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l.初吟に

日本語教育現場では､学習者が必ず日本語の表記に関心を持ち､それについての質問が

絶えないO教師は専門家でもなけれ坑 場合によ-3-では遺覇を答に悩んでいることもある｡

本稿では､学習者､教師を問わず､日本語の表記の理解はもう少 し広い視野をもって試み

ることが必要であると信 じて､以下のテ､-マにしたO

東西を問わず､さまざまな表記体系の発達は､過去から現在までいかにもより原始的な

段階からより優れたより進んだ段階へという一方通行の道をたどってきたかのように説か

れてきた05本語教育もその例外では射 ,･扶 配外国語大学覇の ArieW達ictioTiaryC･f

kanj且を参照)Oこのような見方には潜在的にrghマ字あるいはより正確に言えばそれを

産んだ西洋文化を優巌と見なす見方が含まれて<V,1るような気がするOさらに､このような

考え方を裏返せば､日本y=_,言語学者の山部が悲境している漢字優親藩というものがあげら

れる｡

本稿ではどちらの見方にも賛成できない｡表記はどの文化を見ても､その文化を規定す

る--要田として､その文化と密接に関わる存在である｡さらに､表記tj77'善し悪 しという次

元とは関係無く､ある歴史的な状況で､ある文化にもたらされた表記は､よほどの尭きな

社会的 や歴史的 ｢切れ百｣がなければ､変化も､進歩もしにくいものである｡効率という

理由だけである表記体系を捨て他の表記体系に変わった例もなお希有であるL,

以降､さきに述べてしまった結論を簡単に裏付けていきたいと思う｡

2事表記の発展

2.0 Gelb(11963)は表記の発達において大きく二つの段階を区別しているO狭義で

の表記 (pbonography-表音表記)の前の段階として､semasiography-意味表示のさまざ

まな試みがある｡Gelbのこの区別はすなわち､ある表記体系がある特定のレベルの言語単

位を表すか､それともそれ以前の､より漠然とした意味を連想させるかということを意味

するOここでは､意味表示の段階を考察の対象としないO表音表記は言語学的により厳密

に､二種類のものに分けられる｡その分類の基準はHaas(1976)が指摘 したように､基本

的に､表記用の記号が言語のどのような分節単位 (segmentunits)を表示 しているかに還

元される｡意味を直接限定する言語要素のレベルで成立する表記体系は pleremlCといい､

意味を区別する言語要素のレベルで成立する表記体系は cenemiCという (Haas1983)｡

言うまでもなく､この区別はさらに Martinetの有名な言語単位の二重分節説と重なってい

る｡連続した言語 [所産]は意味を中心とする第一次分節でまず､意味のある単位 (譜､

より厳密には形態素)に分割される｡これらの単位はさらに､第二次分節で､意味を区別

する単位 (音声または音)に分割される｡

歴史的に見て､表記も､この二重分節をたどったようである｡最初の表記体系のこころ

みは､第一次分節の意味のある言語単位を直接記号であらわそうとした｡
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たとえば､シュメー)lJのくさび型文字､エジプトの聖刻文字､漢字という三つの表記体

系では初期の段階において､漢字でいう ｢象形文字｣ (たとえば ｢馬｣､山､ ｢日｣など)

