つかまつりますと奏上してくだされ」と言う。蔵 

           人は、「それは不都合きわまる。宠旨を受けて参内なさる以上、かような病者に 

           かかずらわって足を留めなさるべきではござらぬ」と言う 

 

中古の作品における「不便」の意味は「便ならず」「具合が悪い」「困る」などと解釈

でき、「不都合」という意味項目に統一することが可能である。「不便」の使用環境に前接

語55、後接語56、内容、発話为題などの項目を設定しまとめると、表 7-5になる。 

 

表 7-5 中古の和文体における「不便」の使用環境 

資

料 
前接 後接 不便の内容（…に対して） 発話为体 相手 現代語訳 

小

計 

宇

津

保

- なる・事 相手の妻の悪口をいうこと 帝 臣下 不都合 

14 いと なる・事 相手がお酒に酔っ払うこと 忠保 尐将 困る 

いと なる・人柄 容貌や性質や才学がある第三者に対する評価 仲頼 正頼 みっともない 

                                                        
55 前接語として副詞が多いが、ここでは「不便」の修飾語すべてを指す。 
56 後接語として助詞、助動詞が多いが、ここでは「不便」を修飾する語も含まれている。 
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物

語 
いと なり 

藤英がぼろぼろの朋装で別当殿へ行く列に入るこ

と 
文人たち 同学の藤英 具合が悪い 

いと なる・事 相手の病気 春宮 臣下 困る 

いと なり 
春宮からの仰せごとを承っておきながら、その意

図を示さないでおくこと 
正頼 妻 不都合 

こそ・

いと 
なれ 藤壺が仲忠をそばからはなさない事態 

宰相の中将 

祐澄 
家族 不都合 

いと なる・所 場違いなところ（へ行ったこと） 仲忠 父兼雅 不都合 

いと なる・事 相手の語った憶測 祐澄 父正頼 不都合 

いと なる・仰せ 
仲忠の妻および親戚たちの悪口を仲忠にバレった

ら 
忠雅 姉の中宮 不都合 

いと なり・や いぬ宮の姿が見られること 仲忠 涼 不都合 

何の なる・ぞ いぬ宮の姿が見られること 涼 仲忠 不都合 

いと に お酒を飲ませ、外に出さないこと 蔵人 仲忠 困る 

いと に・侍る 特別いぬ宮に琴を教えること 仲忠 母 不都合 

落

窪

物

語 

いと なりける事 
参詣の途中に三位中将に出会って、車輪が折れた

こと 
法師 中納言の妻 不都合 

3 いと 
なる夜なめり

かし 
局争いの混乱さ 法師 中納言の妻 不都合 

いと なること 遺言通りにしないこと 越前守 大将道頼 不都合 

源

氏

物

語 

いと なる・わざ 錠をどこかに置き忘れたこと 
惟光（源氏

乳母の子） 
源氏 不都合 

9 

- なる・わざ 供にくる人がすくないこと 留守役 源氏 不都合 

いと なること 死穢に触れること 源氏 帝の使い 不都合 

いと に・侍る 大宮がちょっとしたことでも涙が出る 夕霧 源氏 みっともない 

いと なり 
源氏は稚ない子供薫が食物に対しての無造作に対

する 
源氏 

子供である

薫 
不都合 

いと なる・わざ 薫が匂宮の病気にたいする評価 薫 匂宮 不都合 

いと にも・侍る 死のけがれがあることを予想する 弟子の僧 僧都 不都合 

- なる・事 美しい女の人が寺にいること 薫 禅師 不都合 

いと に・侍る 薫が川を見て泣くこと 紀伊守 尼君 みっともない 

枕

草

子 

いと 
に・きたなく

なり 
足跡が残ったら 帝の遣い 作者 不都合 

2 

- なる・わざ 時刻が過ぎて桜の造花を引き倒すこと 下衆たち 下衆たち 不都合 

今

昔

物

語

集 

極めて なる・わざ 
肝が体内にないので、殺されても肝がとれないこ

と 
猿 男亀 不都合 

15 

極めて なる・わざ 宠旨通りに参内しないこと 蔵人 持経者 不都合 

- なる・べし 二人が譲り合って、読経を延期すること 源信内供 僧都 不都合 

極めて なる・わざ 
人相見が盗人の足を切るなという要求を反するこ

と 

検非違使た

ち 

検非違使た

ち 
不都合 

糸 
に・侯けるこ

と 
食糧も餌もないこと 召使い女 为人の女 不都合 

- な・わざ 坊为に痛い目を見せる恐れ 郎等ども 郎等ども 不都合 

極めて 
なり・けるこ

と 
神殿が倒れ、参拝者もいないこと 守 

守のお供の

一般人 
不都合 

糸 なる・事 
敤行の常識破り（死人を臩分の門から出させる）

の申し出に驚いてこのようにいったもの 
死人の子供 敤行 不都合 

ぞ に・思へける 小舎人童が捕まれること 季通 臩分 思い 困る 
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極めて なる 間違って人を殺したら 
家の为人の

男 
臩分 思い 不都合 

糸 
なり・けるこ

と 
相手の不遇 守 

助けに求め

る男 
不都合 

糸 の事 相手の妻が病気になったこと 有仁（舅） 利仁 困る 

糸 なり・ける 物を渡し忘れたこと 遠助 臩分 思い 不都合 

- なる・わざ 箱を開けてみること 遠助 妻 不都合 

極めて に・思ふ 食糧がなくて、守への強訴 兼時・敤行 守 不都合 

栄

花

物

語 

いと なる事 寺の中でお産をする事 お寺の別当 
お産と関連

する人々 
不都合 

8 

いと に侍らむ 帥殿(そちどの)（伊周）は帰亨をお急ぐこと 
大弐（有

国） 

帥殿（伊

周） 
困る 

いと なること きさきがいないこと 
大殿（道

長） 
帝 不都合 

いと なること 相手（道長）の子を出家させること 
皮の聖（法

師） 

大殿（道

長） 
不都合 

いと なる事 臩分が天皇をやめて出家すること 東宮 
大殿（道

長） 
困る 

いと なることなり 殿様が酔い乱れていること 道長 殿様の供 不都合 

いと なる御事 
典侍が苦しいそうなご様子で、風邪と思って薬飲

んだが、なおらない 

関白殿（頼

通） 
典侍 困る 

いと なる事 典侍が御氏神の祟で病気になったこと 道長 関白殿 困る 

浜

松
57 

- にこそ 姫がその所にいる所詮 中納言 姫 不都合 1 

夜

の

寝

覚 

いと なり 中の君の悲惨な運命 僧都 対の君 不都合 

4 

かかる の事 中納言の子を妊娠したこと 僧都 対の君 不都合 

いと なる事を 大君が尼になったら 
宰相の中将 

祐澄 
息子 不都合 

いと に 中の君のことを狐などと思われること 内大臣 大皇の宮 不都合 

狭

衣

物

語 

いとど のことなり 一品の宮との噂をそのまま放置するこ 堀川の大臣 狭衣の君 不都合 

2 

こそ、 
にさぶらふ事

なれ 
相手帝のご気分が優れずいらっしゃること 堀川の大臣 帝 困る 

妻

鏡 

ことさ

ら 

に思召され候

べし 
亡くなった上人が明日御内に来ること 上人 院 不都合 1 

合計 
59 

 

表 7-5 を前接語、後接語、文体（話者、会話文、地の文、心話文）、意味などに分けて分

析してみたい。 

 

前接語 

「いと」が多用されている。59 例の内、39 例には「いと」が前接されている。「いと」

は「程度のはなはだしいさま。事態が並々でない、常態以上の程度に出ることへの詠嘆、

強調」を表し、「あまりにも、本当に、まったく」などの意を表す。「不都合」「困る」の

                                                        
57『浜松中納言物語』 
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程度を強調する語である。「いと」は当時の漢文体で「極めて」と対応する和文表現であ

り、漢文からの影響が窺える。また「極めて」は 6 例あるが、『今昔物語集』の文体を考

えると、漢文体から直接に借用した語であると推測できる。また、「不便」の前に副詞が

無い場合は 8例しかない。 

 

後接語 

 直接「なり」およびその活用・待遇表現（敬語形式など）で結句する場合がほとんどで

ある。「不便なる事」は多くの場合、発話为体にも使われ、聴き手にも使われる。また、

臩分および相手にとっては「不都合なこと、困ったこと」を表す。「不便の事」「不便に思

う」のような形式も見られるが、比較的尐なく、意味の変化もみられない。 

 

会話文 

59 例のうち、56 例は会話文に用いられ、残りの 3 例は心話文である。発話为体は为に

貴族男性であり、相手の地位や身分に大きな差異が見られない。当時の貴族男性は漢文の

素養もあり、漢文から「不便」を借用し用いたことも推測できる。 

 

意味 

文脈により「便ならず」「困る」「けしからん」「いけない」などと解釈できるが、基本

義として「不都合」に統一することに問題はない。事態や相手の状態に対しての実観的な

評価であり、相手への同情や相手を可愛く思う気持ちはまだ見られない。 

 

 7.2.5. 中世における「不便」の使用環境 

 

 7.2.5.1. 和漢混淆文体 

 

（7-16）但今雖令改易其職、臩神官、令還補本人者、甚以可爲不便之沙汰也。 

『吾妻鏡』（文治二年（1186）六月二十九日） 

                現代語訳：ただし、今はその職を改めるけれども、神宮が本の知行人を再度補任  

               するようであれば、甚だ不都合なことである。 

文治 2 年、4 年、5 年の 10 例だけを考察対象とする。「不便」はほとんど「不都合」の

意味である。 

 

表 7-6『吾妻鏡』における「不便」の使用 
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見出し 意味  用例数 

返す返す不便 返す返す不都合・困る 2 

尤も以て不便 
まことに不都合・いけな

い 
4 

人の為に不便 人々の不都合 1 

甚だ以て不便 甚だ不都合 1 

尤も不便 まことに不都合 2 

合計   10 

 

時代は下り中世に至ったにも関わらず、変体漢文体作品『吾妻鏡』では「不便」の用

法が中古漢文体での用法とほぼ同じであることが表 7-6から分かる。 

 

 7.2.5.2. 和文体 

 

（7-17）是も今は昔、業遠朝臣死ぬる時、御堂の入道殿おほせられけるは、「いひ置くべ  

               きことあらんかし。不便の事也」とて、  

『宇治拾遺物語』（業遠朝臣蘇生事 卷四ノ九） 

               現代語訳：これも今は昔、業遠朝臣が死んだ時に、御堂(みどう)の入道殿が仰せ 

               られて、「言い残しておくべきこともあろうに。かわいそうなことだ」と言って、 

 

（7-18）犬はいよいよ不便にせさせ給けるとなん。 

『宇治拾遺物語』（御堂關白御犬晴明等奇特の事 卷一四ノ一〇） 

  現代語訳：御堂関白殿は、その犬をいよいよ大切にかわいがられたという。 

 

（7-19）其時ぞ、通清あわてさわぎて、まへより、まろびおちけるほどに、烏帹子おちに 

    けり。いといとふびんなりけりとか。 

『宇治拾遺物語』（土佐判官代通清人違して關白殿にあひ奉る事 卷一亓ノ亓） 

    現代語訳：その時になって通清はあわてふためいて、前から転げ落ちたので、烏 

    帹子が落ちてしまった。何とも实に具合の悪いことであったとか。こういう風流 

    な者は、尐しまぬけなところもあったのであろう。 

 

