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漢字は敵か味方か 

1. 言葉と文字

   言葉とはまず音声による意思の伝達方法で、そのあとに文字がついてきた

と考え ます。 そこで今日はパワーポイントを使わず音声のみでの話とし

ます。  実はこの音声だけでは分かりにくいという事が問題です。 

2. 意志の伝達

3. 漢字

4. 外来語

5. 日本語の国際性
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1. 言葉と文字

まず言葉（音声）があって、それから文字が出てきたと考えます。 

ジェスチャーは伴っていたかもしれません。それは自然なことでしょう。 

音声がいかに重要かは、弁士のいない無声映画を見れば理解できます。 

ラジオ放送は音声だけで完全に理解できます。それはそれなりの配慮をしてい

るからです。 また音声は感情の伝達をもします。 その最たるものは音楽です。 

声楽はもちろん、楽器を伴えばさらに効果は絶大で、人々を感動させます。 

ところが音声だけで伝えようとすると、日本語は問題があり、一工夫する必要

があります。 例えば、テレビ放送で「政府の試案、試みの案によると・・・」な

どと言っています。 これは文字（漢字）を教えているのです。外国語にこのよ

うなことがあるでしょうか。 

では日本でなぜこのような事が起こるのでしょうか。 それは漢字が分からない

と意味が分からないからです。 ビジネスにおいても日本人は必ず名刺交換をし

ます。 名前は漢字を見ないと正確には分からないからです。漢字を見ないと安

心できません。名前を覚えるのも漢字を記憶するわけで、音声での記憶は苦手で

す。 その影響か外国人の名前も音声では分からず、綴りを見て発音が分かると

いう事です。 
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日本語の言葉は音声と文字がセットでないと伝わらないという厄介な言葉です。 

その原因が漢字にあります。 漢字は音と訓の二つの読み方があり、さらに別の

読み方があります。 したがって、同音異義語がたくさんあり、漫才や落語、お

笑いのネタになります。 おやじギャグを作る助けにもなるでしょう。 

漢字の理解なくしては、日本語の正確な理解はできない仕組みになっておりま

す。 本来言葉は音声だけで正確に意思を伝えることが出来なければいけないの

ではないでしょうか。 地球上にはまだ文字を持たずに音声だけで暮らしている

人々もまだいるかもしれません。 文字が出来るまでは、重要なことは口述によ

る伝承で残されたと思います。 

また文字にしても日本語は特異な存在です。 

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの四種類の文字を同時に使います。 

文章の中に NHK と出てきても何の違和感もないでしょう。 このアルファベッ

トとカタカナにより外来語が自然な形で日本語にどんどん入ってきます。 

それだけ表現が豊かになる、多様な表現が出来る、とも言えますが、混乱して

いるとも言えます。 
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2.意思の伝達  

意志の伝達方法は言葉であります。音声です。 ジェスチャーもありまが 

これは、共通の言葉を持たないとき、あるいは音声に伴う副次的な特殊なもので

す。 先ずジェスチャーですがわれわれは手で〇×を作り離れた人に知らせます。 

しかし、これは〇×の意味が分からないので外国人には通用しません。 船から

の荷揚げ作業では、ジェスチャーが使われていました。 ジェスチャーの意味は

きちんと規定されているわけですが、国により習慣的な違いがあり厄介な事です。 

また特別な意味を持つことも多く、誤解の元になりかねません。 

今はジェスチャーではなくトランシバー（音声）でやっているようです。 

 １９６４年の東京オリンピックでは初めて絵文字（図記号）が用いられました。 

これは象形文字からの発想で日本人には理解しやすいでしょうが、外国人には当

初戸惑いがあったと思います。 例えば非常口の絵文字は出口ではなく入口に見

えるとか、案内所を「？」とするか「i」とするかなどです。 

 意志の伝達には文字があります。 代表的なものは台風時の駅の掲示板でしょ

う。 音声もジェスチャーも今では簡単に録音、録画、再生できますが、手紙、

メールなどの特徴は文字が紙に記録されて残るという事でしょう。 したがって

何回も読み返すことも可能で簡単です。 
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最後に、意思の伝達の元である音声です。 紙も道具も要らず簡単に発声できる