にあたる原理で作られた文字が数多くある｡この段階では文字記号は直接意味を持つ言語

単位を表示 しているので､表意文字という呼び方も用いられている｡が､これらの文字は

数学の記号のように､抽象的な意味､特定の言語とは無関係の意味をあらわすのではなく､

ほぼ､Martinetの第一次分節の段階で得られる言語単位をあらわしているので､ ｢表語文

字｣という呼び方がより適切である｡

表記体系が pleremicなレベルの表語文字から､cenemic なレベルの要素をよりた くさ

ん含む表音文字-の移行 4変遷をここで､表記におけるイノヴェーションという0

2｡ 1 表語文字から､表音文字へ｡

まず､用語として表記と表記体系を区別する必要があるO表記は表記用の記号のレパー

トリーという意味で用いるのにたいして､表記体系は､表記というレパー トリーをもとに

ある特定の言語を書き記すための記号体系とする｡たとえば､漢字という表記をもとにで

きた中国語､日本語､朝鮮語､ベ トナム語などのさまざまな表記体系があるO従って､イ

ノヴェーションは常にある特定の言語の表記体系で起こるわけである｡シュメール､エジ

プト､中国の最初の表記体系は､意味で区切られる第一次分節に属する言語単位を表示 し

たので､その意味で､表語文字と呼ぶことができる｡

最初の表記記号はおそらく象形文字であったoLかし､シュメール語 ･エジプ ト語 ･中

国語の皇宮な語嚢をすべて象形文字だけで表示できるのは不可能であるので､それぞれの

言語で､表記記号を生成するために､同じような強力なメカニズム､すなわち ｢仮借｣

(カシャ)と ｢形声｣が導入された｡｢仮借｣とは､別の同音異謙語を表示するために､あ

る字の音だけを借 りるという手法である｡たとえば､ (諸橋､他 1981:1057) ｢来｣ とい

う字は本来麦の一種を表 した字の音をかりて ｢くる｣ (現代中国語では lai)という語 を表

すのに使われた｡数百年早いシュメールとエジプトでも同じような発展が見られる｡仮借

の導入で､文字ははじめてcenemlCな側面をもつようになった｡いったん､文字と音声が

結びつかれるようになったら､その原理をさらに頻繁に応用することも考えられる｡ しか

し､同じ文字が幾つもの同音異議語を表すようになったら､どの意味で用いられているか

が分かりにくくなるので､意味を区別するために､新しく漢字でいう ｢意符｣ (すなわち

部首)をつける必要になった｡また諸橋､他 (同)の例をあげる｡｢釆｣という字は､

｢爪｣と ｢木｣を合わせた字で､ ｢果実をつみとる ･とる｣という意味の語を表 した｡そ

の昔を借 りて､領地 ･知行所 (釆地)の意味を持つ語を表すようになった｡もとの意味の

語はさらに､ ｢釆｣という字に､ ｢手｣という意符をつけて示唆する工夫がこしらえられ

た｡

シュメ-ルやエジプ トでも同様な方法が用いられた｡ただし､中国語で一形態素が-普

節にほぼ対応するのと違って､一形態素がいくつかの音節に対応する場合が多い｡ したがっ

て､一語あるいは一形態素を表す場合､ ｢仮借｣という方法で､いくつかの表記記号の音｣

が借りられた｡エジプ トでは､表記が導入されてからかなり早い段階で､体系的に音 と対

応する表記記号がその他の､表語文字として使われている記号といっしょに用いられる｡

このように､エジプ トでは､表記体系が仮名のような音節文字の寸前の段階まで発展 して
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きたが､そこで留まってしまった｡ -方シュメールでも ｢仮借｣はつかわれたが､エジブ

T.ほど頻繁ではなかったようであるOシュメール､エジプトFjいずれの場合も､ ｢仮借｣

を伴う多義性を避けるために､漠字でいう ｢意符｣と同様に､意味を限定する表記記号が

付加されるようになった｡

シュメール ･エジプ ト･由画の二′つの蕃言戸虎蕊T,-hいで ｢偏騰E妄言痕飽けj ノT7LT-

シヨンとして見るのであれ坑 せっかくのceTlemicなレベルにたどりついたのに､ ｢形声｣

によってまた pleremicなレベルに逆戻 りしてしまったことを意味するoシュメールとエジ

ブIの表記体系は結局最後まで､豪語文字_音節文字そして意味限定′碍Lyr-I｢意荷 室こi{17

三種類の記号を用いつづけたOこの三種類の記号そのものは形のうえでは異なっていなかっ

たOその結果､はるかに複になって日本でこしらえられ,た万葉仮名と似ているような豪語 一

表音節の混交体系が用いられたわけである｡

中国でも､基本的に同じような発展が見られるが､微妙な点で異なっているoシュメトー -

ル 4エジプトではそれぞれの種類の表記記号を区別なく連ねて番いた0-万､中国では一

種の分かち番きが導入され､-つLrj.形態素を表す表記記号が一定の大きさr}空間で書かれ

るという原則ができた｡形態素ごと示した区切りで､二次的に意味単位を示唆するように

なったわけである｡分かち書きは､ pieTemic なレベル/の要素を示唆するという､言語の

魂粋を音声としての教示から見れば､ 山稜の逆戻りである,J結果として､中国の表記記号

は､山道の大きさを持つ複合記号として､現在まで中国のみではなく､日本を含めてb中

国周辺匡約こも､漢字としての周いられてきたO漢字の構成的面と表示される音声単位をも

とにDeFrancisも1989116jは中国語の湊字体系も､基本的に表形態素 ｡音節

(mGTphos班 abまt:ト､すなわち原理的にce_TlelTLicなしペ)!,,の表記体系として見なす必要があ

ると主張している｡

202 表記が別の言語-渡るとき0

人素が言語を書 くのに届いたもっとも初期の表記体系はしかし､その内部で発展の可能

性をはらみながら､言語の音声的な側面をより簡潔に､より忠実に表すことはなかった.