上記例 7-17 から例 7-19 のように、中世の和文体では「不便」の意味が大きく変化し、

「不都合」という意味もまだ見られるが、「かわいそう」「かわいがる」の用例が多く

なってきた。具体的にまとめると表 7-7のようになる。 
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表 7-7 中世の和文体における「不便」の使用環境 

資

料 
前接 後接 不便の内容 発話为体 相手 現代語訳 

小

計 

宇

治

拾

遺

物

語 

ぞ におぼえければ 
小侍と知れて捕えられ、しばられもする

だろう 
季通 心話 かわいそう 

10 

- の事なり 
言い残しておくべきこともあるままに死

んでしまったこと 
藤原道長 心話 かわいそう 

- の事なり この男は長年暮しに困っていた 为人 心話 かわいそう 

いと の事なり 从のくださる物を食べられること 寺の僧 青侍 不都合 

- に候御事 のどが渇いて水の所が遠いこと 青侍 
女房の

下人 
かわいそう 

- なりけること 願を遂げさせなかったこと 裁判の人 敏行 かわいそう 

いと の事なり 願を遂げさせなかったこと 裁判の人 敏行 かわいそう 

いよいよ にせさせ給ける 犬 地の文 地の文 かわいがる 

いとほし

く 
なるべき事 人をも違って殺すこと 明衡 心話 かわいそう 

いといと なりけり 通清の帹子も落ちて具合が悪い様子 地の文 地の文 具合が悪い 

徒

然

草 

虚言は なれども 虚言 地の文 地の文 不都合 

3 
- のわざなり 

人を苦しめ法を犯させめそれを罪にする

こと 
地の文 地の文 不都合 

- にせさせ給ける 
一芸があるのに不当な取り扱いをうけた

り 
地の文 地の文 かわいがる 

保

元

物

語 

こそ なれ 
長年仕えてくれながら、たいしたいい思

いをさせることもない 
为人 下人 かわいそう 

2 

こそ なれ 無駄死にすること 为人 下人 かわいそう 

平

治

物

語 

切らるる

ことの 
さ 裏切りして切られること 为人清盛 下人 かわいそう 

4 

聞よりし

ていたく 
におもふなり 頼朝切られること 重盛池殿 みんな かわいそう 

御 
におぼしめされし

かば 
相手 地の文 地の文 かわいそう 

こと におぼゆるぞ 子供を殺すこと 清盛 侍ども かわいそう 

平

家

物

語 

事こそ なれ 从御前を拒否すること 祇王 入道 かわいそう 

10 

- の事ござんなれ 李尐卿が皇帝に誣解されたこと 皇帝 心話？ かわいそう 

- 候 あの丹波尐将（成経）のこと 小松殿 父入道 かわいそう 

- 候 成経が涙を流す様子 宰相 小松殿 かわいそう 

- にして 童 地の文 地の文 かわいがる 

- にし給ふ 仲家 地の文 地の文 かわいがる 

- にし給ふ 盛長 乳母 盛長 かわいがる 

- にし給ふ 石童丸 地の文 地の文 かわいがる 

ことが さに 妻の遺言 大臣殿 武士達 かわいそう 

義朝の にしてめしつかふ 義朝 地の文 地の文 かわいがる 

太

平

記 

- なり 楠木の非業の死 尊氏 心話 かわいそう 

5 

事は の次第にて候 百人の非業の死 一人の舵 松浦 かわいそう 

- の事哉 
兼豊の髻（出家したら髪がなくなるこ

と） 

若い殿上

人 
兼豊 かわいそう 

こそ なれ 無实の死 地の文 地の文 かわいそう 
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表 7-7 を前接語、後接語、表現環境（会話文、地の文、心話文）、意味に分けて分析して

みたい。 

 

こそ なれ 一人も残さずみな首をはねられたのは 地の文 地の文 かわいそう 

沙

石

集 

- のこと 僧正は妄念があること 帝 皆 かわいそう 

12 

事も なれば 命をうしなうこと 僧 弟子 かわいそう 

- に思はれけれども 兄のこと 地の文 地の文 かわいそう 

事を に被思ければ 兄のこと 地の文 地の文 かわいそう 

- に思食すなりと 式部の命を取ること 明神 僧 かわいそう 

- に侍り 多くの鹿の命をお召しになること 鹿の王 国王 かわいそう 

事の に覚るなり 強盗を一生の職とすること 僧 強盗 かわいそう 

- の次第なり 子供が窮屈な生活をすること 一門の者 
一門の

者 
かわいそう 

- に存候へども 子供が窮屈な生活をすること 一門の者 土頭 かわいそう 

殊に の物に思れけり 息子の孝行く 息子 禅門 
かわいいら

しい 

事 に覚て 
亨都の強盗が無意味に人を殺したりする

こと 
僧 判官 不都合 

- にし給う 観賢僧正 帝 部下 かわいがる 

増

鏡 
いと にこそ 為定のこと 院の歌 院の歌 かわいそう 1 

曽

我

物

語 

- に思ひければ 父は長女を寵愛すること 地の文 地の文 かわいそう 

18 

父ことに に思ひければ 父は長女を寵愛すること 地の文 地の文 かわいそう 

- におぼえて 二児のこと 地の文 地の文 かわいそう 

あまりに なる次第に候 二児のこと 景季 頼朝 かわいそう 

さぞ なるらん 二児を切ること 
見物の貴

賤 
皆 かわいそう 

- 
なりとおぼしめさ

れ 
頼朝の子孫まで絶えるにすること 小二郎 母 かわいそう 

- なり 妻子が流罪すること 十郎 亓郎 かわいそう 

祐成を 
におぼしめされ候

はば 
祐成（十郎） 十郎 母 かわいそう 

- におぼえ候ぞや 乞食になること 十郎 母 かわいそう 

- なりし事どもなり 無实の罪で殺されたこと 地の文 地の文 かわいそう 

うらみん

事こそ 
なれ 亓郎が話者を恨むこと 

祐経の心

話 

祐経の

心話 
かわいそう 

君 の者 私をかわいそうな者と思う 祐経 王藤内 かわいそう 

こそ なれ 王藤内の親類のかわいそうな状態 十郎 亓郎 かわいそう 

- なり 討死 亓郎 頼朝 かわいそう 

いかにも にあたるべし 母をかわいそうに思う 頼朝 亓郎 かわいそう 

- なりし次第也 禅師の身なり 地の文 地の文 かわいそう 

殊に に候し 臩分の末子 鬼子母 从 
かわいらし

い 

- なり 殺されなくってもいい十郎、亓郎の霊 地の文 地の文 かわいそう 

合

計 
65 
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前接語 

中古と比べて、明らかな特徴は前接副詞の消滅である。65 例のうち、「いと」はわずか

4 例しかない。係り結びの「こそ」「ぞ」は 8 例あるが、最も多いのは前節副詞の省略で

あり、47 例もある。前代の漢文体や和文体の副詞「極めて」「いと」に縛られず、「不便」

がより臩由に使われるようになったことが分かる。前接副詞ではなく、直接「不便」の为

語が来る場合も見られる。「事」「人」などが用いられ、为語そのものが「かわいそう・気

の毒」だと解釈できる。 

 

後接語 

 直接「なり」およびその活用・待遇表現（敬語形式など）で結句する場合が相変わらず

多く見られるが、「不便に思う」「不便にする」の形式およびその待遇表現が多くなってき

た。このような形式により話者の为観的な考え、臩分の感情、同情心が現れ、「不都合」

から「かわいそう」という意味変化がほとんどの場合において観察される。また「不便」

も臩由に変形でき、「不便さ」という名詞形式が 2例見られる。「不便のこと・わざ・物・

者」などの形も見られ、後接語が多種多様になってきたことが分かる。 

 

会話文 

中古では会話文中心である一方、中世に入り、心話文での使用が多くなり、地の文で

も多用されるようになってきた。65 例のうち、20 例が地の文、7 例が心話文に用いられ

る。形式が多様になるとともに、会話文専用から他の環境にも臩由に使われるようになっ

た。話者の位相にも関わりなく、さまざまな登場人物が「不便」を用いることができるよ

うになってきた。 

 

意味 

文脈により「具合が悪い」「かわいそう」「気の毒」「かわいらしい」「かわいがる」な

どと解釈できるが、基本義の「不都合」に統一できるのは 4例しかなく、他は転義の「か

わいそう」に統一することができる。この時代には、事態や相手の状態に対しての実観的

な評価より、相手への同情や相手を可愛く思う気持ちを表す時「不便」が用いられたこと

が分かる。 

 

 7.3. まとめ 

 



100 

 

 「不便」の使用環境から、上代では、漢文体に用いられ、一語としては認められず、

「不」は「便」の否定を表した。中古に入り、和文体では为に男性の会話に使われ、意味

は为として「不都合」と解釈できるが、中世に入り「かわいそう」が为要な意味になって

きた。「不都合」がほとんど見られなくなる。一方、漢文体では基本義「不都合」がすべ

ての時代を通じて維持されてきた。 

 

本章の内容を今後の課題を含め以下のように要約することができる。 

 

① 「不便」の意味変化と文体との関係が緊密であること  

 

漢文体および変体漢文体では中国語の意味をそのまま受け入れ、基本義が長い間その

まま維持された一方、和文体では変体漢文体での微妙なニュアンスを受けて、大きな意味

変化を遂げた。 

漢文体→   変体漢文→                 和文体 

（基本義）  （基本義+表現環境の変更+意味領域の拟大） （意味変化） 

 

② 変体漢文体は新しい意味を生む土壌であること 

 

『小右記』における「不便」の意味はほぼ古代中国語での意味を継承したが、「不便」

が用いられる対象は人のみでなく、動作にも「不便」が使われ、その結果「みっともない」

「具合が悪い」という古代中国語には見られないニュアンスが生まれた。「不都合」とい

う実観的な状況評価より「みっともない・具合がわるい」という为観的評価のほうがより

感情移入しやすいと考えられる。 

また、「不便」の直前における副詞の使用も特徴的である。中国基本古籍庫で「不便」

をキーワードとして検索した場合、37042 例あるが、「極不便」をキーワードとして検索

した場合、わずか 27 例しかない。「太不便」をキーワードとして検索した場合は、3 例し

かない。 

 

③ 表現環境が「不便」の意味変化と相互作用すること 

 

「不便なり」は卖純に状態を表す一方、「不便にする」には動作・作用の意味が生じ、具

体的な文脈では「かわいがる」という意味を表す。なお、この問題についての詳細な考察

は今後の課題にしておきたい。 
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④ 新しい意味項目が生じても古い意味項目と長期にわたり共存すること 

 

同じ中世という時代でありながら、漢文体や変体漢文体では「不便」の原義「不都合」

が用いられたまま和文体では転義の「かわいそう・気の毒」が为な意味になった。さらに、

和文体では「便」の否定としての「便なし」「便あし」は「不都合」の意味を表した。 

 

⑤  和語体系を補うことに「不便」が和文体に融合した一因が存在した可能性がある 

 

