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1 漢字四字成語の流通と受容
四字成語は東アジア漢字圏の智恵と文化を凝縮する表現形式のひと つであり,簡潔で口調の
良い言語形式とあいまって漢字圏に広く流通する.四字成語の総数はその定義と準拠するデータ
の性質により諸説あるが,出現頻度自体は高くなく,5 万語中では 8％弱,1 万語では 0.2％程度であ
る[2011 姜柄圭].このうち常用成語は頻度 100 回が 2200 条で全体の 85％を占め,1000 回以上の
高頻度成語は 110 条で 2 割弱に過ぎない[同上].現代中国語の常用成語は 2000-3000 条と見なせ
よう[2007 劉長征他].出現ジャンル別では通俗・古典文学から翻訳物まで小説類での四字成語使
用が８割近くを占め,新聞が 2 割とそれに次ぐ [2011b 砂岡和子他].
四字成語は韓国や日本にも伝わり,当地の言語文化と接触と受容,変容を繰り返してきた.中国
語は孤立語系統に属し,語と語の意味関係による結合規則が統辞法を左右する.中国語の四字成
語は意合結合の縮図であり,日本語や韓国語など膠着語系言語に見られない多様な句構成があり,
品詞機能も動詞,名詞を主体に豊富である【表 1】

.
【表 1】中国成語句構成と品詞機能

【図 1】中日韓トップ 20 成語

対して日本語の四字漢語は 2 字＋2 字の緩い連合形式から成るものが全体の 90 パーセント以
上を占め,一語としての凝縮力が弱い1.このため単語としての統辞機能も極めて制約を受け,二字
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[1974 野村雅昭]の調査は約 19 万新聞語彙の四字漢語全体についてであるが,日本語四字成語にも当ては
まる特徴と言える.

漢語や三字漢語と比べサ変動詞や形容動詞の語幹になることが少ない2.日本語の四字成語は中
国語の窮屈な統辞制約を逃れ,母語に適した表現法へと活路を開いた.例えば中国語四字のうち
基幹 2 字だけ残し,“自相矛盾”を“矛盾”に,“完璧歸趙”は“完璧”に,“画蛇添足”を“蛇足”
に,“杞人憂天”は“杞憂”といった軽量化と脱典故化で日本語での受容力を強めた.また“三顧
の礼（中国語原文は“茅廬三顧”）”
“枚挙にいとまがない（中国語原文は“不勝枚舉（不可枚舉,
不遑枚舉とも）”
“多士済々（中国語原文は“多士済済）”のように日本語語順や平仮名など漢字
以外の文字種が混在する.このため日本語の成語は形式上,異形や類語が極めて多く[1982 宮地
裕],定義や中国語との同定が困難である.韓国語の成語も同様の傾向を示す[2011 姜柄圭].
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中台英韓日マルチリンガル成語辞典の編纂
現在筆者らは国際共同プロジェクト「東アジア歴代語言知識庫」の一環として,中台英韓日マ

ルチリンガル成語辞典を構築している.編纂作業は主に[第一段階]中国 ,台湾,韓国,日本の各地域
を代表する現代言語コーパスからそれぞれ常用の中国（由来）の成語を抽出し,[第二段階] 中台
韓日で重複率の高い成語約 2000 語を選出,[第三段階]で成語の百科知識と各種言語情報を付与
し,[第四段階]で英語,韓国語,日本語に翻訳,マルチリンガル中国成語辞典として Web で公開する.
筆者[砂岡]は日本語常用成語選定と中国成語とのマッチング作業に BCCWJ を利用する.
辞典の本体は北京大学計算言語学研究所（PICL）開発の「成語知識庫」で,同所の『現代漢語
語法信息詞典』の成語 5000 条を核に「人民日報」ならびに『成語大全』『学生成語詞典』など
中国出版の代表的成語辞書 5 冊から 3 万項目余の現代中国語成語を収集し,成語の頻度情報,語法
属性,品詞,異形,類語,反義語,典故,釈義など 16 種の言語属性を記したコーパスである[A 北大三萬
詞簡體成語庫] [2010 王雷].これを台湾で使われる繁体字に変換校正し[A’北大三萬詞繁體成語庫],
台湾中央研究院のバランスコーパスと照合して台湾地域常用成語約 1 万語をリストアップした
[B 台灣中央研究院平衡語料成語庫]3.さらに台湾教育部公布の成語データから台湾香港地域の常
用成語約 1 万語を抽出した[C 台灣教育部成語詞條].
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中日韓成語マッチング作業
中国語成語の使用頻度は依拠するデータのジャンルで大きく異なる.[A] [B] [C]はともに中国

成語であるがトップ 20 語に共通の成語はない.韓国[E],日本「名大成語」4は更に異なり,5 種デ
ータベース共通で比較的上位の成語は“自由自在”
“流言蜚語”
“傍若無人”
“臨機応変”
“百発百
中”
“虎頭蛇尾”
“千篇一律”と極少数に留まる【図 1】.そこで [A] [B] [C] 各データベースから
3 者の重複回数が高い中核となる成語 3000 語を抽出し,各原表の ID を付し,重複回数に応じ 4 レ
ベルに分けた[D 三千核心成語庫].韓国,日本チームは[D]を参照し,それぞれ韓国国立国語研究院
世宗コーパス[E 世宗成語庫],現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）を基準に[F BCCWJ
成語庫],各地域の常用成語を選別抽出する.
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同上 pp 44「周章狼狽（～スル)」
「一知半解（～ダ)」などは例外的な存在とする.