ことです。 また時間当たりの情報量も多く、感情も伝わります。 手紙やメー

ルではなく電話で話したい、声を聴きたい、という経験があると思います。 

音声にも問題はあります。 アクセントとイントネーションです。 また方言

と共通語（標準語）という問題があります。 これはどの国の言葉にも共通する

問題でもあります。 

広大な中国では地域によって発音が違うので、テレビ画面には必ず字幕が出ま

す。 漢字を見れば問題なく内容が理解できます。 

南京で仕事をしていた時、会議に北京語と上海語の通訳が参加したことが印象に

残っております。 

3.漢字

先進の文化文明国である中国から文字（漢字）が入ってきました。 

これと同じ意味の和語（音声）を対比させて音読みと訓読みが出来たと思います。 

ここに日本語を複雑にした根源があります。 先に述べましたが、漢字が分から

ないと音声だけでは理解できないことになります。 欧米語は言葉（音声）を記
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号であらわしたものを表記して文字としております。 したがって、音声だけで

意思伝達が可能となります。 それはどのように綴りますか、というのは別の問

題でしょう。 欧米文字は表音文字、日本の文字は表意文字と言われています。 

 日本人は４万から５万の語彙を知らないと、日本語を十分に理解できないそう

です。 一方、欧米語は約１万から精々2万語で、十分理解できるという事です。

（この語彙数についての論議は、ここではしない事にします） 

そこで日本語では読めない漢字がある、読めても書けない漢字があり、手紙を

書くときは確認も含めて辞書が必要になります。 一応の教育を受けた成人が辞

書を片出に手紙を書くとしたら、欧米人はその国語力をいぶかるでしょう。 外

国人で辞書使っているのを見たことがありません。 必要ないということです。 

欧米語は記憶できる範囲内の語彙で事足りるという事になります。 

 このような膨大な語彙を使っているので、日本語は細かい豊かな繊細な表現が

可能となり、日本語の優れた点の一つだと主張する人もいます。 

中には普通の人が知らないような漢字や熟語を引き出してきて使うような人もい

るようです。 主に文筆家などに多いように思います。  

技術文や単なる報告文は少ない語彙で十分事足りるが、文学作品などはそうはい

かないという主張です。 
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果たしてそうでしょうか。 では欧米の文学作品は語彙数不足で表現力に乏し

いのでしょうか。 そんな事はないはずです。 

例えば虹の色の数は国によって違い、８色から２色まであります。 日本は７色

だとされています。 教科書などでアメリカとイギリスは６色とされています。 

ではイギリスは日本より表現力が乏しく、豊かな表現はできないのでしょうか。 

２色というのは驚きですが、明るい色と暗い色の２色だそうです。 古くは沖縄

でも２色とされていたそうです。 

 これらは文化を背景にしており、日本では海藻の種類はたくさんありますが、

海藻を食べないところでは海藻だけとなります。 同じく日本では鶏肉、豚肉、

牛肉で事足りても、欧米では肉の部位を細かく分けています。 

エスキモーでは雪の種類と氷の種類がたくさんあると聞きます。 

語彙がたくさんあれば、あるほど高級な言葉であり豊かな発想、表現が出来ると

いう事はありません。 

 「あの女」とかいて「あのひと」と読ませることや、「笑う」と「嗤う」を区別

する必要があるでしょうか。 「とる」にはたくさんの漢字がりますが、もっと

少なくても良いのではないでしょうか。 添付資料 1参照 

 漢字発祥の地、中国でも漢字の問題は、悩みの種だったようです。 
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かつて毛沢東は漢字廃止を考えたそうです。 しかし実施には至らず、ピンイン

（pinyin：アルファベットの発音記号）で漢字の発音の統一を図ること（北京語）

に留まり、漢字については簡略体を作り負担を軽くしました。 これにより識字

率の向上につながりました。 どう云うわけか台湾では昔のままの繁体字を使っ

ています。 

 ベトナム（越南）では漢字を基盤としたベトナム語から、フランスの植民地で

あったことからアルファベット表示（表音文字）に切り替えました。 

現地で聞いたところ識字率が格段に向上したとのことでした。 

 韓国は漢字が使われていた時がありましたが、偉大なる文字の発明と称してい

るハングルに完全切り替えをしました。 しかし最近では漢字復活論も起きてい

るようです。 過去の資料とのつながりが切れたことが問題の一つのようです。 

これはベトナムにも言えることでしょう。  

最後に日本ですが、漢字字体の簡略化、ローマ字化、英語公用語化などが過去

に何回も論議されております。  

 独裁主義の中国でさえ漢字を捨てることが出来ませんでした。 日本において

も漢字から離れることはできません。 ではベトナムと韓国はなぜ漢字から離れ

ることが出来たのでしょうか。 台湾も繁体字を簡略🈑にする機運はないのでし
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ょうか。 