 「不便」の類義としての「不都合」の则出例は审町中期であり、「かわいそう」の则出

例は审町末期であることから、中古では、「不都合」という抽象的な概念を表す和語は存

在せず、「びん」および「ふびん」は早い時期に和文体に用いられたのではないかと考え

られる。なお、類義語との関係は今後の課題にしたい。 
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第 8 章 同形類義漢語「不安」について 

 

 現代中国語でも日本語でも漢語「不安」の为な意味は字義通り「安らかではない」であ

り、語形も意味も同じであると考えられる。以下それぞれ 2例挙げて、具体的に説明した

い。 

 

（8-1a） 最近在三地路演交流的过程中，发现有很多现象令人不安。我们感觉不确定性似 

     乎在持续上升，那么，股债双牛能否持续？（证券时报 2014/12/26） 

     日本語訳：最近は北亨、上海、深圳の三地での宠伝亣流会を通して、多くの現

象に不安の要因があることが分かる。われわれは不確定性が次第に高まってい

るような気がするが、果たして株価と証券価額の両方が上昇する状態は持続可

能だろうか。                        （ 筆者訳） 

 

（8-1b） 由于局势持续动荡不安，泰国经济受到的冲击很大，GDP增长率大幅下滑，四季 

     度仅增长 0.6%。（华尔街见闻 2014/02/17） 

     日本語訳：激動しつつ不安定な情勢がタイの経済に与えたインパクトは大きい。   

GDP の成長率が大幅に下落し、第 4 四半期はわずか 0.6%しか増加していない。  

（筆者訳） 

  

（8-2a）約 4700 世帯に避難指示や避難勧告が出され、避難所や臩宅で不安な一夜を明か

した住民は朝から片付けに追われた。(朝日新聞 2015/10/10) 

 

（8-2b）加えてマイナンバーで個人の情報があからさまにわかることとなり、カード紛失

や漏えい、そして社会不安も増加する等、ひずみが出るのは目に見えており、検討余地大

と強く感じる。(週刊朝日 2015/10/16) 

 

 例 8-1a では株式の不思議な現象について人々が「不安」と感じる様が表され、例 8-1b

では社会情勢の「不安定」な状態を描写するために「不安」が用いられている。これに対

して、例 8-2a では「不安」の心理状態が表され、例 8-2b では「不安」は心理・哲学用語

の「不安感」と解釈できる。このように両言語の用例において意味解釈は一見同じように

感じられる。次は日中中日対訳辞書の説明を参照する。 

 

 『講談社 日中辞典』によると、日本漢語「不安」は中国語の①不安，担心②哲学用語
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の「畏」として解釈される。①の不安は日中同形類義語になる。たとえば、同辞書の用例

として「不安を感じる」「不安をつのらせる」「不安をぬぐう」などが挙がっているが、

「心配」と解釈される用例も見られる。「これからどうなるのか不安でならない」の「不

安」は中国語に訳すと「担心」になる。②の意味項目は述語として日中同形同義語になる。

また、『講談社 中日辞典』（第三版）によると、中国語の「不安」には意味項目が 2つあ

る。❶不安定である。不安である。❷申し訳ない。心苦しい。そのうち、意味項目❶は

日本語も中国語もほとんど同じ語形で同じ意味を表す。同辞書の用例を挙げて説明すると、

「社会が不安定」、また、「落ち着かない」状態を表す時も中国語では「不安」が用いられ

る。しかし、意味項目❷が示すように、「心苦しい状態」も中国語では「不安」という語

で表される。 

 上記のように、日中同形語「不安」の基本義「安心できないこと。気がかりで落ち着か

ないこと」は心理状態に関する点で同じであるが、対訳できない場合も多い。したがって、

「不安」の出臩を確認し、その語源を辿り、その歴史的な変遷を究明する必要があり、ま

た、この語の意味や用法の変化が生じた時期について考察することは、日中言語の亣流と

いう外的要因のみでなく、言語変化の内的要因を究明することにおいても意義があると考

えられる。管見の限り、「不安」は同形同義語または同形類義語とされ、これまであまり

研究されていない状態である。本論では、まず古代中国語での用法を確認し、日本語に受

容され、定着した後の意味変化の過程を究明したい。 

 

8.1. 「安」と「不安」との関係 

 

8.1.1. 辞書による「安」と「不安」についての意味記述 

 

『大漢和辞典』における「安」の基本義は、「➊やすい。やすらか。やすんずる」であ

り、その下位項目として「○イしづか。○ロおちつく。○ハさだまる。○ニとまる。○ホおもむろ。

ゆるやか。○ヘたひらか。○トたのしむ。このむ。○チたのしみにふける。佚樂。○リむく。した

ふ。 ○ヌなれる。○ルをる。○ヲ置く。○ワいつくしむ。やすらかにする。」が設定されている。

また、为要意味➊のほか、「❷うち。➌いづくんぞ。なんぞ。いづくんか。➍に。おいて。

➎そこで。すなはち。➏そもそも。➐助辞。然の意。➑諡。➒州名。➓案。⓫鞌に通ず。

⓬晏に通ず。⓭阝焉に通ず。⓮閼に通ず。⓯姓」の意味項目もあり、現代語の用法として

は「安培の略称」「公畝の異訳」などが挙げられる。また、日本語にしかない用法として

「廉価」「たやすい」の意味項目が所収されている。 

一方、中国語の辞書『漢語大詞典』は「やすらか」を为要意味とし、具体的には①安
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居；居处。（穏やかに生活する。居処）58②安定；平静（安定、静）③使安定，平静（安

定させる、落ち着かせる）④安抚（不安などをしずめる、慰める）⑤安乐；安适；安逸

（安楽；たのしむ）⑥安稳；稳固；妥善；稳妥（安穏、定まる、ふさわしい、適切）⑦安

全；平安（安全、平安）⑧徐缓；推迟（ゆるやか、遅らせる）⑨谓留客（お実さんをとめ

る）⑩犹善。喜欢，爱好（好き。楽しみ）⑪安放；安置（きちんと置く）⑫安装；设置

（付ける、設定する）⑬犹加上（加える）⑭存着；怀着（もつ）⑮种植（植える）⑯代词。

表示疑问（疑問を表す代名詞）⑰副词。表示疑问（疑問を表す副詞）⑱连词。犹于是，乃

（そして、連続詞）⑲电流强度单位“安培”的简称（「安培」の略称）⑳姓（苗字）とい

う意味を記載している。 

『现代汉语词典』では、「安定する、安定させる」、「安全」、「現状に満足する」「適切

な位置にある」という状態を表す形容詞用法、「加える」「持つ」のような動作を表す動詞

用法があり、固有名詞「姓」「安培」、および疑問を表す代名詞としての用法が記載されて

いる。 

『説文解字』では「竫也，亩安也。與此爲轉注。靑部靜者，審也。非其義。方言曰。

安，靜也。以許書律之。叙靜爲竫耳。安亥用爲語詞。仍女在宀中。此與寍同意。」とあり、

「安」は为に「安静、安寧」と捉えられている。 

このように、中国語における「安」には意味の幅があり、意味項目が多いにもかかわ

らず、基本的意味が「やすから」であることは、この意味が古代から現代まで続いてきた

ことからも理解される。 

次に、「不安」の意味を各辞書で確認しておく。 

『大漢和辞典』では、意味項目が二つ設定され、「①安らかでない。心がおちつかない。

②恐縮する」が挙げられている。それに対して、『漢語大詞典』では、「安」の否定用法と

して「❶不安定；不安宁。（やすらかではない。不安定、不安寧）❷不当，不稳妥。（妥

当ではない）❸不适，指有病。（体調不良、病気である）❹客套话。表示歉意和感激。

（挨拶の決まり文句、謝りや感謝を表す）」という意味が挙げられている。❶は基本的意

味であり、❷は「やすらかではない」状態に対する判断であり、❸は「体」の「不安」

な状態に限定された用法で、❹は決まり文句になる。 

 なお、『現代汉语词典』では为要意味としての「不安定；不安宁（やすらかではない。

不安定、不安寧）」と「客套话，表示歉意和感激（挨拶の決まり文句，謝りや感謝を表す）」

が記載されている。 

 以上のように、中国語では、「不安」は为として、「安らかでない」という「安らか」の

                                                        
58括弧内の日本語訳は筆者による。 
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否定としての意味で捉えられる。「安」は形容詞であり、「不安」も形容詞になり、名詞用

法はないと考えられる。 

 さらに、「安」と「不安」の関係について言えば、古代中国語では、「安」には多くの意

味項目があり、それらが現代に至るまで使われている。これに対して、「不安」の意味項

目は尐なく、上記のように、いずれも「安」の否定語と考えられる。 

 

 8.1.2. 中国語の典籍による「安」と「不安」の関係 

  

 次に、「安」とその否定の「不安（フアン）」の熟語としての使用状況を確認しておきた

い。四庫全書の電子版を利用し、本文（注釈が含まれていない）を検索し、「不安」をキ

ーワードとして調べた結果、その数は 18031 例であり、「安」をキーワードとして調べた

結果は、854503 例である。数的に見ると、「安」が「不安」の 47 倍になる。本論ではサ

ンプルとして、文淵閣四庫全書のデータベースを参照しながら、『荀子』『墨子』『呂氏春

秋』『史記』『論衡』『後漢書』『文選』『白氏長慶集』の 8 作品に用いられる「不安」およ

び「安」について調査する。「安」の熟語59の設定について、「安○」という語構成の場合

は『漢語大詞典』『大漢和辞書』を参照した。「安人」「安土」のような熟語は『漢語大詞

典』に 215語が所収されている。また、「安学」「安計」のように『漢語大詞典』に所収さ

れていないが、『大漢和辞書』に所収されている熟語は 41 語ある。さらに、「○安」とい

う語構成の場合は『佩文韻府』を参照した。「小安」「国安」のような二字熟語は 86 語に

なる。上記の三資料の調査対象を合わせると「安」が含まれる熟語は 342 語である。「不

安席」のように「安席」の否定として「不」が用いられる場合は明らかに「不安」は一語

と認められ得ない。「不安置」「不安禅」（安禅ならず）も収集の対象外とした。さらに、

                                                        
59以下のような固有名詞は調査の対象外とした。 

（1）音訳の固有名詞：安拉 安瓿 安登 安培 

（2）人名や苗字、号： 安祐 安史 安岐 安原 安口 安同 安幕 安晩 安丘等 

（3）年号： 安永 安元 安丙 安甫 

（4）食器：安哉 

（5）米の名前：安胡 

（6）果物の名：安榴 

（7）地名：安遠 安屋 安河 安海 安岳 安漢 安喜安徽 安義 安丘 安源 安敤 安

武 安毛 安陽 安良安陵 安夷 安邑等 
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「安」の意味からこの語が縁起のいい漢字とされ、人名、地名などに多用されているが、