3

抽出には台湾研究院院士の鄭錦全教授の手を煩わせた.
当時 BCCWJ を利用できなかったため,名古屋大学佐藤理史研究室「基本慣用句五 種対照表」所収常用成
語を利用.
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【図 2】中国頻用成語[少納言]検索
4

【図 3】学生不知成語[少納言]検索

BCCWJ による日本語成語の検索
日本語成語とのマッチング作業に先立ち,日本語での頻出ジャンルを特定するため,BCCWJ 検

索器「少納言」で[D]の重複回数が 4-3 回ある高頻度中国成語計 2005 条を手作業で検索を試み
た.日中成語の表記の完全一致は期待できず,「少納言」検索では日中台の字体の違いを含め異形
での検察も行なった.例えば“不思議（中国語原文は“不可思議”）
”“興味津々OR 興味（中国語
原文は“津津有味”）
”
“背水の陣 OR 背水（中国語原文は“背水一戰”
）
”など,部分一致は自動抽
出の後,人手で選別が必要となる.結果は中国成語 2005 条の内,ヒットした日本成語は 211 個（重
複回数 4 回が 74,3 回が 126）で全体の約 10％に過ぎないが【図 2】5,「書籍の文学,社会科学,
歴史」で 9 割をカバーすることが判明した.日本語成語の多出ジャンルをほぼ特定できたため,次
に BCCWJ 本体（DVD 媒体）で半自動によるマッチング作業に移った.被検索語は北京大学 8000
語と後述の名古屋大学佐藤理史研究室「基本慣用句五種対照表」所収の約 3000 語と大量の上,
慣用句の表記の揺れ,解析器の誤認などが原因でヒット率は良くない.解決策としてマッチング
用テキストの短縮化,バイグラムの導入,原文テキストでの検索など方策を検討している.
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BCCWJ による漢字慣用句認知度検証
中日同形成語のマッチング作業と並行し,2010 年と 2011 年にかけ日本人大学生計 53 名を対

象に日本の基本慣用句6の認知度調査を行なった.結果は「多士済済」
「蟷螂の斧」
「豪放磊落」
「大

1836 件と多いが,「少納言」は 500 件までしか検索結果が表示されず出現ジャンル
の特定ができないため「検索不能」とした.

5「完璧」のヒット数は
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名大「基本慣用句」は慣用句 1918 語,ことわざ 344 語,四字熟語 265 語,故事成語 63 語,その他不明 1038

語に分類される.テストはこのうち四字漢語を多く含む四字熟語と故事成語計 328 語について行った.

所高所」
「同病相哀れむ」
「衆議一決」
「古希」
「苦心惨澹」
「立錐の余地も無い」
「功成り名遂げる」
「粗製乱造」「四分五裂」などの成語を 80%以上が理解できない.「灯火親しむべき候」「老いて
は子に従え」
「蛍雪」
「晴耕雨読」
「粗製乱造」
「薄利多売」
「一利一害」は半数が知らない.調査し
た 328 語は「呉越同舟」
「異口同音」のような中国語伝来の成語（62%）と,「一所懸命」
「油断
大敵」「絶体絶命」など日本製の慣用句（38%）に分類できる.大多数が知る成語は「一喜一憂」
「十人十色」
「春夏秋冬」
「自由自在」
「自暴自棄」など後者の慣用句に多い.認知度調査の結果は
日本の常用成語リスト選定に反映する.
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BCCWJ で知る漢字四字成語の受容と変容
上掲学生が知らない慣用句（成語）トップ 20 語7を[少納言]で検索した【図 3】.結果は「大

所高所」36 件,「古希」33 件,「苦心惨澹」24 件,「豪放磊落」21 件,「多士済済」16 件がヒット
した.明治大正期の近代小説には BCCWJ より更に豊富な漢字成語を観察できる[2009 野浪正隆].
言語コーパスは共時的な言語情報だけでなく通時的な流通状況を知ることができる言葉の履歴
書である.多地域のコーパスを連携すれば言語間の接触と変容を正確なデータで把握可能となり,
比較文化研究,翻訳はもちろん,語学教育の科学性と効率向上に寄与するに違いない.
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同位があるため計 22 語.

