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开题报告 
 

题目：   中日色彩語に関する対照研究               

               ― ―『赤』を中心に       

一、论文选题的意义 

本論文は、両国の色彩語の比較によって、両国の異なる文化の中身と時代背景

を更に探ることができる。 

二、国内外研究现状 

大河内康憲氏は、「中国語の諸相」の中の「中国の色彩語」一章において、言

語における基本色彩語とその数や、中国語の色彩語の語構成及び各彩色語が指

す色相、それが意味するもの、日本語の色彩語のそれとの偏りなど、種々な側

面から論じた。 
尤東旭氏は「中日形容詞における比喩的表現の対照研究」という本の中で、中

日基本色彩形容詞における比喩的表現の対照研究を行った。 

三、论文研究的基本思路及欲解决的主要问题 

本論文は、中国と日本両国の色彩語の起源をさかのぼって、赤、白、黒、黄色、

緑といった基本の色彩語の象徴意義を探求し、比較する。色は、異なる国にお

いて、そのイメージと象徴の意味が違うのである。本論文は、赤を中心にして、

研究する。それによって、両国の文化の中身と時代の背景を更に探る。 
 

四、作者已进行的前期准备及资料搜集情况 

 ３か月がかかって、色彩語に関する資料と色彩語についての先行研究を探し

た。また、中国語の「人民日報」のデーターベース、日本語の「毎日新聞」の

データーベース、それぞれ 10 年分のものを利用して、研究を進めるつもりで

ある。新聞のデータを使う理由としては、新聞に用いられる表現はすでに多く

の人々に受け入れて、比較的正しい表現であり、それから、新聞の内容も時代

の動きと深く結び付いて、新語をもより的確に伝えているからである。 
 

五、阶段性工作计划 
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第一原稿は 3月 4日までに、 

第二原稿は 4月 29 日までに、 

最終稿は 6月 3日までに提出する。 
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中日色彩語に関する対照研究 

                 ― ―『赤』を中心に 

要旨 

  色彩語は、元々、言葉の多様性を表すとされた有力な分野であった。アメリ

カの言語学者のブレンントべーリンの基本色彩語理論によると、色彩語で、あ

る言葉を使う民族の文明度の高さも証明できた。中日両国の基本色彩語の中で、

「赤」は、使われる頻度が高く、派生意味が多い。本論文は、中日両国色彩語

における「赤」を対象にして、考察したいと思う。 

 人間が色彩に対する認識は必然的に言語に反映され、言語と色彩を結ぶのは

色彩語である。中国と日本は一衣帯水の隣国で、中国の伝統文化は日本に影響

を深く与えていることはもう言うまでもない。色彩語における相違点も共通点

もたくさんあるに決まっている。 

  本論文は、まず、近代中日に使用された色彩語について調べる。その中に、

使われる頻度が高い色彩語――赤を選んで、中日色彩語を対比することにす

る。“「赤」という基本色彩語を色彩語から選び出し、資料を調べた上で、「赤」

はそれぞれの起源は何であるか、歴史変遷がどうであろうかという問題を解明

した以上に、両者の違いは何か、両者の違いを分析し、さらに、実際の使用例

を通じて、意味領域における両者の違いも説明し、論述を展開するものである。 

 

キーワード：中日  色彩語  赤 対照 
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摘要 

  色彩语自古以来都是表达语言多样性的有力领域，查看美国语言学家柏林的基

本色彩语理论，用色彩语也可以表达使用这种语言的民族的文明程度。在中日两

国基本色彩的使用过程中，“赤”的使用次数较多，派生的意思多。本论文以中

日色彩语“赤”为中心加以考察。 

 人们对色彩的认识体现在语言上，色彩语是作为语言与色彩的连结。中国与日

本是一衣带水的邻国，中国的传统文化对日本的影响也是不言而喻的。因此，在

色彩的表达上，必然存在很多相同点和异同点，及至相通之处。 

  本文首先对近代中日两国使用的色彩语进行一番的调查研究。在其中选使使用

频率较高的色彩语——赤色，作为两国色彩语的对比。以赤色为基本色调，以资

料调查为基础，来探究各自的起源是什么，以及其历史变迁，二者的差异如何。

在分析完二者差异，通过具体实例来说明在意思方面二者的差异，从而展开论述。 

 