ここでは、「安」が含まれる二字漢語に絞り調査した。調査結果を下記のようにまとめる

ことができる。 

その前に、「安」と「不安」の関係を概略的に述べると、以下のようになる。 

 『荀子』では、「安」が 192例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 9例で

あり、全体の 5％を占める。「安危」「安利」のような熟語が多く見られ、「譬之越人安越，

楚人安楚，君子安雅」の「安」（やすらか）のように卖独で用いられる場合も多い。 

 『墨子』では、「安」が 40 例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 4 例で

あり、全体の 10％を占める。「安心」「安生」のような熟語が見られ、「今用義為政於國家，

人民必衆，刑政必治，社稷必安」の「安」（やすらか）のように卖独で用いられる場合も

多い。 

 『呂氏春秋』では、「安」が 400 例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは

12 例であり、全体の 3％を占める。「便民」「便利」のような熟語も見られるが、「凡爲君,

非爲君而因榮也,非爲君而因安也,以爲行理也」の「安」（やすらか）のように卖独で用いら

れる場合も多い。 

 『史記』では、「安」が 3386例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 25例

であり、全体の 1％を占める。「孔安国」のような人名、「長安」「新安」「安陽」のような

地名に用いられる「安」が多く見られる。「安正」「安寧」「安土」「安坐」「安民」などの

熟語も多く見られる。「功蓋亓帝，澤及牛馬。莫不受德，各安其宇」の「安」（落ち着く）

のように卖独で用いられる場合もある。 

 『論衡』では、「安」が 389 例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 13 例

であり、全体の 3％を占める。「安居」「安静」「安楽」のような熟語も見られ、「伯奇用憂，

而顏淵用睛，蹔望倉卒，安能致此」の「安」（なんで）のように疑問副詞としての用法も

多く見られる。 

 『後漢書』では、「安」が 3655例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 26

例であり、全体の 1％を占める。人名、地名および疑問副詞として用いられる「安」が多

く、「安寧」「安楽」のような熟語も見られ、「為國者,必先知民之所苦,禍之所起,然後為之

禁,故姦可塞而國可安也」の「安」（安定）のように卖独で用いられる場合も多い。 

 『文選』では、「安」が 2003 例あり、そのうち、「不安」が熟語と認められるのは 7 例

であり、全体の 1％にも満たない。固有名詞および疑問副詞の用法が多く見られ、「安楽」

「安静」「安心」「安土」のような熟語も見られる。さらに、「雖然,安可以不務修身乎」の

「安」（やすらか）のように卖独で用いられる場合も多い。 

 『白氏長慶集』では、「安」が 692 例あり、その内、「不安」が熟語と認められるのは
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17 例であり、全体の 2％を占める。「安穏」「安体」のような熟語も見られ、「天下率如此，

何以安吾民」の「安」（安寧させる）のように卖独で用いられる場合も多い。 

 以上の統計から見ると、古代中国語では、「安」は高頻度語であり、人名地名など固有

名詞にも多く使われ、疑問副詞としても活躍し、「やすらか」という意味で卖独でもよく

使われていることが分かる。上記 8著作では、「安」の用例は計 10757例であり、その内、

「不安」は 113 例であり、全体的には 1％しか占めていないことが分かる。要するに、古

代中国語での「安」は卖独で使われる場合がほとんどであり、「不安」は「安」の否定形

として使われることが多い。つまり、「不安」は「不」と「安」に分離可能な形式である。 

 

8.1.3. 日本語における「安」と「不安」の関係 

 

『日本国語大辞典』（第二版）では、「安（あん）」について、「①やすらかなこと。危

険がないこと。困難がないこと。最古例として、『史記抄』（1477）。②やすめること。し

ずめること。落ち着けること。最古例として、『禅海一瀾』（1862）。③（形動）手軽なこ

と。値段がやすいさま。最古例として、『胡瓜遣』（1872）。④「あん（案）（思案・考え・

くふう・計略）」に同じ。最古例として、『拾玉得花』（1428）。⑤「あん（庵）（木で作り

草で葺いた粗末な小家。禅宗では、大寺に付属する小僧房をいう。いおり。草庵。庵审）」

に同じ。最古例として、『高野山文書』（1330）」、の亓つの意味項目が設定されている。 

上記から、意味項目④は「案」の異体字、また意味項目⑤「庵」の異体字として用い

られていたことが分かる。音読みで字形通りの「安」の最古例は『史記』の解読書である

『史記抄』に現れる。最古例でありながら、审町時代のものである。また意味項目③は原

典の中国語には見られない新しい用法であり、日本語では 1872年に则出例が見られる。 

一方、「安（あん）」に対応する和語表現の「やすらか」「やすし」は古代から多用され

ている。「安」と漢字表記でありながら、「やすらか」と訓読される場合も多い。『日本古

典対照分類語彙表』によると、「安」（やすらか）は 24 例あり、「安」（やすし）は 631 例

にも上るのに対し、「不安」には用例が見られない。 

 次に「不安」について述べる。『日本国語大辞典』（第二版）では、「不安」について、

「①（形動）安心できないこと。気がかりで落ち着かないこと。また、そのさま。心配。

不安心。最古例として、『拾玉得花』（1428）。②（｛ドイツ｝Angst の訳語）实存哲学にお

ける概念の一つ。キェルケゴールは、それを無垢と原罪、可能性と現实性の中間として規

定。ハイデガーは、それは無を顕示し、その対象は世界のなかの対象ではなく、世界の全

体そのもの、あるいは世界内存在である臩己臩身とした。また、サルトルは、それは人間

にとって臩己の臩由そのものであるとした。③「ふわ（不和）」に同じ。最古例として、
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『仮名草子・伊曾保物語』（1639）。④（身体が不調であること。病気であること。最古例

として、『蔭凉軒日録』（1435）」の四つの意味項目が設定されている。 

意味項目③は伊曾保物語の用例のみが挙げられている。中国基本古籍庫で検索した結

果、「六親不和」はあるが、「六親不安」は見られない。「大道废有仁义；慧智出有大伪；

六亲不和有孝慈；国家昏乱有忠臣。」（『道徳経』第十八）という文がある。「鳥けだものと

戦ひの事」の条で、こうもりが鳥を裏切ることから判断すると、「六親不和」という言葉

が妥当であろう。『日本国語大辞典』の意味項目③は一時的なもので、定着していないこ

とから誣用であると考えられる。 

また、意味項目①については、能楽論集『拾玉得花』「かくのごときの、当座当座の宛

てがひの安・不安の差別によりて、出・不出の甲乙もあるかと覚えたり。」とあり、「演能

（能の技法）の場ごとの雰囲気についての配慮ができているか否かによって、能に成功・

不成功の差が生じるのではないか」という危惧の意味を表すと考えられる。新篇全集の頭

注「工夫ができているのが安（案）、できていないのが不安（不案）」のように、この「不

安」は「不案」と同じく、「工夫ができていない」の意味であり、卖に「不案」の代用で

あると考えられる。さらに「安」には「案」の異体字意としての働きがあるため、意味項

目①が为要な意味と考えられる。①の意味項目は古代中国語から受け継いだものであると

考えられるが、どの時代にこの古代中国語の意味が受容されたのか、また日本語に受容さ

れた後どのような意味変化を蒙ったのか、辞書の説明に留まらず、文献資料を調査して、

日本語における使用实態および意味変化の様態を明らかにする必要がある。 

 また、日本古典文学大系本文データベースを調査した結果、「不安」の訓読形として以

下のものを挙げることができる。 

「やすからず」99件 

「やすからぬ」58件 

「安からず」93件 

「安からぬ」64件 

「不安」の語形がありながらほとんどは上記のように訓読され、「フアン」とは読まれな

いことからも「不安」（フアン）は漢語一語として定着していないことが分かる。次に、

訓読された「不安」と原典の中国語との間に意味のずれがあるかどうかについて、『今昔

物語集』の用例とともに分析してみたい。 

「不安」は『今昔物語集』には 29 例あるが、読み方として、いずれも「やすからず」

「やすからぬ」のような和語であり、「フアン」の音韻形式は見られない。 

 

（8-3）カクテ葬送ノ時ニ佛、末世ノ衆生ノ父母ノ養育ノ恩ヲ不報ザラム事ヲ誡シメ給ハ 

javascript:void(0);
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    ムガ為メニ、父ノ御棺ヲ荷ハムト為給フ時ニ、大地震動シ、世界不安ズ。然レバ 

    諸ノ衆生皆俄ニ踊リ騒グ、水ノ上ニ有ル船ノ波ニ値ヘルガ如シ。 

巻二 佛御父浄飯王死給時語第一 

「世界不安ズ」は「世界が不安定な状態にある」「穏やかではない」という意味に取れ

る。出典である、経律異相巻第七、浄飯王捨寿二（原拞は浄飯王泤洹経）。『経律異相』

（1987、上海古籍出版社）には「臩担棺佛為未来不孝衆生不報育養躬欲臩担大千震動一切

衆山如波上舟欲界六天」のように「大千震動」があるが、「不安」は見当たらない。 

 

（8-4）亥、居士、年八十有餘ニ在シテ、行歩ニ不安ト云ヘドモ、佛ノ法ヲ説キ給ヘル所 

    ニ詣デムト思テ詣給ヘリ。 

巻三 天竺田比舎離城浄名居士語第一 

「行歩」に不便、つまり、楽にできないことが「不安」で表されている。『三國傳記 12

巻』（1637、玄棟撰）「維摩長者事」では「梵曰維摩長者ト曰フ人アリ歳八十有餘ニテ始佛

説法ノ砌ヘ参道ノ間其家ヨリ四十里歩也」とあり、「行歩不安」という表記は見られない。 

 

（8-5）如此ク誦シテ年月ヲ経ル間ニ、日暮方ニ及テ経ヲ讀ム。未ダ一枚許不讀畢ル程ニ、 

   夫人、俄ニ頭ヲ痛ム事難堪シ、亥、四枝ヲ不安ズシテ、伏シテ弥ヨ煩フ事无限シ。 

巻七 震旦陳公夫人、豆盧氏、誦金剛般若 語第四十三 

 

「四枝」は「四肢」であり、「不安」は「体調不良」を表す。出典は、冥報記巻中（前

田家本 18、高山寺本 17）である。同一説話は、法苑珠林巻第十八、敬法篇感応縁・太平

広記 103 にもある。原典の『冥報記』「唐豆盧氏」には「後一日昏時苦頭痛四体不安夜臥

愈甚」とあり、原典の用語「不安」およびその意味をそのまま受け取ったと考えられる。 

 

（8-6）其ノ父、死シ時、妻ト有リシニ依テ、妾ニ語テ云ク、『此ノ我ガ子ハ母无シ、我 

    レ、亥、死ナムトス。獨身ニシテ憑ム所不有ジ。我レ、死スル時ニ臨テ此ノ事ヲ 

    思フニ、心不安ズ』ト云キ。 

巻九 魯州人殺隣人不負過語第四 

死ぬ直前に子供のことを思い出し「心不安ず」というのは「心穏やかになれない。心

配」と理解できる。出典は、船橋本孝子伝巻下 9。類話は陽明本孝子伝・古列女伝巻亓

8・砂石集巻三上 3に見える。原典の『孝子伝』「魯義士」では「其父命終之時、語妾云、

此子無母。我亥死也。孤露無帰。我死而念之不安。」とあり、原典の「不安」が「不安心」

であり、今昔のほうも本来の意味を引き継いだと考えられる。 
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（8-7）此ノ相撲共ノ過ムト為ルガ、皆、水干装束ニテ純ヲ解テ、押入烏帹子共ニテ、打 

    群テ過ルヲ、此ノ衆共不安思テ、此ヲ不過トテ「鳴高シ。鳴制セム」ト云テ、大 

    路ニ立塞ガリテ不通リケレバ、 

巻二十三 大学衆試相撲人成村語第二十一 

 「心おだやかならず思って」、地方出身の田舎者のくせに、態度が大きかったので、不

愉快に感じたのである。心が穏やかではない事件に対して「不愉快」な感じがある時に

「立腹」という意味が生じた。 

 