しかし漢字にもメリットがあります。 

漢字には言葉を自動的に分類してくれる機能があります。 これは自然に無理な

くできるところに大きな特徴があります。  

例えば「血」という漢字があれば、血液、血管、輸血などはすべて「血」に関す

る言葉と自然に分類理解できます。 また「液」とか「管」、「輸」など漢字の組

み合わせでその意味も難なく推測できます。 これらの医学用語が、もし全部オ

ランダ語のカタカナであったら、語と語のつながりは分からず、別々に覚えなけ

ればなりません。 

 先進の学問にしても、明治の人たちが漢字に翻訳してくれたおかげで大いに助

かっています。 心理学、倫理学、哲学、科学、社会、共和国など、カタカナ語

であったら意味の推測はできません。 これら日本で生まれた言葉は逆に中国に

渡っています。 その数は約 3,000 語あるという事で、これなしに中国語は成り

立ちません。 国字と称する日本で作られた漢字もあります。 峠、畑などが国

字です。 添付資料 2 参照 

最近子供の名前で漢字を自分勝手に読んでほかの人には読み方が分からない

例が多くなっています。 文字の社会性を考えると問題ではないでしょうか。子
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ども達が成人した頃困ることはないでしょうか。本人が困るか、社会が困るか、

あるいは漢字はどうでもよくて、音声だけが分かればいいという世の中になって

いるかもしれません。 

漢字には書き順がありますが、これを重視しているのは小学校だけで、中学、

高校と進むにしたがって軽視されるようになり、大学や社会に出ればどうでもい

い状態です。（小学校では重視する必要があります） 

外国人への日本語教育でも書き順は問題にしておりません。 書きやすい事が

第一で読むことが出来ればよいと考えています。 「す」、「ち」、「ま」「き」など

は横棒を後に書きます。「う」も「え」も点を後に書きます。「ｔ」とか「i」 の書

き順でしょう。 書き終わると書き順は分かりません。添付資料 3参照 

日本人でも「右と左 必ず 飛ぶ」などを正しく書く人が何人いるでしょうか。 

こうなると、跳ねる、止めるなども、どうでもいい事になります。 

 活字の中には変なものがあります。「人」と「入」です。 「人」は物理の記号

などに出てくるラムダ「Λ」を書きます。 「入」はラムダを書き次に横棒を上

に書きます。 「さ」や「き」もおかしいです。 この活字はなんとかしたいも

のです。  ここに日本語には正書法がない、という事も問題です。 

（正書法：orthography： 語を綴る際の正しい綴り方、正字法ともいう） 
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 最後に「漢字とひらがな」について書家の石川九楊氏は NHK=G テレビで次の

ように述べています。（2014-01-30） 

ひらがな語は水平方向の面の広がりを与えるが、漢字語は垂直方向に広がる。 

したがって、漢字力が弱くなると日本語は衰退する。 

日本語 

漢字語 

 

 

ひらがな語 

漢字こそ日本語の命だという事です。 

 

 

 

4.外来語 

 日本語は言葉の中にいくら外国語が入っても問題のない言葉です。 外来語は

ふつうカタカナで書きますが、アルファベットで書いても全く問題はありません。 

 かつてハワイへの移民日本人が英語を日本語のテニオハでつないで話していた
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と聞きました。 次のような感じではないかと思います。 簡単な内容ならこれ