关键词：中日  色彩语  赤色  对比 
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はじめに 

 人間生活は、色彩というものに取り囲こまれ、美とか、潤い、調和感などを

与えられている。色彩は、人間に豊富さと充実感を味わわせる自然環境からの

贈り物である。もし人間界に色彩というものがなければ、何と無味乾燥の日々

が持たれることであろうか。色彩と言語の間にどのような関係があるか。言語

は人間が音声または文字を使って思想、感情や意志などを伝えたり、理解した

りするために用いる記号体系である。 

 人々が色彩に対する認識は必然的に言葉に表され、言葉と色彩を繋ぐのは色

彩語である。色彩語とは簡単にいえば、色彩を表す単語ということである。「赤」

は黄、緑、青、紫と同じ、最も基本的な色彩である。また、赤系統の色の総称

として用いられることも多い。赤の名称で呼ばれる色の範囲は非常に広く、赤

はもとより、赤紫から黄赤、茶色まで、赤と呼ぶことがある。 

 中日両国の言語においても「赤」という基本色彩語があるが、隋唐時代から

中国で頻繁に使用されているのは“赤”である。本論文は比較言語学の立場に

立って、現代の両言語にある代表的な色彩語を対照することを進めたいから、

「赤」を中心にし研究を行う。 

 

第一章 両国において愛用される色彩語 

 第一節、基本の色彩語の範疇 

 1969 年アメリカの言語学者のブレント べーリンは、世界の 98 の言語に関

する色彩語を調査し、基本色彩語理論を提唱した。中日両国語では、基本色彩

語の設定基準の違いによって、次のようである。 
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 日本語では、「色の手帳」（2002 年）に「基本色彩語といわれる言葉がある。

すなわち、白、黒、赤、緑、黄、茶、紫、ピンク、オレンジ、灰色で、十一種

の基本色彩語が揃うことになる。」と書いてある。柴田氏（1988）は、日本の

基本色彩語は「赤」、「青」、「白」、「黒」、「黄」の五色であることを主張した。 

 中国語では、姚小平（1988 年）は「漢民族は 11 種の色彩の範疇がある。つ

まり、赤、黄、青、白、黒、緑、灰、紫、茶、とび色、オレンジである」と述

べている。また、五行思想に影響されて、中国語において、基本色彩語は、「青」、

「赤」、「黄」、「白」、「黒」であると認められている。 

 以上から見れば、中日の基本色彩語の範疇は、大体同じであるが、その使用

の頻度は、どうだろうか。 

  

第二節、 基本の色彩語の使用頻度 

 一、日本語の色彩語の使用頻度  

 北京日本学研究センターの「中日対訳コーパス」によると、20 冊の現代日

本語の作品を選択し、この 11 種の基本色彩語の使用頻度を調査した。 

日本語色彩語の使用頻度1 

色彩 赤 白 黒 黄 青 紫 灰

色

茶色 ピンク 緑 オレンジ

数量 937 495 436 329 300 １２7 64 36 29 16 6 

 以上から見れば、使用頻度では、受用された色彩語の順番は、赤、白、黒、

青、黄、紫、灰色、茶色、ピンク、オレンジである。日本語では、「赤」がも

っとも、頻繁に使用された色彩語である。 

 

二  中国語の色彩語の使用頻度 

 中国の場合は、どうだろうか。同じように、北京中国語学研究の結果からみ

れば、「中日対訳コーパス」の中から、20 冊の現代中国語の作品を選んで、

この 11 の基本色彩語の受用頻度を調査した。次のようである。 

           中国語色彩語の使用頻度 

                                                        
1 北京日本語研究学院「中日対訳コーパス」2001 年 
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色彩 赤 白 黒 黄 青 紫 灰

色 

茶色 とび色 緑 オレンジ 

数量 2579 1740 1322 738 435 367 270 153 49 12 11 

  

 以上の図表からみれば、使用頻度では、受用された色彩語の順番、赤、白、

黒、黄、緑、灰、青、紫、とび色、茶色、オレンジである。中国語では、やは

り「赤」がもっとも受用された基本の色彩語である。この結果から、赤への関

心の高さを窺える。そのため、本論文は、頻繁に出てくる「赤」の状況を研究

する。 

第三章 「赤」に関する中日の意味対象 

 第一節 「赤」の中国語の意味項目 

 中国語のの意味項目の整理《汉语大字典》の 10 箇条について、次のように

説明していきたい。 

①色の名前。新鮮な血のような色、またはザグロの花のような色。 

②うらやましがる、ねたむ。急性結膜炎にかかって目が充血すること。例：他

看见别人领奖金就赤了眼。（ほかの人が奨励金をもらったのを見て、彼はうら

やましくなった。） 

③革命的な、政治的自覚の高い。共産主義思想を身につけている。例：又赤又

专（思想的にも進んでおり、仕事の面でも優れている。） 

④赤い布、赤い絹。例：披赤（赤い絹を体にかける） 

⑤利潤、ボーナス。例：分赤（利益配当をする） 

⑥花例：万紫千赤（花が色とりどりに咲き乱れる） 

⑦血例：吐赤（血を吐く） 

⑧結婚式などの祝い事、慶事。例：赤白喜事（冠婚葬祭） 

⑨（順調や成功、または人から重視されたり歓迎を受けることの象徴）順調だ。

幸運だ。人気がある。もてはやされている。例：开门赤（事が最初から順調に

運ぶ）那个明星很赤。（あの映画スターは大いにもてはやされている。） 

⑩美人の別称例：赤泪（女の涙) 