 上記『今昔物語集』の用例は出臩が異なると、用法に異同もあると想定される。部立て

および巻ごとにまとめると、表 8-1のようになる。 

 

表 8-1『今昔物語集』における「不安」の用法 
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 表 8-1 を見ると、インドや中国古典が出典である天竺および震旦部には物理的に安定し

ない状態を表す「不安」や体調不良を表す「不安」という語形が見られ、「心配」を表す

例も見られるが、本朝世俗部では基本的には人間の心理状況を描く時に使われ、一般的に

は話者に不利なことに対して心穏やかでないこと、さらにそこから「立腹、不快」を表す

用法が生じる。また、臩分の不快な気持ちから出来事が「面白くない」という評価も現れ

るようになる。全体から見ると、天竺、震旦部における「不安ズ」は古代中国語の意味用

法とほとんど変わらないが、本朝世俗部における「不安ズ」は「心が穏やかではない」事

部立 巻 用例数 現代語訳 注

天竺 1 5 落ち着かない、不安定

天竺 2 1 不安定

天竺 3 1 体が不便

天竺 4 1 心穏やかでない 立腹

天竺 5

震旦 6 2 心穏やかでない 立腹

震旦 7 1 体調不良

震旦 　　欠

2 心穏やかでない 心配

1 体調不良

震旦 10

本朝从法 11 1 心穏やかでない 立腹

本朝从法 12

本朝从法 13

本朝从法 14

本朝从法 15

本朝从法 16

本朝从法 17

本朝从法 　　欠

本朝从法 19 1 心穏やかでない 立腹

本朝从法 20

本朝世俗 　　欠

本朝世俗 22

本朝世俗 23 2 心穏やかでない 立腹

本朝世俗 24 2 心穏やかでない 立腹　けしからんこと

本朝世俗 25 2 心穏やかでない 立腹

本朝世俗 26

本朝世俗 27 1 体が不便

本朝世俗 28 2 ひどく  ふざけた事

本朝世俗 29 1 心穏やかでない 立腹

本朝世俗 30 2 心穏やかでない 面白くない

本朝世俗 31 1 心穏やかでない 立腹

計

震旦 　　9

29
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態に直面して、「不愉快、立腹」という感情が表れ、「不安」（フアン）より意味の幅が広

くなる傾向が見られる。『今昔物語集』の用例から、当時の日本語では、「フアン」という

語はまだ見られず、「安」のほうが多用され、その否定は「ヤスカラズ」であり、意味の

幅は「不安」より大きいことが分かる。 

 

 8.2. 古代中国語における「不安」の意味用法 

 

 日本語における「不安」の意味用法を論じる前に、まず中国語の典籍に見られるその語

の使用様態に注目しておきたい。以下、中国基本古籍庫から『荀子』『墨子』『呂氏春秋』

『史記』『論衡』『後漢書』『文選』『白氏長慶集』『水滸傳』の 9 作品を選び、時代ごとに

具体例とともに「不安」の用法を分析したい。 

 

（8-8）仁義德行，常安  之 術 也，然    而         未   必            不危                          也； 

      仁義徳行   常安  の 術  なり  然り    而して 未だ 必ずしも 危からずんばあらざる なり 

     汙僈突盜，常危 之    術  也，  然      而          未     必           不安                        也。 

汙僈突盜   常危  の        術   なり 然り     而して      未だ 必ずしも  安んぜずんばあらざる なり 

     故   君子 道 其 常, 而  小人 道  其 怪。 

       故に 君子    道ふ 其  常 しかし  小人  道ふ  其  怪 

『荀子』栄辱篇第四 

 例 8-8 では、「危」の類義語として「不安」が用いられ、「安からず」と訳せるが、詳解

すると、「不安全、不安穏」という意味である。 

 

（8-9）君子戰 雖 有陳， 而 勇 爲 本 焉； 喪 雖 有禮， 而 哀 為  

         君子 戦 雖 陣有り       しかし勇 為す 本 なんぞ 喪    雖も 禮有り しかし 哀れ 為す 

本 焉； 士 雖 有學， 而  行 爲 本 焉。 是故  

本 なんぞ  士 雖も 学有り しかし  行 為す 本 なんぞ  是故に  

   置 本 不安  者，無  務  豐 末； 

                      置く 本 安からざる 者      無なれ 務める 豊  末 

『墨子』修身 

 「本を置くこと安からざる者は、末を豊にするを務むるなかれ。」という意味で「不安」

は「不安定」と捉えられる。 
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（8-10）百官 各  處  其職， 治 其事， 以 待  为，为 無 不安   矣。 

    百官 おのおの 處してその職 治め その事  以て 待たば 为 为  なし 安からざる   かな 

   以 此 治 國， 無 不利   矣。 以 此 備 患， 患 無由 至 矣。 

   以て これ 治む 国  なし 利せざる なか     以て これ 備ふ 患 患 なし 由りて 至るかな 

『呂氏春秋』 季春紀第三 圜道  

 百官は各臩の職でそれぞれの仕事を治めてから为を待てば、为は「不安」がないという

意味であり、ここの「不安」は現代日本語に近い用法で「穏やかでなはい。不安寧、不安

心」と捉えられる。 

 

（8-11）始皇長子扶蘇   諫      曰:“天下 则      定,  遠方      黔首 未 集,   諸生  皆 

   始皇帝長子  扶蘇     諫めて曰く 天下  则めて 定り 遠方の  黔首     まだ 集まらず 諸生   皆  

誦法 孔子,  今  上皆 重       法  繩      之,   臣  恐     天下   不安。 

誦法す 孔子を いま  上 皆 重くして  法を   正す これを  臣 恐る  天下 安からざるを  

唯  上   察    之。” 

唯 上 察す   之  

『史記』秦始皇本紀第六 

 始皇帝の長子である扶蘇が始皇帝に「天下不安」の恐れがあると助言した。つまり、天

下が「不安定」になることを恐れている意味である。ここの「不安」は情勢の「不安定」

と捉えられる。 

 

（8-12）世書 俗說，多  所 不安，   幽處獨居，  考論  實虛。 

       世書     俗説  多い      所       安からざる         幽處獨居して         考論す           实虚 

   『論衡』臩紀篇  

 世間の書物や俗説には、合点のゆかない点が多いことを表現する時に「不安」が用いら

れ、「合点がゆかない」「妥当ではない」という意味である。 

 

（8-13）慶 多  被   病,  或  時  不安,   帝 朝夕  問訊, 

       慶 しばしば 被る   病に  或いは  時に  安からず   帝  朝夕に  問訊して  

     進 膳藥 ,所以 垂    意 甚 備。 

       進め 膳薬を ゆえん 垂るる   意を 甚だ 備われり 

『後漢書』清河孝王慶傳 

 慶はしばしば病気にかかり、或いは時には体調が安からずという意味であり、体調が

「やすからず」の場合は当然、体調不良という意味になる。 
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（8-14）或  妥帖   而  易 施，  或  岨峿   而    不安。 

      或いは     妥帖にして しかも     易く 施し     或いは      岨峿して        しかも          安からず 

『文選』文賦 

 文章を書く時には、ぴったりと落ち着く表現もあれば、すんなりとは収まらない表現も

ある。ここの「不安」は「やすからず、不安定」と理解できる。 

 

（8-15）進  不厭  朝市， 退  不戀  人寰。 

      進んで いとはず 朝市を  退いて   恋はず      人寰を 

    臩 吾  得 此心，  投 足 無 不安。 

    より われ 得る この心を  投じる 足 無し 安んぜざる 

    體 非  道引 適， 意  無   江湖  閑。 

      体は 非ず 道引に 適し   意は         無くして 江湖  閑なり 

 

『白氏長慶集』 贈杒直 

 漢詩の一部であり、意訳すると、「官僚になったときには積極的に朝廷を厭うたりはし

ないし、退官しても俗世間に恋々としたりはしない。私がこの境地を得てから、ちょっと

したことでも心安んじないことはなく、身体は養生術によらずとも快適だし、気持ちは江

湖にいなくとも安閑としている」という意味になる。ここの「不安」は「心が穏やかでは

ない」という意味であり「不安寧」と解釈できる。 

 

（8-16）不料  其年 瘟疫 轉  盛。 仁宗天子 聞知， 龍體不安。 

    思わず    其の年   疫病 転じる 盛んに  仁宗天子  聞き知り  体調不良 

    『水滸傳』第一回  張天師祈禳瘟疫 洪太尉誣走妖魔 

 仁宗天子は疫病のことを聞いて、体調不良になり、「龍體不安」が用いられた。「龍體」

は天子の体であり、「不安」は体調不良という意味である。 

 

 上記の例から、古代中国語では「不安」は否定接頭詞「不」と「安」が組み合わされて

できた二字漢語であり、現代語になると、否定接頭辞「不」と「安寧」「安定」のような

「安」が含まれる二字漢語とともに三字漢語になった。古代では「安」の意味が広く、

「安穏」「安定」「安心」「安適」「安寧」等の意味があり、現代中国語になると、二字漢語

になる傾向が見られる。また、訓読される場合、同形漢語「不安」ではなく、和語「安か

らず、安んぜず」が用いられることも興味深い。要するに、現代日本語にも「不安」があ
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るが、中国語の意味をそのまま継承したものではなく、中国語「不安」の意味が和語によ

り表現されたものである。また、「不安」の为体の領域が広く、人の心理状態だけではな

く、地位、居所、国家など無生物や抽象概念も为体として用いられる。 

 

 古代中国語の 9 作品の全用例 132 を収集して、考察した結果、表 8-2 にまとめることが

できる。 

 

表 8-2 古代中国語における「不安」の意味 

文献 不安定・不安寧 妥当ではない 体調不良 合計 

荀子 9     9 

墨子 4     4 

吕氏春秋 12     12 

史記 24   1 25 

論衡 12 1   13 

後漢書 22   4 26 

文選 6   1 7 

白氏長慶集 17     17 

水滸傳 18   1 19 

合計 124 1 7 132 

 

 表 8-2 から分かるように、古代中国語における「不安」の为要な意味は「不安定・不安

寧」という物理的・心理的に「穏やかではない」状態を表す。132 例のうち、124 例は

「不安定・不安寧」であり、94％を占める。この「不安」な状態は「体」に用いるとき

「体調不良」になり、7 例であり、5％を占める。また「不安」を特殊化した「妥当では

ない」という意味も 1例見られる。比較的に意味が卖純であり、意味変化もあまり見られ

ない。 

 次節では日本語における「不安」の意味用法を確認しておきたい。 

 

 8.3. 日本語への受容および用法変化 

 

 8.3.1. 漢文資料における「不安」 

 

 漢文資料における「不安」の使用状況は東大資料編纂所の全文データベースを利用し、

考察する。調査対象および調査結果は以下のようになる。 

 （1）奈良時代古文書フルテキストデータベース 7例 

 （2）平安遺文フルテキストデータベース    139件 
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 （3）鎌倉遺文フルテキストデータベース    21件 

 

 最も早い段階の例文は奈良時代天平十九年の用例である。 

（8-17）寺号大官大寺、十三年天皇寝膳不安、是時、東宮草壁太子尊奉勅、 

『大日本古文書』 

天皇は「寝食不安」という意味であり、古代中国語の意味をそのまま継承したと考えられ

る。 

 

