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現代の日本語における外来語のありかた 

 

第一章 外来語の定義と由来 

1.1 外来語とは 

1.2 外来語の受容の歴史と現状 

1.3 外来語の表記 

本章において、外来語の定義をまず紹介する。普通漢語が外来語に含めないと思われる。

そして、日本の外来語が主に英語を源とする。それから、外来語がどのように外国から日

本に伝えられるか簡単に説明する。外来語は明治以後急成長していたが、今日に至って第

2 次洋語氾濫期になったという問題を指摘する。また、外来語の表記はカタカナで表記し

ている。 

第二章 現代の日本語における外来語のありかた 

2.1 現代の日本語における外来語のありかた 

2.2 外来語が流行した原因 

本章において、具体的に外来語の数量が飛ぶように増加することを話す。使うだけでは

なく、その上外来語がところどころまでつかわれることと感じる。現代における外来語は

ひどく氾濫している。この氾濫する原因というと、歴史的な要素と心理的な要素を含める。 

第三章 現代の日本社会における外来語の役割 

3.1 良い影響 

3.2 悪い影響 

3.2.1 日本語の固有の語彙がだんだん少しずつ忘れられること 

3.2.2 異なった年齢間の言語は交流して世代間のギャップが現れること 

3.2.3 日本語の純粋さ性を喪失すること 

3.2.4 外来語の濫用が誤解を招くこと 

3.2.5日本語が一番学びにくい言語になること 

本章において、外来語の良いところと悪いところをそれぞれあげる。外来語は一方では

日本の科学技術、国民の経済発展に対する作用を肯定し、もう一方ではその濫用で国民の

生活や日本語自身の発展に働いたマイナスの作用を討論する。 

第四章 外来語の未来と対策 

本章において、外来語の氾濫に面して、権威のある機関から全社会人が外来語を使う基

本方針を制定する必要である。そして立法の形式で保護する。日本語の使用に安定させる

ために、全世界の努力が必要だと思う。 
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現代の日本語における外来語のありかた 

 