 赤色は中国で大変人気がある色彩で、何か祝い事があるたびによく用いられ
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ている。例えば、結婚や誕生の祝いをする時に、赤色で飾るのは喜びの雰囲気

を加えることができる。 

第二節、「赤」の日本語の意味 

 日本語のの意味項目の整理の 10 箇条について、次のように説明していきた

い。 

①色の名。三原色の一つで、新鮮な血のような色。また、その系統に属する色

などの総称。 

②血がふき出すようにひどい。例：「赤舌」（ひどい悪口） 

 

③（革命旗が赤色であるところから）共産主義と共産主義者の俗称。例：「赤

軍（中国では紅軍）」 

④（赤ペンで直すところから）校正や添削の文字や記号。赤字。例：「―を入

れる」 

⑤はだかの。なにもないむき出しの。例：「赤手」（手に何も持っていないこと）

「赤裸」（身に何もまとっていないこと）「赤貧」（きわめて貧しい） 

⑥全くの、明らかな、などの意を表す。例：「―の他人」（完全に無関係な人）

「赤恥」（ひどい恥） 

⑦まじりけがなく熱っぽい。例：「赤子の心」（生まれたままの純真で、偽りの

ない心。）「赤誠」（ひたすら真心をもって接する心） 

⑧赤小豆（あかあずき）をいう女房詞。あかあか。 

⑨単語の略として使う。「赤信号」の略。「赤字」の略。「赤短（あかたん）」の

略。「赤味噌（あかみそ）」の略。「あかがね」の略。「赤米（あかごめ）」の略。

⑩停止や危険を意味する。例：「今、信号は赤だ。」（ここの「赤」は交通信号

として、「前へ進むと危ない、止まれ」という意味を表している。）「会社の運

営に赤信号がともる。」（「赤信号」憂慮すべき事態が迫っているというしるし。）

俗悪、低級の意を表す。例：「赤新聞」（扇情的な暴露記事を主とする低俗な新

聞。明治中期、大衆紙「万朝報（よろずちょうほう）」が赤みを帯びた用紙で、

暴露摘発記事を載せたことによる。）落第の意を表す。例：「赤点」（「落第点」

を意味している。 
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特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 
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第三章、中日の「赤」についての対比 

第一節 「赤」に関する中日の共通点 

  まず、「赤」は、警告という意味がある。作業安全や交通安全などの場合に

は、赤信号がよく使われ、人を注意するのに役立つ。赤は、警戒の色として、

信号機で、赤というのは、「止まれ」の意味がある。また、中日において、両

方とも禁止、一時停止などを意味として標識でも使われる。 

 また、中日では、赤はめでたい意味がある。日本では古くから赤飯を焼いて

祝っていたことによって赤飯の色であるという伝説がある。日本では民間行事

では、紅白の式幕やお饅頭が登場するが、これも、赤がおめでたいと色として、

民間の信仰の表れと言えるであろう。中国では、結婚式や春節の折、赤でいろ

いろなものを飾って喜ばしい気分があふれている。お正月になると、門前も家

の中も赤で飾られる。道の両側に飾られる赤提灯、家のドアに逆に貼る赤福、

めでたい大句の赤い紙の「春聯」、爆竹の色彩も赤である。そして、そして、

子供たちへのお年玉も赤い紙に包んで渡す、それは、吉祥の意味が含まれてい

る。結婚相手を紹介する仲人も「赤の娘」と言われ、今でも、披露宴で新郎新

婦が「赤の娘」に贈るものは「赤の卵」と呼ばれる。それに、新郎新婦が着る

服装も全部赤のチャイナドレスの唐装姿である。新郎新婦の家居は、ほどんと

赤の色で飾られる。披露宴の前に、出席者に出すのは赤色の招待状で、親戚や

友達からもらったご祝義の紙袋、それに布団までも真っ赤なものである。 

 要するに、両国は、赤として、警告とめでたいという意味を持っている。 

 

  第二節 「赤」に関する中日の違い 

 中国の代表色といえば、赤のほかはないと考えられる。中国の伝統文化に赤

があり、忠実や勇敢や正義や激しい意味を持ち、赤い中国結が「縁起が良い」

という意味を持っている。中国人は物事が「順調、成功した時、重要視させる

とき、人気者になるとき」に「赤」を使う。 

 この「赤」の日本でのイメージは中国と全然違う。中国語の「赤」と日本語

の「赤」は意味派生における次のような違いがある。日本語の「赤」の派生意
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味が人間の感情にかかわるものはない、ほぼ客観的なものである。日本語の