その理由にあげられのは､文字を利用した社会層がエリー-トに限られたこと､そして､いっ

たんできた表記体系の伝統が非常に変えにくい､すなわち､表記 (を用いる人)の内在す

る保守性である｡

イノヴェーションが起こったのは､表記が他の文化に渡った時点である｡中国語の表記

体系をもとに､朝鮮半島､日本では､朝鮮語および日本語をそれぞれより効率よく表すた

め､吏読および万葉仮名というよりcenemicな要素をより多く含む表記体系が工夫されたO

朝鮮半島では､15世紀に吏読のかわりにハングルが導入され､日本では､万葉仮名がし

だいに現在用いている仮名に変遷した｡

シュメールのくさび型文字も､制服者のアカッド人など､セム語をはなす人々に渡り､

また印欧語のヒッタイト語､古代ベルシア語を善くのにも使われた｡別の文化に渡ったく

さび型文字は､大胆に改造され､一層表音節文字という性格を帯びてくる｡その中でもっ

とも単親なのはウガリット語と古代ベルシア語の表記体系である｡両方とも尭粋な

cenemic なレベルの表記体型で､ウガリット語の表記体系は30の文字 (子音と三つの母

普)から構成され､古代ベルシア語の体系は41文字から構成される表音節 ･表音の文字
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体型である (couimas1989:86-87) ｡また､ウガリフト語の表記体系で､その他のセム語

(アカッド語､フツリ語)も書かれた｡coulmas(同:88)は特にウガリット語の表記体系が､

表記体系が異なった言語に渡るときに､表記記号の形を変えないでも､表記体系の内部に

どれほど大きな徹底 した変化が起こりうるのいい例として挙げている｡

2.3 表音節文字からアルファベット- O

言語を表すためにはじめて､その音声および音素という区別的意味を持つ単位にほぼ対

応する記号を持ったはじめての表記体系はギリシャ語のアルファベットであった｡したがっ

て､多くの西洋の思想家は､このことを西洋の文化の他の文化より優れているという証拠

としてとらえている｡ギリシャのアルファベットまでの文字歴史は最低2000年あった

のに､はじめて､簡潔きわまり､しかも言語の音声を正確に表示できる表記体系を考えつ

いたのは､西洋の文化の元祖であるギリシャ人のすぼらしい才能である､と誇らしげに言

ラ (coluirrlaS､同･159162､による藍判は的確である,io

しかし､実はアルファベットの作成の場合も､表記体系がある言語から別の言語-渡っ

たとき､元の言語の伝統から解放されながら､新しい言語でより使いやす く改造されるよ

うになる､という物語が繰り返される一例である｡

ギリシャ人が借 りたフェニキア文字は北セム語の一つのフェニキア語を記すために用い

られ､その他のセム語の多くの表記体系と同様､子音しか含まない体系であった｡セム語

では､母音の意味を区別するため貢献する度合いが子音に比べて比較的に低いので､子音

だけでも､かなり効率よくその言語を書き表すことができる｡一方､印欧語のギリシャ語

では､母音の意味区別における比重がより大きいので､ギリシャ人は､子音の記号以外､

ギリシャ語のすべての母音を表す記号をこしらえ､新しい表記体系を作ったのである｡

言語の音声をより正確に､しかも小数の記号で効率よく表すことは､言うまでもなく､

ギリシャ人の大きな貢献である｡しかし､その貢献も､アルファベットの寸前の段階まで

来たセム文字の基盤がなければ､不可能であった｡実際､アルファベットより500-6

00年以前､ギリシャ南部 (ミュケナイ)およびクレタ島で LinearBという表音節文字が

用いられたが､ミュケナイ文明が滅びるとともに忘れられてしまった｡その後､200

-300年の空自があってから､アルファベットがこしらえられた｡ここから､新 しい文

字体系の成立および存亡は複雑な社会的 ･歴史的に左右され､それをあまり容易にある文

化の優巌さと結び付けることはあやまりである｡

ギリシャのアルファベットも完ぺきなものではなく､たとえば長母音と単母音の区別 も

/o/､/e/だけで示され､/i/､/a/､/tl/では示されなかったO

ギリシャ文字を元に､エ トルリア文字､ローマ字 (ラテン文字)､グラゴル文字および

キリ)I,文字ができ､その中で､特にローマ字は世界中広く使われるようになった｡

なお､セム語の文字をモデルに､アフリカ､アジアの多くの表記体系ができたが､紙幅

が限られているので､ここでは､それに触れることができない｡

2.4 音素の弁別特徴と文字｡

アルファベットはほぼ音素に当たる言語単位のレベルを表示する､言語の音声をもっと

も直接的に､かつ忠実に表しうる表記である｡しかし､現代の言語学者が音素を発見 し､
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しだいに音素を区別する弁別特徴にいたる数百年前に､i5澄紀半ばころ､朝鮮の世宗主

の命令で､ハングルという表音文字の表記体系が作られた｡ハングルの表記記号一つ一つ

に､調音的分析による当時の朝鮮語の音素の弁別特徴がかなり正確に反映されている.