要旨 

日本の国民は日本語の外来語が氾濫を使うことを承認している。それでは外来語は利益

が弊害より大きいかそれとも利益より弊害が多いか？本文は調査の事実と信頼できるデー

タによって、日本語の外来語の使う現状を研究して、外来語の大量に生む歴史の原因と背

景を分析して、外来語の広範に運用された過程および社会の受け入れる政治、社会と経済

などの方面の原因にそれを詳しく述べてみる。本稿は外来語の発展の成り行きを指摘する。

外来語は一方では日本の科学技術、国民の経済発展に対する作用を肯定し、もう一方では

その濫用で国民の生活や日本語自身の発展に働いたマイナスの作用を討論する。外来語の

形成と未来での問題に対して、対策を探求してみよう。 

一、外来語の定義と由来 

1.1 外来語とは 

外来語とは、日本語における借用語のうち、漢語とそれ以前の借用語を除いたものであ

る。おもに西洋諸言語からの借用であり、洋語とも呼ばれる。また、カタカナで表記する

ことが多いことからカタカナ語とも呼ばれる。 

外来語は借用語の一種である。それは外国語に違いないが、その民族の言語に溶け込み、

それを構成する一部となっている。日本語の外来語は２種に大別できる。ひとつは漢語を

含む東方系のものであり、もうひとつは西方系のものである。いうまでもなく、歴史的に

いって日本に対する漢語の影響は絶大なものであった。近代に至ってやや薄れたとはいえ

過去にはそれぞれの時代に、日本は大量の漢語語彙を借用しただけでなく、漢字そのもの

を借用して言葉を記す道具としていたのである。 

ある統計によると、「例解国語辞典」のうち、漢語語彙は 53.6％も占める。ただし、日本

では習慣としてもはや漢語を外来語とみなさない。そこで以下からが通常の習慣に従って

漢語は含まず。西方系に外来語を主として述べることにする。以下は日本語の中の様々な

外来語を見てみよう。 

たとえば、あ行の中のアカデミー は英語の academy からで、専門的な、学問・研究を

する場所、研究所の意味で、語源はギリシャ時代のプラトンの設立したアカデミア 

Akademia に由来する。アリバイは英語の alibi からで、不在証明や事件などで犯行現場

に居なかったと証明することを表す外来語である。多くの場合他の場所に居たことを証明

する、証拠・証人などによって不在証明とする。語源はラテン語("他の場所に")である。ア

ルバイトはドイツ語の Arbeit からで、労働、働くと言う意味である。日本では副業、一

時雇用など短期労働契約のことを意味する。同じような意味の英語は、part time work で

そこから パートが使われる。同じような意味のフリーターということばは英語 free（自

由な、の意味で）と上述のドイツ語に由来する Arbeiter を組み合わせた造語和製英語で

ある。アルバイトに関する意味→ 身近な場所で自分が働く事で、「その代わり給料と言う

のは少ない」給料(働いた分頑張ったと認められお金をもらえること)。もう一つの例はか

行の中のカステラはポルトガル語の Castela からで、名前の由来は、スペインのカスティ

ーリャ王国（Castilla、語源は“城”）のポルトガル語であるカステーラ（Castela）から
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といわれている。小麦粉、卵、砂糖を混ぜて焼いた菓子である。室町時代にポルトガルか