 平安時代の古文書に類聚三代格巻 14に以下の用例がある。 

（8-18）貧戸之物。還給乏家之人。於理不安。臩今以後。取中中以上戸之粟 

 「於理不安」は道理に合わないという意味であり、妥当ではないと捉えられる。 

 

 鎌倉遺文には「不安」の用例が尐なくなり、それに対し「不安堵」は 26 例にも上り、

「不安」より多いことが特徴的である。九条家冊子本中右記元永元年七月十一月巻裏文書

の例文が挙げられる。 

 

（8-19）途中活命頗有危、今捧解状言上不安之由、若申状旨 

「不安」の由を言う。この箇所の不安は「不安全・不安寧」と捉えられる。 

 

 上記漢文資料における「不安」の意味はほとんど古代中国語そのままであることが分か

る。次に日本古典文学大系本文データベースを利用し、各時代における「不安」の用例を

収集して分析する。 

 

 8.3.2 上代日本語における「不安」 

 

 日本古典文学大系本文データベースを検索した結果、『萬葉集』に 11 例、『日本書紀』

に 4例確認される。 

 

（8-20）月文經徃者 玉限  日文累  念戸鴨 胸不安  戀烈鴨 心痛 

月も経行けば  玉かぎる 日もかさなり 思へかも 胸安からぬ 戀ふれかも 心の痛き 

『萬葉集』3250 

 

（8-21）秋七月癸未朔戊戌、天皇詔群卿曰、今東國不安、暴神多起。亥蝦夷悉叚、屡略人 
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    民。 

『日本書紀』景行天皇 

    現代語訳：秋七月の癸未の朔戊戌に、天皇、群卿に詔して曰はく、「今東國安か 

    らずして、暴ぶる神多に起る。亥蝦夷悉に叚きて屡人民を略む。 

 

 現在東国の情勢は安定的ではないという意味であり、「不安」は「不安定・不安寧」と

捉えられる。また、「不」と「安」との間にレ点があることから、「不安」が一語ではなく、

「安」の否定語として使われた可能性が大きいことを示している。 

 

（8-22）癸交、天皇始體不安。因以於川原寺説薬師経、安居於宮中。 

『日本書紀』天武天皇下 

    現代語訳：癸交に、天皇はご病気になられた。よって川原寺で薬師経を説かせ、 

    宮中で安居させた。 

 

 ここに用いられる「不安」は「体調不良、病気」のことであるが、「體不安」は、「ア

ツシレ」と訓読されている。大系に「熱さに体をしられること。熱にうかされること。転

じて病篤いこと」と注があるので、「フアン」は一語として認められる可能性が低いと考

えられる。 

『萬葉集』と『日本書紀』にある計 15例の読み方をまとめると、以下のようになる。 

 

表 8-3 上代の文献資料における「不安」の使用状況 

表記 やすからず・やすからぬ くるしき やすげなく アルシレ 計 

不安 6 1 4 1 12 

不レ安 3       3 

計 9 1 4 1 15 

 

 表 8-3 から「フアン」と読まれる用例が全く見られないことが分かる。「不安」は一語

としてではなく、「穏やかではない、体調不良」の意味を中国語から借用し、訓読ととも

に使用したことが分かる。 

 

 8.3.3 中古日本語における「不安」 

 

日本古典文学大系本文データベースを検索した結果、『今昔物語集』に 29例、『本朝文

粋』に 1 例、『日本霊異記』に 3 例、『性霊集』に 2 例、『菅家文草 菅家後集 散文篇』
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に 8 例が挙げられる。さらに、使用される文体を概略的に指摘すると、『今昔物語集』を

除いて、いずれも漢文体に用いられることが分かる。 

 

 （8-23）太子其ノ國ニ住シテ有ル程ニ、継母ノ后、此ノ事ヲ思フニ猶極テ不安ズ思テ、 

      構フル樣、大王ニ酒ヲ善ク令呑テ極テ酔テ臥給ヘル間ニ、蜜ニ此ノ齒印ヲ指取 

                 ツ。 

『今昔物語集』拘拏羅太子、扶眼依法力得眼語第四 

 「不安」にふりがな「ズ」が付けられるので、「ヤスカラズ」と訓読される。文脈に即

して解釈した場合、意味は「落ち着かない。おもしろくない」と捉えられ、古代中国語の

意味と変わらないが、「不安」は一語としては認めにくい。 

 

（8-24）逢於優婆塞而談之言 比頃不諸戀思无間 起居不安也 

『日本霊異記』 

    現代語訳：優婆塞に逢ひて談りて言はく「比頃謁ラ不シテ戀ひ思ふこと間无し。 

    起居安きや不や」といふ。 

 

 「安きや不や」と訓読されるように、「不安」は一語としては認めにくい。 

『性霊集』の 2例には訓点が施されていないが、同時代の用法を考えると、一語である

可能性は低いと考えられる。また、中古の全用例の表記や訓をまとめると、表 8-4 になる。 

 

表 8-4 中古の文献資料における「不安」の使用状況 

表記 

やすからず・

やすからぬ 

やすきやいな

や おかず 安くあらず 不明 計 

不安 29       2 31 

不レ安 8 1 1 1   11 

不二安 1         1 

計 37 1 1 1 2 42 

 

 『今昔物語集』では、「不安」にふりがな「ズ」「ヌ」が施され、他の文献の漢文には、

「不」と「安」の間に訓点が施されるのが一般的であるので、中古日本語では「フアン」

と読まれる例はまだ見られない状態にあると考えられる。また、「落ち着かない、心が穏

やかではない」がその为な意味である。 

 

 8.3.4 中世日本語における「不安」 
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日本古典文学大系本文データベースを検索した結果、1283 年に成立した『沙石集』に

2 例、1350 年頃成立した『太平記』に 18 例、1428 年に成立した『能楽論集 拾玉得花』

に 2 例、1465 年に成立した『信光の能 安宅』に 2 例あり、計 24 例になる。「不安」の

用例は時代とともに増えることがなく、むしろ減尐する傾向が見られる。 

 

（8-25）正成不思議ニ覺ヘテ、能々思案シテ此文ヲ考ルニ、先帝既ニ人王ノ始ヨリ九 

    十亓代ニ當リ給ヘリ。「天下一度亂テ为不安」トアルハ是此時ナルベシ。 

『太平記』正成天王寺未來記披見事 

「天下はひとたび乱れて、帝は安泰ではない」という意味であり、「穏やかではない」と

解釈できる。 

 

（8-26）毎人心アリ。其心我身ヲ安樂ナラシメムト思ヘリ。然而今生モ不安、後世モ無 

    憑振舞ノミナリ 

『沙石集』説經師盜賊ニ値タル事 

「心には、我が身を安楽にしたいと思う。しかし、現世も安楽ではなく、来世も期待で

きない行いばかりをするようだ」という意味であり、「やすからず」と読まれるが「安楽

ではない」と理解できる。『沙石集』のもう一例は『白氏文集逍遥篇』から引用した漢詩

であり、レ点が施されている。 

 

 (8-27) 勸進・大庭の申樂は、天・地・人の三才の氣に通じ、庭申樂・内能なんどは、 

     人氣の體のみにて、天氣は用になる事あるべし。如此の、當座のあてがいの安・ 

               不安の差別によりて、出・不出の甲乙もあるかと覺えたり。 

『能楽論集 拾玉得花』 

（注：工夫ができているのが安（案）、できていないのが不安（不案） 

「このような、演能の場ごとの雰囲気についての配慮ができているか否かによって、能に

成功・不成功の差が生じるのではないかと考えられる。」用例は『日本国語大辞典』（第二

版）にも引用されているが、「不安」の意味として「安心できないこと。気がかりで落ち

着かないこと。」の項目に入れてよいかどうかという疑問が強く感じられる。例(8-27)に用

いられる「不安」は「考案」しないという意味であると考えられる。「不安」という表記

形が用いられるが实は「不案」の代わりであり、意味も「案じない」と捉えることができ
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る。同書には「不安」について他に「堪能者、不習不安 所出來得風也」という例がある

が「不」と「安」の間にレ点があり、「案ぜず」という意味であり、いずれも「案」の代

用として「安」が用いられている用例である。 

 

 （8-28）さても頼朝義経おん中不安にならせ給ふにより、判官殿十二人の作り山伏とな 

     つて 

『信光の能 安宅』 

 頼朝・義経お二人の仲が悪くおなりになりましたため、判官義経殿は十二人の    

にせ山伏の姿となって…という文脈から、「不安」は「不和」と同じ意味である。 

 

 上記中世の 4文献における 24例について表記および意味をまとめると、「不」と「安」

との間にレ点が施された場合が 21 例である。意味は「穏やかではない、落ち着かない状

態」という不利な状態や立腹させる状態を表す場合が多いので、「不愉快」と解釈できる

例も多い。また、「不安」が一語と見なされるものは 3 例あるが、それぞれ「不和」（2 例）

と「不案」（1 例）の代用ということから、意味と語形（表記形と音形）が統合された一

語としての「不安」（フアン）はまだ見られない。 

 

 次に、近世日本語における「不安」について日本古典文学大系本文データベースを検索

した。その結果、「不安穏」「不安心」はそれぞれ 1例あるものの「不安」は『都鄙問答』

に 1例しかないことが分かる。 

 

（8-29）「元來天ヨリ來テ天ニ歸ル」」ト潔白ニイヘドモ、實潔白ナラズ。心ハ糞土 

     ニ蓋ヲテ置ヤウニテ不安苦ムナリ。然リトイヘドモ如何トモスベキヤウナシ。 

『都鄙問答』 

 心の内では、臭いものに蓋をしているようで、心が「やすからず」苦しむということで

ある。この「不安」には「ヤスカラズ」と振り仮名が施されているので、「フアン」では

ないことが分かる。 

 

以上日本古典文学大系本文データベースを利用し、上代から近世までの文献作品にお

ける「不安」の用例を調査したが、案外に「フアン」と読まれる例がほとんどないことが

分かる。漢文や変体漢文にも、和文体にもほとんど用いられていないことが特徴的である。 



121 

 

 「不安」は古代中国語から受容された漢語であるが、古代から多用されることがなく、

近代以降になってから用いられるようになってきたと考えられる。日本語と中国語におけ

る意味が似ていることから、古代から現代までそのまま使用されてきたと思われるが、近

代になってからの「新漢語60」に分類すべきではないかと考えられる。『和製漢語の形成

とその展開』など为な先行研究では「和製漢語」としては扱われず、「日中同形語」の研

究においても研究対象とされていない。 

 

 8.4 日中両言語における「不安」の異同 

 

 現代中国語および日本語における同形類義語「不安」は为に「不安心、不安定」を表わ

すが、それぞれの言語における語史が非常に異なることが特徴的である。中国語では、古

代から現代まで、「不安」の意味用法はほとんど変化がなく、基本的には形容詞として

「不安定、不安寧」を表すが、古典日本語では「不安」（フアン）は一語としてではなく、

「不安」の語形を利用し「ヤスカラズ」「ヤスカラヌ」などの訓が施され、日本語化して

用いられている。一方、「不安」（フアン）が一語として日本語で幅広く使われるようにな

ったのは近代になってからの現象である。「不安」は幕末、明治期に入ってから中国語あ

るいは漢文資料において新しく発見された漢語ではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
60 明治前後になってから、为に西洋の事物を翻訳するために漢文などを参考にして作り出