表記体系として､ハングルは非常にすぼらしいイノヴェーションである｡実際に体系的

にできているので､覚えやすいO優れている表記体系であるoしかし､それまで朝鮮vnJ表

記の主流を占冶ていた漢字はその指導的立場を容易には譲らない.ハングルは吏読および

漢文が使えない無知な民のためにこしらえられた文字として､エリ一日こ軽蔑しっづけち

れた｡寮山家替界対戦後.朝鮮民主主義.ALL崖黄触回では湊字は療止されたが､大帝民琶で

は今でも､中国の外来語の一部は漢字で書かれている.｡

したがって､ハングルの例でも見たように､ある言語 .文化の伝統の率では､表記体系

がいったん定着してしまえば､その改造あるいは改革は極めて困難である｡､日本語の表記

体系の明治以降の改革をめぐる論争および実践もそれを裏付けているO

3也Piere壬1ijlをレベ ルへの逆流

もっとも廉粋な表音文字といえば､国際表音文字 (三PA)のような言葉の専門家集団だ

Fjjが用いる表記体系である｡が,この文字で曹かれた母語を見れば､たいへん分か机こく

い表記であることが分かるo表音文字の性格が強いア,n/J7ァペ-Jl,;トも七表音節文字も､長

年の使用の手垢がつくと､純粋な書 く音素)および音節の表示から遠ざかって行く｡

もっともいい例は英語である｡すでに述べたように､分かち書きの導入で言語の意味的

単位が二次的に表示されるようになったことで､i{iei-emicをレベルへの逆戻 りが起こ鋸i

じめた｡これに､歴史的綴りかたが加わると､-一字 と音 ト 音節l,,という鶴舞な音声文字

の原理も崩れはじめ､文字体系全体が一層､pleremicなレベルに逆戻 りしてしまうO英語

の綴 りを見れば､英語の表記体系を趣端に一種の表語文字として見なすこともできる｡む

ろん､その基礎はアルファベットであることも忘れてはいけない｡

しかし､歴史的綴りだけが表記体系の純粋さを乱すくせものではないOスロヴェエア語

のように､その表記体系の標準化が比較的最近 日 00年一一数百年前)行われた言語の多

くで､綴り方の基準になっているのは音そのものではなく､形態素を意識しているO同じ

形態素が異なった環境で発音が幾らか変わってきても､いつも同じように綴 られるという､

形態素が一目瞭然認定できるために導入された工夫である｡

4.おわりに

以上から､表記の発展は､pieTemicからcenemicへの一本道ではないということが分か

る｡ CenemlC な要素を基盤とする表記体系でも､時間がたつにつれて､ pleremicな要素

も再登場する｡この現象の原因は､表記体系の使いやすさと関係 している｡表記体系には

｢書く｣と ｢読む｣という二つの側面がある｡善くのには､なるべく親則正しい､簡潔な

表記体系がいい｡しかし､読みやすさのための条件は正反対である｡語と語のあいだの区

切 りが明確で､同音意義語の区別が示唆されていなければならない｡歴史的綴 り方で､体

系の簡潔さと規則正しさは失われ､書きやすさが損なわれてくるが､一方､同音意義語の

区別などがより明確になり､読みやすさが増してくるので､バランスがある程度保たれる

のである｡
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申告語の表記体系､日本語の表記体系がそれぞれかなりの程度 pleremiCな性格 をその

まま保ってきた理由も､伝統の強さのほかに以上に述べた ｢読む｣側面の便宜にあると思

われる｡

したがって､表記体系を機能的にとらえることで､表記体系の比較は単純な優劣関係に

終わらないで､より意義ある文字言語一般の理解につながるべきであるO さらに､表記体

系の横能の理解の上ではじめて､意義ある表記改革も可能になる｡

最後に､外国語としての日本語教育では､しばしば､表記が軽視されすぎるためか､ま

たは重視されすぎるためかで､日本語教育全体の効率が悪くなる｡教師がいわゆる常識の

範囲を超え､漢字 ･仮名からなる日本語の表記体系の言語学的 ･認知的基盤を理解する努

力をすることが､より効率のいい日本語教育の必要条件の一つに違いない｡
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