ら長崎の出島へと伝えられ、長崎名物となっている。古風に「カステイラ」と表記される

こともある。カテーテルはオランダ語のkatheterからで、医療器具の一つで、体内に挿入

して体液の排出や薬液の注入に使われる管状の器具である。ガムはチューインガムのガム

の音だけが外来語になった。 お菓子の一種類である。英語gumからで、gumは同時にゴム・

グミを意味する。「グミ」はgumと同じドイツ語Gummiからである。カメラマンは英語の 

camera man からで、日本語では（職業）写真家で、英語では photographer 、映画やテレ

ビ撮影のカメラマンは "cameraman" あるいは "camera operator"である。ガラスは英語の 

glass からで、漢字は硝子（がらす）と表記する。古い言葉ではギヤマン、玻璃（はり）

とも言われた。古いガラスは透明ではないことが多い。glass由来の外来語「グラス」とは

区別される。「ギヤマン」という言葉は「ダイアモンド」に近い。カルテはドイツ語のKarte

からで、英語のカード（card）に相当する言葉で、シート状の紙(束)をさすものだが、日

本における外来語としては、専ら医者が作成する、患者に関する記録を記したもの、診療

簿、のみをさして使われる。同根だが、別の形で定着したのがカルタ（オランダ語）。 

さ行の中のサインは英語の sign からで、日本語では署名する、から転じて意思表示をす

るといったような意味に使われる。信号、合図、野球の（作戦などを伝える）サイン。「伝

票などに（名前を）サインする」などと使う。有名人や人気者の署名もサインをもらうな

どと使う。この場合、英語ではautograph. 身振りなど（ジェスチャーも）サインを送るな

どと使うこともある。 カーレースなど、指示を書いたものを、サインボードなど使う。一

般的ではないが看板や広告物など、サインということもある。英語の sine からで、数学

など、正弦波をサインカーブなど使う。サマーは英語の summer からで、夏の……、とい

う使い方が多い。サマースーツ（夏の背広）、サマースクール（夏季学習）などと使う。 

サチるは英語の saturation（飽和）からで、電子回路技術者同士の会話で使われる。フォ

ーマルな文書には使われない。ジャズは英語の Jazz からで、即興演奏の意味で使われる

が、日本の古来の即興演奏には使われない。シャボンはポルトガル語の sabão からで、石

鹸、シャボン玉は洗剤・石鹸以外の材料を使うこともあった。「シャボン」という言葉は「せ

っけん」と言う言葉により全く使われなくなった。今では「シャボン玉」「シャボン液(た

だし現在では「石けん液」に押されている)」という言い方しか残っていない。 語源はイ

タリアの都市サボナともいう。ジャンルはフランス語の genre からで、分野、形式、様式

で、芸術や、創作、評価、批評などで使うことが多い。ノンジャンル（すべての分野）で、

などと使う。こういう外来語は日本語の中に大量に存在する。その多くは西洋から伝われ

ている。日本人の生活に大いに影響を与えている。 

では、日本語の中に外来語はどのくらいあるのだろうか。もちろん正確な統計は不可能

だが、「三省堂国語辞典」（第 2版）の収録項目が六万二千、そのうち害洗い語が六千項目

あるということであらましはつく。「外来語辞典」と銘打ったものになればその数はさらに

多く、同じく三省堂の「袖珍外来語辞典」が二万項目、「角川外来語辞典」は二万五千項目

に上っている。 

ただし、日本人が常用する外来語となればこれほど多くはない。日本の国立国語研究所

が調査したところによると、雑誌の常用外来語は三千、新聞はやや多くて四千五百であっ

たという。おそらく新聞は毎日大量のニュースを報道するため、外来語の使用が多くなる

のであろう。また、日本のテレビ、新聞、ラジオをよく理解するために必要な外来語は五

千前後、最低でも二千だというから容易ではない。これは、日本語学習者の悩みの一つで

もある。 
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1.2 外来語の輸入と表記 

室町期以前に中国語やサンスクリット語などは中国を経由して日本に入ってきた。漢字

を用いた語は漢語と呼んで外来語と区別し、外来語に含めない。洋語のほか、アジアなど

欧米以外の外国の言語から入った語も外来語とされる。  

中国語から取り入れた語であっても、現代中国語音や現代広東語などの方言音による語、

例えばメンツやワンタンなどは外来語に入れる。また、借用の時期が古い、「馬（うま）」

や「梅（うめ）」などは漢語にも外来語にも入れず大和言葉として扱う。古い朝鮮語との類

似が指摘される「カササギ」、「寺（てら）」などの語は借用語であったとしても外来語には

含めない。  

アイヌ語やニブヒ語（ギリヤーク語）のように日本本国内またはかつて本国だった地域

に土着する少数民族の言語由来の単語は普通、外来語に含めない（「ラッコ」「トナカイ」

「クズリ」などがある）。  

英語などの音訳に漢字を当てたものは一般に外来語と見なされない。画廊 (gallery)、簿

記（bookkeeping, booking からという説も）などがある。また、日本語に入った年代の古

い語や日本人の生活や文化に深く浸透したものを指す語の一部（「タバコ」「イクラ」など）

も外来語と認識されないことが多い。  

古くは 16 世紀にポルトガル語から入ってきたタバコ、パン、江戸時代にオランダ語から

入ってきたガラスなどがある。しかし、本格的に西洋語が日本に入ってきたのは明治維新以

降である。各分野それぞれにおいてドイツ、イギリス、アメリカの 3国を中心に、次いでフ

ランスからの技術輸入が多かったため、例えば、鉄道用語はイギリス英語、医学用語はド

イツ語、芸術用語はフランス語起源のものが多く使われている。  

外国語に借用された日本語の単語を「外来語」の逆として「外行語」と呼ぶ場合がある。  

外来語が日本人の姓になっている例もある。山口県を中心に見られる煙草谷（たばこだに）

姓はその一つといえる。  

戦後の日本語では、和語（大和言葉）や漢語が同義の洋語に置き換えられるか、同義の

洋語が和語や漢語より優勢になる場合もある。「ちち（乳、飲用の）→ミルク（milk）」、「は

いいろ（灰色）・ねずみいろ（鼠色）→グレー（gray/grey）」、「葡萄酒→ワイン」、「収集

（蒐集）→コレクション（collection）」などの例がある。一方で、現在でも、「バスタブ」

に対する「ゆぶね（湯船）」、「浴槽」のように和語または漢語が同義の外来語よりどちらか

といえば優勢な例もある。  

外来語でも戦後の日本語では、英語からの語彙がより古くから借用されたポルトガル語

・オランダ語等からの同義の語彙より優勢になったか、優勢になりつつある場合もあり、

「ズック (蘭: doek) →カンバス・キャンバス (canvas)」、「ビロード (葡: veludo) →ベ

ルベット (velvet)」などの例が挙げられる。  

外来語の表記というと、日本語の場合、一般に外来語はカタカナで表記して区別される

が、「瓦斯」(gas)、「米」(meter)などのように漢字を当てる場合や、「頁」(page)のように

訓読みになっている場合もある。ほかに、外来語との認識の薄い語がひらがなで表記され

る場合もある（「タバコ」を「たばこ」など）。また、2 文字以上の漢字で表記されて熟字

訓で読まれることのある語もある。 

外来語の浸透にともなって、和製英語を含む和製外来語など、外来語からの造語ももち

いられるようになった。また、「テレビジョン」を「テレビ」、「コンビニエンスストア」を

「コンビニ」というなど独自の略語も用いられている。中には「コスチュームプレイ」か

ら派生した「コスプレ」のように諸外国に逆輸入される単語も存在する。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%A1%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B8%E8%A1%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%BE%8C
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B4%E6%A7%BD
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%87%E4%BB%AE%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%93%E8%AA%AD%E3%81%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E4%BB%AE%E5%90%8D
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A3%BD%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC


二、現代の日本語における外来語のありかた 

2.1 現代の日本語における外来語のありかた 

日本の国立国語研究所は前世紀 60 年代に、日本語を構成したの成分の中に日本語、中国

語、外来語、混合言葉がそれぞれ占めた割合に対して調査を行った。大衆性の 90 種類の雑

誌から以下の統計データを獲得した:日本語は 36.17%、中国語は 47.15%、外来語は 9．18%、

混合言葉は 6．10%などである。一般的に言えば、中国語は日本語の外来語だと見なさない

でいる。これは近代日本語が中国語の文化の文字の発音の影響のもとで形成して発展する

からである。しかし、9.18 パーセントの外来語と 6パーセントの混合言葉は日本語の中の

外来語だと見なすべきである。両者はプラスして、それらが日本語の中で占めた割合は 16

パーセントに近く。客観的に言うと、 20 世紀中葉の日本語の言語の構成は、外来語が割

合を占めたのはまだあまり大きくなかった。 

前世紀の 70、80 年代、日本の国立国語研究所はまたそれぞれ 1年間発行続けたの『朝日

新聞』、『毎日新聞』、『読売新聞』の三大新聞の日刊新聞、夕刊を調査の対象として、日本

語の構成に日本語、中国語、外来語、混合言葉が占めた割合について、再び調査研究を行

った。新しく獲得する統計データは日本語は 38.18%、中国語は 44.13%、外来語は 12%、混

合言葉は 4.18%である。上の調査データと比較して、中国語の割合は明らかに下がって、

外来語の割合は著しく上昇し、混合言葉の割合はある程度下がる。しかし外来語のデータ

と混合言葉のデータの 2項はプラスして 17 パーセント近く、それらが占めた割合はある程

度増加する。言い換えると、外来語の使い程度は高まっている。 

今日、日本語を学んだ日本の国民と各国の学者は外来語の数量が飛ぶように増加するの

をしみじみ経験している。使うだけではなく、その上外来語がところどころまでつかわれ

ることと感じる。私達はとにかく日本東京のある喫茶店ので若い店員が元旦の日に我が国

の旅行者との会話を見てみる。 

店員：“ハッピー ニュー イヤ ト ヨー！” 

お客：“新年おめでとうございます。” 

店員：“コーヒーですか、テイですか。” 

お客：“さあ、コーヒーにしましょう。” 

店員：“ホットですか。” 

お客：“さあ、熱いのをちょうだい。” 

店員：“ライスと食パンはどちらになさいますか。” 

お客：“ライスは良いです。” 