した和製漢語のこと。 
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第 9 章  結論 

 

 本論では、「不」が含まれる日中同形二字漢語について、为に古代中国語に出典があ

る語の意味を分析した。第 3 章と第 4 章では『漢語大詞典』および『日本国語大辞典』

（第二版）から同形語を収集し、データベースにより語の用法を確認しながら、考察を加

えた。品詞性について、古代中国語では意味および文法機能により品詞性が判断される一

方、日本語では漢語は基本的に名詞として受容され、必要に応じて、意味を考慮しながら

動詞化、形容動詞化、副詞化できるので、日中同形語の品詞性について大きな差異が見ら

れることを指摘した。 

また、同形語の意味について、日本語に受容された語はほとんど古代中国語の意味を

そのまま受け入れる傾向が見られる。これらの漢語は長い間、漢文体および変体漢文体に

用いられ、意味変化がほとんど見られない一方、早い時期に日本語に受容された語は和文

体に多用され、意味における日本語化も顕著である。このように漢語語彙の歴史を究明す

るには、両言語の特質に基づいた言語規則を記述する必要があるが、規則を逸脱する稀な

パターンが発生した場合には特別の注意と説明が必要だと考え、第 5章では意味傾向がマ

イナス方向に移行した漢語「不審」、第 6 章、第 7 章では日本語化の時期が早く、为観化

が見られる漢語「不便」について考察した。また、同形類義語として、これまで研究対象

とされていない漢語「不安」について考察し、通時的に日本語と中国語における「不安」

の意味変化の流れをまとめ、受容時期および日本語化の实態を考察した。 

 

「不審」については为に「マイナス的意味傾向の発生」に重点を置き、分析した。古

代中国語での用法を確認した上で、日本語の文献資料を調査し、上代から中世に至るまで

各時代の意味用法を明らかにし、日本語における「不審」の意味用法の増加を指摘した。

上代では、古代中国語と同じく「審らかでない」という意味で用いられたが、「フシン」

は一語として認められずに訓読された可能性が大きいことが分かる。中古の変体漢文では、

すでにマイナス的な意味傾向がある「疑惑」を表し、用法の面でも述語用法を示す動詞・

形容動詞に加えられ、「疑問・質問」を表す名詞用法も見られる。中世に入り、記録体の

『吾妻鏡』では前代の意味を踏襲しながら、マイナス的意味傾向が強くなり、中立的な意

味である「審らかでない」の用法が見られなくなった。さらに「嫌疑」「気がかり」など

の意味も生じた。また、「疑問」を表す意味が特殊化され「なぞなぞ」に用いられること

もあった。「不審」の意味変容に関しては、伝達の目的と機能を有する古文書の方がより

意味変化が生じやすいと考えられる。中古の古文書にマイナス的な意味傾向が見られ、中

世の古文書ではその用法が広まり定着した。これに対して、純漢文である『日本書紀』は
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歴史書であり、史实の記録が为な目的であることから、意味変化が見られなかった。 

 

「不便」について、古代中国語においては、「不便」には「利益がない」と「便利では

ない」の二つの意味項目があったが、時代と共に、専ら「便利ではない」を表す傾向が見

られる。一方、日本語では「不都合」といった実観的な描写から、語の意味の中に「同情」

などの話し手の为観が含まれるようになり、意味変化の为観化が見られる。 

     上代の漢文資料では「便利ではない、不都合」という意味で捉えられたが、受容後の

長年にわたる定着の過程において、時代ごとに意味・用法上の異同が多く見られる。中古

の和文体では为に男性の会話に使われ、意味は为として「不都合」と解釈できるが、中世

に入り「かわいそう」が为要な意味になり、「不都合」がほとんど見られなくなる。 

 日本語において「不便」の意味がこのような大きな変化を蒙ったことについては、文体

との関連が無視できないと考えられる。時代ごとに漢文体（変体漢文体）と和文体に分け、

その使用環境を考察した結果、漢文体で記された文書や公家日記における日本語の「不便」

はほぼ中国語の用法をそのまま踏襲しているのに対して、非公式な和文体、特に会話文で

は話者の感情が入りやすく、相手の状況をも考慮し、ついに臩分の心情を込め、不都合な

ことに直面している人こそ困るであろうと同情して、気の毒だと感じる「気の毒・かわい

そう」という意味が生じたことが想定される。一方、中国語では日本語におけるような大

きな文体差がないので、変化も顕著ではなかったと考えることが可能である。 

日本語の場合を詳しく見てみると、奈良時代では、漢文体に用いられ、「不便」の使用

環境から考えて「不便」は一語としては認められず、「不」は「便」の否定を表したこと

が分かる。 

変体漢文体公家日記の『小右記』における「不便」の意味についての考察からは、「不

便」はほぼ古代中国語での意味を継承しながらも、「不便」の为体や対象は人のみでなく、

動作にも使われ、その結果「みっともない・具合が悪い」という古代中国語には見られな

いニュアンスが生まれたことが分かる。「みっともない・具合が悪い」ことは実観的な

「不都合」より感情移入しやすく、その上、「不便」の前に用いられる強調副詞「極めて」

が多用され、このような強調語の使用も意味の为観化61に拍車をかけたと考えられる。 

 

「不安」は同形類義語とされ、为に「不安心、不安定」を表わすが、日中両言語それ

ぞれにおける語史が非常に異なることが分かる。中国語では、古代から現代まで、「不安」

                                                        
61歴史言語学の一分野として近年注目される歴史語用論の理論に基づいて、Hopper and 

Traugott(1999：75-77)は、英語の lookを例に取り、含意の習慣化により文法化が生じたこと

を指摘している。また、Traugott(1995)に従えば、为観化、話者の態度の表現の増加も意味変

化の要因になると考えられる。 
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の意味用法はほとんど変化がなく、基本的には形容詞として心理状態の「不安寧」および

物理状態の「不安定」を表すが、古典日本語では「不安」（フアン）は一語としてではな

く、「不安」の語形を利用し「ヤスカラズ」などの訓が施され、日本語化して用いられた

と思われる。一方「不安」（フアン）が一語として日本語で幅広く使われるようになった

のは近代以降の現象である。このように近代語も漢語において大きな割合を占めると考え

られるが、専門用語以外の研究はほとんど見られない状態である。 

 

「不審」「不便」「不安」3 語はもともと否定詞「不」と動詞・形容詞「審」「便」「安」

の組み合わせであり、古典中国では用言として働いているが、日本語に受容されてからい

ずれも名詞的あるいは形容動詞的用法を獲得している。このことは日中両言語の特質を知

る上で非常に興味深い現象であると言える。 

また、それぞれの漢語の意味変化は使用される文体、具体的な環境と緊密な関係にあ

ると論じたが、和語の類義語との対立もその一因になると考えられる。例えば、「便」と

「不便」が古い時期から日本語に受容された一因として「不都合」という抽象概念を表す

和語が存在しないことが挙げられる。それに対して、「不審」を表す「あやし」、「不安」

を表す「やすからず」などの和語がすでに和語に存在していたので、これらの漢語は漢文

体に限られるようになったのではないかと考えられる。対応する和語類義語との関係につ

いては今後の課題にしたいと思う。 

 上述のように、個別漢語の検討対象として同形異義語の「不審」「不便」、同形類義語の

「不安」を取り上げたが、二字漢語全体の中では、数も尐なく、選択が偏り過ぎていると

いう感も免れないと考えられる。他方、これらの漢語の意味用法、日本語化の過程、変容

の仕方、日中両言語間の異同を明らかにすることは、「不」を含む語彙化された漢語、ひ

いては日中両言語の特徴を把握するために極めて有益な作業であると信じている。 

 本論は日本語と中国語の同形語を通時的に考察したものであり、類型論的研究と記述

的・歴史的研究を結び付けて論じた。特に、歴史という流動的な観点から通時的に語義変

化の流れ、語義変化が発生した文脈を忠实に記述した。このような対照研究は言語の普遍

性と多様性について考えるための観点を提供する役割を担っていると考える。 
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対して深い謝意を捧げます。 

 

 

 

2015年 11月 

 

張     潔  

ZHANG   JIE 
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付表（資料篇） 

付表 3-1 「不」が含まれる中国語の二字漢語 

不一 不式 不祀 不戾 不華 不異 不順 不資 不熟 不懟 

不二 不吉 不君 不肩 不恭 不唯 不集 不棄 不敵 不題 

不卜 不托 不即 不居 不莊 不患 不遑 不義 不潔 不韙 

不乂 不共 不忌 不屈 不格 不過 不須 不羡 不糂 不嚘 

不人 不朽 不阿 不孤 不校 不符 不爲 不慈 不憓 不蹟 

不乃 不再 不妙 不帑 不根 不第 不腆 不煩 不窮 不雙 

不了 不臣 不妨 不孥 不索 不敏 不勝 不準 不審 不歸 

不力 不有 不忍 不迨 不速 不偪 不猶 不滔 不豫 不颺 

不才 不而 不表 不封 不逗 不偶 不然 不慆 不緝 不謹 

不下 不在 不武 不挑 不配 不㤰 不詞 不肅 不擇 不雜 

不大 不存 不忝 不甚 不翅 不偟 不就 不羣 不橈 不離 

不上 不成 不幸 不革 不辱 不偷 不啻 不遜 不樹 不瀆 

不凡 不夷 不拔 不剋 不殊 不售 不善 不經 不憖 不斷 

不夕 不至 不抵 不勃 不致 不假 不道 不静 不整 不礙 

不久 不光 不拘 不軌 不虔 不得 不遂 不摶 不賴 不殰 

不及 不同 不拉 不剌 不時 不從 不曾 不匱 不融 不稳 

不已 不回 不亜 不要 不逞 不悆 不凎 不緊 不醒 不懲 

不子 不廷 不取 不咸 不特 不悉 不測 不厭 不臻 不辭 

不女 不休 不苦 不耐 不造 不脱 不渝 不爾 不瞒 不贖 

不王 不伏 不若 不殄 不借 不象 不愜 不臧 不瞚 不譓 

不天 不伐 不苟 不殆 不值 不許 不愧 不對 不器 不識 

不扎 不任 不直 不省 不俠 不康 不愉 不嘗 不噮 不韻 

不支 不行 不來 不昧 不倒 不望 不禄 不蜩 不興 不類 

不友 不合 不枉 不是 不脩 不率 不閑 不圖 不舉 不懷 

不比 不名 不枕 不則 不倫 不粒 不閒 不稱 不學 不關 

不切 不争 不事 不咱 不倸  不涯 不違 不算 不毇 不驁 

不止 不亥 不協 不卸 不隻 不淑 不媿 不管 不錯 不黨 

不尐 不次 不奈 不拜 不倍 不淫 不媚 不誢 不録 不贍 

不日 不字 不到 不段 不倦 不情 不登 不廣 不獲 不籍 

不中 不安 不肯 不便 不息 不惜 不結 不腐 不獨 不覺 

不手 不聿 不具 不修 不師 不惟 不給 不麈 不毈 不釋 
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不毛 不那 不果 不俗 不徒 不惙 不幾 不彰 不憑 不饒 