で英語として通用するのかもしれません。  

Tomorrow の evening に youの house へ visit OK？ 

中国人が、私 明日 夕方 あなたの家 行くの事 OK か。と言っても一応理

解はできます。 これはかつて日本人が漢文（中国語）にヲコトテン＊を付けて

日本文として読んだことと相通じるように思います。 

（＊漢文訓読で漢字の読みを示すため、字の隅などにつけた点や線の符号） 

外来語は入ってくるというより日本人が積極的に入れているのではないでしょ

うか。 これは今までにないものである、新しい仕組みである、新しい概念であ

る、といったことを強調したいために、今まで使っていなかった言葉を使いたい

という事ではないでしょうか。 コピーライター、ファッション界だけでなく行

政もカタカナ語をたくさん使う傾向があります。 今までになかったといいうこ

とを言いたいときカタカナ語（外来語）はこれにうってつけの言葉でしょう。 ま

た海外から入ってくる情報に使われている原語が翻訳する時間もなく直接入って

きてそのまま使用されることになります。 映画や音楽の題名がいい例です。 

月刊、週刊の雑誌の表題もアルファベットをそのまま使う有様です。 

企業のキャッチフレーズも英語が増えています。 
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新聞の株式欄を見ると、カタカナとアルファベットが多いのがよく分かります。 

意図する所は、目立ちたいという事か、グローバル化と言いう事か、その両方で

しょう。これを止めることは出来ず、ますます加速されるでしょう。 

今までなかったこと、例えば IT（情報技術）やコロナ禍では新しい言葉がたくさ

ん生まれます。 

添付資料 4参照 

  

新聞の株式欄を見ると、カタカナ社名のなんと多いいことか、アルファベットも

増えています。 富士重工業より SUBARUのほうが良いという事です。 

 カタカナ語の増加はどのように評価すべきでしょうか。 

 

 

 

 

 

5.日本語の国際性 

 日本人から考えた場合と外国人から見た場合の二つの見かたがあります。 
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先ず日本人からの考えでは、観光立国を目指して訪日観光客４，０００万人を目

標としていますが、問題点はないでしょうか。 

鉄道の駅や町の地名はローマ表示が進んできたでしょう。東京は五輪で大阪は万

博でさらにグローバル化への対応が整備されるでしょう。 人のほうも外国人慣

れしてきて対応は良くなるでしょう。 

大学も英語で授業が受けられるとか、立命館アジア太平洋大学（APU）などは

成功例の一つでしょう。 

先にも述べましたように今や英語は事実上の世界共通語になっております人やあ

の誇り高いフランス人でさえ英語を話しています。 学術論文などもどっちみち

最終的には英語にしなければならないとなると、最初から英語で書いたほうが、

手間が省けるという事になります。IT技術の進歩により自動翻訳が進むと様相は

一変するかもしれません。 しかし当面は従来の対応が求められます。  

 

次に日本に来る外国人の側から考えてみましょう。 その一つに外国人の日本

語の学習があります。そのガンになっているのは漢字です。   

漢字で学習意欲を削がれるのは次のような点です。 

   ・画数の多い漢字はどこから書いたらよいのか分からない。 
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   ・読み方（音声）が一つではない。 

   ・習得に時間がかかりすぎる。 

では、アルファベットで日本語を教えたらどうかという事になります。 結論か

ら言いますと、これはうまくいきません。 実際にローマ字のテキストを作り、

やってみましたが失敗でした。 （日本語ローマ字テキスト参照）  

なぜなら、今現在日本語がアルファベットになっていないからです。 ちょう

どエスペラント語と同じです。 エスペラント語が世界共通語として優れていて

も、どこの国でも使われていないから世界の共通語にはなりません。 

一番の問題点は過去とのつながりが切れてしまう事です。 過去の事例（判例）

が分からなくなります。 韓国ではハングルにしたことでそのような事が起こっ

ているようです。 古典の理解も全くできなくなるでしょう。 

 結局、日本語の意思疎通は言葉（音声）の背後にある漢字（文字）抜きにはで

きないと云う事になります。  

高級な言葉（難しい言葉）では欧米語でも、その背後にラテン語とかギリシャ語

の存在があるようです。  

 漢字については、中国が日本以上に悩んでいるかもしれません。 

中国の台頭、GDP世界 2位、日本の 3倍くらいになっています。 経済はまだま
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だ発展するでしょう。当然中国語学習者も増えていきます。 中国語を知れば経

済的メリットを受けるからです。 

漢字がなくなることはありません。 しかし日本語にとって、この厄介な漢字と

どのように付き合っていけばいいのでしょうか。 

☆
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