「赤」は古代では、吉祥の象徴として用いられる例があったが、派生してきた

意味の中でマイナスイメージに伴うケースが多い。例えば、「落第」「欠損」「低

俗」などの意味がある。また、中国語の“赤”と同じように「共産主義思想」

や「革命」を表すことができる。しかし、中国での「共産主義思想」の大変積

極的なイメージと違っていて、一部の日本人は共産主義を日本の政治体制や価

値観念と対立した存在と見て、それに反対している。中国語の「赤」はほかの

名詞を指すケースが圧倒的に多い。例えば、美人、花、血、布、臙脂の意味が

ある。しかし、日本語の「赤」は主に修飾語として用いられている。中国語の

“赤”と日本語の「赤」の意味を整理することと意味の派生を分析することを

通じて、両者の意味の違いや意味派生の違いを以上のように示すことができる

であろう。 

  赤について、中日間で違う面も存在する。中国では、赤とは、共産主義や共

産党のことである。したがって、共産党のことを嫌う主義者が罵るときに使う

言葉である。また、共産主義者のことを「赤い」ともいう。しかし、両国の共

産主義の発展歴史が全然違うので、両国で赤に対する意味合いは大いに違って

いる。 

 また、両国の国旗に赤色が使われているが、意味が全然違う。中国の”五星

红旗”の「赤」はプロレタリアート革命の意味を持っているに対し、日本の「日

の丸」の「赤」は太陽の意味を持っている。 

 

 

 

おわりに 

 本論文は、「赤」について、中日の使用頻度から調べた上で、両者の用法、

文化、意味の違いを分析し、両者の意味の違いや各意味の内部関係に重点をお

く。中日の文化背景を通し、「赤」の中日共通点と相違点を見当してきた。中

国であろうと、日本であろうと、赤はめでたいという意味があるが、日本は、

よく紅白という色でめでたいことを示す。一般的に言うと、中国人は、赤の方
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が好きで、日本人は、白の方が好きであるとわかる。 

 中国文化は赤の文化と言えるので、中国語の赤と関係ある日本語表現もある

し、それとまったく関係ない日本語表現もたくさんある。それらの点から見れ

ば、今後中日の文章を訳すとき、両国の文化の違いに注意して行うべきである。 

資料収集の制限もあり、問題の掘り下げは十分とは言えない。中国語の“赤”

と日本語の「赤」について、かなり研究の余地が残されていると思う。これか

ら中日の他の色彩語の対照などの関連研究を続けていきたいと思う同時に、こ

の道の方々のご指導を期待している。 

 

 

 

参考文献 

「１」大岡信著（1983）「日本の色」朝日選書 

「２」.柴田武（1988 年）「色名の語彙システム」講談社 

「3」野村顺一（1994 年 7 月）『色の秘密』ネスク 

「４」野村順一著（1994）「色の秘密」ネスコ 文芸春秋 

「５」金田一春彦（1998）「日本語」上下 岩波書店 

「６」中村明著（1996）「感覚表現辞典」東京堂出版  

「７」.蘇紅（2000 年）「古代色彩語彙試論」日本語学論説資料 

「８」尤東旭 著（2004）「中日形容詞における比喩的表現の対照研究」白帝

社 

「9」大河内康憲著（2005）「中国語の諸相」講談社 

「10」坂口香織著（2006）「色彩表現に関する日中対照研究」 講談社  

 

 

 

 

 13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝  辞 

                                   

時間が経つのは早いものです。あっという間に卒業するところになりました。

短い大学四年間には収めたものもたくさんありますし、感謝すべきものもたく

さんあります。 

この機会を利用して論文指導先生に感謝します。本論文作成中、御支援いた

だいた多くの方々に心から厚く御礼を申し上げます。まず、指導先生に厚く御

礼を申し上げたいと思います。本研究を行うに当たり、お忙しいところ、先生

は丁寧なご指導を賜りました。熱心に多くの貴重なご示唆とご意見やお励まし

をくださって、また、細部にわたり修正してくださいました。ここに謹んで心

から感謝申し上げる次第です 

また、資料を集めるとき、光華学院の諸先生からご支援をいただき、たいへ

ん感謝致します。そして、悩んだりするとき、いつも励ましてくれたクラスメ

ートたちに心から感謝致します。クラスメートのみなさんと楽しく大学生活を

過ごすことができて、きっと一生忘れません。ここで、皆さんに感謝の意を表

 14



 15

し、皆の輝かしい未来と幸福な人生をお祈り致します。 

 

 