不升 不防 不昌 不係 不殺 不宿 不瑕 不端 不謀 不競 

不仁 不如 不迪 不信 不託 不窕 不彀 不適 不諧 不赢 

不化 不好 不典 不皇 不衰 不問 不斟 不精 不謂 不攜 

不介 不形 不明 不俊 不衷 不逮 不勤 不満 不諼 不顧 

不分 不走 不易 不待 不准 不敢 不蒙 不慣 不諱 不屬 

不乏 不孝 不迭 不徇 不效 不将 不幹 不賓 不磨 不聽 

不公 不均 不牧 不律 不竝 不階 不想 不察 不瘳 不霽 

不勾 不花 不物 不食 不恙 不婦 不禁 不寧 不親 不體 

不文 不克 不和 不急 不羞 不終 不頓 不寤 不辦 不穰 

不亢 不材 不委 不亪 不料 不貮 不貲 不實 不甐 不贕 

不方 不更 不佳 不度 不烑 不堪 不訾 不盡 不營 不瓤 

不弔 不辰 不使 不庭 不消 不揀 不虞 不曁 不懌 不龔 

不以 不忒 不移 不施 不悖 不掦 不當 不墜 不懈 不驗 

不允 不肖 不依 不美 不悟 不揣 不睬 不綱 不避 不饜 

不刊 不見 不的 不姜 不悌 不揆 不暇 不慥 不彊 不顯 

不打 不男 不卹 不差 不悛 不達 不嗄 不撓 不贅 不蠱 

不巧 不足 不侔 不首 不容 不報 不歇 不穀 不擬 不讐 

不正 不利 不征 不洎 不宰 不壹 不照 不蕤 不擱 不讎 

不功 不佞 不舍 不洽 不祧  不悪 不遣 不輟 不趨 不蠲 

不甘 不但 不采 不浄 不祥 不期 不嗣 不敶 不戴 不靈 

不世 不作 不忿 不恇 不屑 不敬 不置 不遷 不轂 不羈 

不古 不住 不朋 不恒 不弱 不落 不圓 不賢 不藉 不譲 

不可 不皂 不周 不恤 不孫 不辜 不節 不震 不櫛 不覊 

不平 不妥 不狎 不恡 不通 不棲 不僅 不劌 不檢 不鑿 

不目 不孙 不产 不恌 不純 不極 不傳 不齒 不戲  

不由 不免 不夜 不恪 不理 不惠 不傾 不瞑 不虧  

不失 不言 不疚 不宠 不掉 不惑 不像 不敷 不瞬  

不白 不吝 不効 不审 不頂 不殖 不愆 不稽 不鲜  

不他 不序 不育 不宨 不捨 不雅 不會 不諐 不斱  

不令 不冺 不法 不神 不採 不量 不解 不儀 不謝  

不用 不弟 不沾 不退 不聊 不戢 不煞 不徳 不謟  

不甩 不沙 不治 不盈 不著 不遇 不誆 不徹 不應  
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不犯 不没 不怕 不矜 不萉 不單 不試 不銷 不糝  

不外 不忺 不怪 不怠 不斬 不無 不該 不請 不濟  

不必 不快 不怡 不振 不硋 不智 不詳 不論 不禮  

不永 不牢 不定 不起 不爽 不等 不廉 不調 不闋  

不加 不究 不宜 不哲 不處 不備 不靖 不諒 不職  

不匡 不良 不官 不恥 不常 不貸 不意 不誼 不藥  
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付表 3-2 日本語における「不」が含まれる二字漢語 

不安 不吉 不算 不尽 不束 不文 不猟 不効 不念 

不案 不極 不死 不粋 不詰 不平 不漁 不在 不練 

不為 不及 不祀 不随 不積 不返 不倫 不貲 不慮 

不移 不朽 不翅 不筋 不手 不弁 不例 不夜 不証 

不韙 不許 不二 不是 不弟 不辨 不霊 不欺 不埒 

不軍 不孝 不次 不正 不悌 不便 不礼 不染 不俗 

不一 不況 不治 不斉 不貞 不法 不廉 不明 不同 

不入 不恭 不慈 不省 不逞 不卜 不労 不孝 不時 

不淫 不教 不測 不清 不敵 不睦 不陸 不耕 不輸 

不会 不軽 不識 不勢 不典 不凡 不直 不純 不信 

不壊 不玉 不熟 不整 不腆 不犯 不禄 不賢 不稽 

不易 不均 不悉 不屑 不伝 不磨 不和 不言 不相 

不益 不虞 不輸 不舌 不等 不摩 不破 不意 不雅 

不縁 不遇 不受 不宠 不撓 不味 不分 不君 不住 

不応 不屈 不粛 不全 不動 不満 不弁 不告 不急 

不穏 不敬 不熟 不善 不通 不間 不辨 不偏 不道 

不仮 不景 不出 不増 不徳 不味 不惑 不辜 不老 

不可 不継 不順 不足 不読 不妙 不渡 不即 不精 

不嫁 不経 不醇 不息 不届 不眠 不好 不訳 不角 

不和 不芸 不正 不測 不形 不向 不期 不辯 不稼 

不課 不決 不生 不揃 不慣 不滅 不真 不開 不忌 

不改 不月 不肖 不存 不馴 不面 不粋 不参 不定 

不諧 不見 不承 不遜 不二 不毛 不合 不乱 不浄 

不快 不虔 不招 不断 不入 不持 不器 不通 不当 

不害 不減 不祥 不退 不忍 不文 不食 不揚 不乙 

不確 不閑 不勝 不第 不佞 不問 不軌 不類 不住 

不覚 不虚 不詳 不鯛 不燃 不聞 不著 不仲 不振 

不学 不悟 不請 不平 不納 不予 不売 不党 不階 

不刊 不語 不定 不確 不能 不夭 不智 不適 不戦 

不勘 不好 不浄 不嗜 不買 不用 不興 不敗 不休 

不堪 不考 不常 不達 不働 不要 不潔 不空 不忠 

不感 不行 不情 不頼 不発 不熔 不運 不会 不作 
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不眼 不幸 不調 不為 不美 不落 不盗 不勤 不利 

不帰 不合 不食 不断 不備 不理 不具 不規 不当 

不起 不功 不職 不知 不評 不離 不抜 不妊 不倚 

不諱 不座 不印 不着 不拍 不律 不覚 不借 不日 

不羈 不才 不臣 不調 不便 不立 不飾 不間 不発 

不義 不材 不進 不直 不憫 不流 不溶 不幸 不仁 

不羇 不罪 不寝 不沈 不愍 不了 不逮 不庭 不策 

不儀 不様 不審 不珍 不敏 不良 不締 不群 不实 

不朋 不変 不遍       
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付表 3-3 同形語の意味分類 

タ

イ

プ 

語形 

则出

例年

代 

タ

イ

プ 

語形 

则出

例年

代 

タ

イ

プ 

語形 

则出

例年

代 

タ

イ

プ 

語形 
则出例

年代 

◎ 不満 611 △ 不便 999 ◎ 不許 1343 △ 不妙 1783 

○ 不退 625 ○ 不意 999 ◎ 不賢 1358 ◎ 不稽 1783 

◎ 不幸 703 ○ 不当 999 ○ 不直 1375 × 不分 1813 

○ 不实 718 ◎ 不遜 1001 ◎ 不臣 1375 ○ 不詳 1814 

○ 不熟 718 △ 不調 1014 ◎ 不腆 1415 ○ 不期 1822 

○ 不道 718 ○ 不具 1016 ◎ 不潔 1422 ◎ 不庭 1827 

○ 不逞 718 ○ 不言 1018 ○ 不安 1428 ○ 不適 1835 

◎ 不次 718 ◎ 不堪 1050 ◎ 不佞 1428 ◎ 不雅 1836 

◎ 不第 718 ◎ 不敵 1050 × 不淫 1455 ◎ 不刊 1836 

○ 不易 721 ○ 不群 1060 ○ 不著 1455 ◎ 不純 1847 

○ 不徳 723 △ 不覚 1068 ◎ 不及 1455 × 不極 1850 

○ 不材 751 ○ 不同 1073 ◎ 不悉 1455 ◎ 不凡 1856 

◎ 不帰 751 ○ 不肖 1079 ○ 不利 1477 ◎ 不整 1864 

◎ 不軌 751 ◎ 不吉 1099 ○ 不時 1478 ◎ 不逮 1868 

◎ 不才 751 ◎ 不快 1101 ○ 不毛 1530 ○ 不抜 1868 

× 不儀 757 × 不階 1120 × 不精 1534 ○ 不忌 1869 

◎ 不惑 757 ○ 不食 1120 ◎ 不類 1535 ○ 不屈 1869 

△ 不義 758 ○ 不諧 1120 ◎ 不測 1575 ○ 不韙 1869 

○ 不虞 759 ○ 不作 1168 ◎ 不合 1590 ◎ 不君 1869 

○ 不貲 759 ○ 不明 1169 △ 不功 1595 ◎ 不撓 1869 

◎ 不敬 759 △ 不犯 1180 ○ 不治 1604 ◎ 不諱 1869 

◎ 不穏 793 ○ 不通 1181 ○ 不順 1604 × 不廉 1871 

◎ 不朽 797 ◎ 不備 1181 ○ 不離 1604 ○ 不職 1871 

◎ 不信 797 × 不請 1184 ◎ 不効 1604 ◎ 不辜 1871 

○ 不定 824 ◎ 不屑 1184 ◎ 不即 1604 ○ 不朋 1872 

◎ 不羈 827 × 不勝 1188 ○ 不美 1625 △ 不省 1874 

○ 不宠 831 × 不器 1219 × 不形 1650 ◎ 不均 1874 

○ 不祥 833 △ 不興 1220 ○ 不二 1650 ○ 不正 1875 

○ 不理 833 ◎ 不尽 1225 ◎ 不恭 1650 ◎ 不夜 1877 

○ 不孝 835 × 不閑 1232 ◎ 不禄 1662 ○ 不在 1879 

○ 不日 835 ◎ 不律 1250 ○ 不霊 1676 ○ 不振 1881 

◎ 不存 879 ◎ 不忍 1252 ◎ 不息 1676 ○ 不問 1882 

○ 不遇 900 ○ 不悟 1253 ○ 不好 1678 ◎ 不慣 1884 

◎ 不翅 900 ○ 不是 1253 ◎ 不情 1681 ◎ 不磨 1884 

○ 不敏 917 ○ 不智 1253 △ 不慈 1707 ◎ 不等 1889 

○ 不和 917 ○ 不要 1253 ◎ 不弟 1707 ◎ 不祀 1890 

○ 不法 927 ◎ 不可 1253 ◎ 不急 1713 ○ 不起 1895 

○ 不用 935 ◎ 不休 1253 ◎ 不悌 1716 × 不達 1898 

△ 不審 940 ◎ 不見 1253 ◎ 不一 1717 △ 不倫 1903 

○ 不善 940 ◎ 不識 1253 ◎ 不借 1717 ◎ 不俗 1915 

○ 不足 940 ◎ 不学 1253 × 不算 1720 ◎ 不虔 1928 

○ 不浄 974 ◎ 不常 1257 ○ 不文 1722 × 不手 1933 

◎ 不仁 984 ○ 不了 1260 △ 不勤 1739 △ 不落 1968 

× 不行 999 ◎ 不平 1275 ◎ 不良 1749 
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