2 人の簡単で短い話は、店員は 5 回も 6 つの英語からの外来語を使った。それらは日本

語の“新年おめでとうございます! ”、“コーヒー”、“お茶”、“熱いですの”、“ご飯”など

の固有の語彙を取って代わった。言うまでもなく、日本の近代の若者は外来語を使うこと

が好きである。若者は会話の中では外来語をよく使うが、そんなに文字や資料などの方面

ではまたどんな状況ですか？以下の会話を見てみよう。 

 コピーされた画像は、「マイピクチャ」に保存されています。「スタート」メニューから

「マイピクチャ」をクリックして開き、手順 7で入力した名前のフォルダをダブルクリッ

クして開けば、写真を楽しめます。 

これはパソコンで使った文字である。ごく短い 2、3 行の文字は外来語のフレーズは 7

か所共有して、外来語の構成は意外にもあちこちセンテンスの 50 パーセントを占める。疑

いもなく、外来語はすでに日本の全体の社会と各領域にしみ込んで、日本文化、生活の風

俗習慣の中に溶けて入る。しかし、今は外来語は日本語の中で結局どれだけの割合を占有

するか、私達は最新の調査するデータを見る。 



2002 年 12 月 10 日発行する『読売新聞』の朝刊の第 13 版の紙面の外来語の数量は統計

を経て、含めて外来語の語彙の 695 個がある。これは一番多くない。外来語は漢字のかな

文字とつり合いがとれていないこの独特な書き方によって、新聞や雑誌などの中に目立つ

文字の光景になった。日本は外来語の専門辞典を出版するだけではなく、その上伝統の大

辞典の中で収録する外来語の語彙は日に日に増える。たとえば日本の集英社が出版した『日

本語外国語辞典』は全部で 38500 条の言葉の例を収集した。その中で常用する外来語が

34000 条余り、人名、地名などが 2千数条、省略語が全部で 2500 余条である。現在の状況

と外来語の使い程度から見れば、何数年かからないで、日本語の中に外来語がつけた割合

は、完全に 50%の程度を達成するかもしれない。 

2.2 外来语盛行的原因 

一体どんな原因が日本語の外来語を迅速に繁栄してそれに頻繁に使わせるか？ まず筆

者は歴史の要素だと思っている。しかしこの歴史は別に日本の戦前の歴史を指さない。周

知のように、日本は第 2次世界大戦が敗戦した後で、米国に占領されて、米国の軍隊の駐

屯軍を受け入れる。米国は日本が経済を回復して、創立して西方のいわゆる自由な民主制

度を健全に指導する役を担当した。米国が推進する西洋文化、イデオロギーは日本の社会

の発展と日本の国民の文化観念や意識などに影響している。それに数百万人の米国の軍人

が日本に駐留して、言語の交流はもっと切実になる。統治者と被統治者の交流、もちろん

翻訳を通じて行うことができる。しかし広大な日本の国民と占領軍人員の交流は、明らか

にわずかな英語と各種の言語で米国の統治者と占領軍人員で疎通を行ったのである。 

戦後の日本、できるだけ早く経済の壊れ果てる局面を抜け出すため、正真正銘米国の統

治の意図を実行するため、エネルギーとアメリカ人と交流するために、多くの日本人は外

国語を習い始め、そして英語を作り始めた。この歴史があるこそ、戦後の 1世代が英語を

学習し、外国語を使う気風は形成された。このようにして外来語の存在の基礎を形成した。

米国の統治と軍隊の占領は、日本人が外来語を吸収し、使用する外部の有利な条件だと言

ってもいい。 

また、外来語は広く使って普及するのは、人々の心理の教養の程度と非常に密接な関係

を持っている。前の例とデータを見てきて、日本の女性、若者は外来語を使う主体である。

調査のデータによると、女性雑誌が外来語を選択して使用するパーセンテージは最高で、

総括的な語彙の 9.9%に達するそうである。外来語のパーセンテージの最低は文芸評論の刊

行物で、5%だけある。文芸評論より、女性の刊行物が使った外来語の数量は 1倍ほど多い。 

外来語の数量が女性の刊行物の次ぐのは娯楽の刊行物で、割合も 3%まで達成した。ここ

から、我々は外来語が大衆の生活と緊密な関係があるということが見られる。内容が分か

りやすいし、娯楽の領域で外来語を使う数量がとても大きい。若者は外来語を話すのは、

言語の交流が必要とする以外、ファッションを求める心理がある。 

日本の現代言語学者の金田一春彦先生は“日本人が心の底の中から英米の文化が日本よ

り優越していると思っています。この心理から、いつも中国の中国語が日本語より良いと

感じて、西洋からの外来語はもっと良いです”。という話である。ＮＨＫは日本で「言語の

環境についての調査」のテストを作ったことがあった。アンケートの中に「あなたが外来

語を使うことに対して何の感想があります」のテーマがあって、訪問者の多数は「感じが

新鮮だ、時代の息があります」と答えた。日本の言語学者は、日本人が日常生活の中で 2000

の外来語の語彙を掌握しなければならないと思っている。言うまでもなくて、外来語がと

ても繁栄した今日、我々は外来語を分からないで、交際できない。 

 

 



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。 

 

 

三、現代日本社会における外来語の役割 

 今、世界はすでに国際化、ハイテク時代に入って、固有の日本語で表現できない概念は

だんだん多くなる。これらの新しい言葉を日本語に訳す簡単な方法は外来語を使うのであ

る。例えば夕方口は clone クローン、internet インターネット、AIDS アイズなどである。



日本語の外来語の発音は（１） 原則的に使い慣れを尊重している。（２）違った慣用形式

があれば、できるだけ原音に近寄る。これは日本語の独特な地方である。外来語を引用す

る時、その他の国家に似ていないで、本国の発音の体系によって処理を行うのである。そ

のため、 外来語が日本語に転じるのは比較的容易である。しかも、日本人は外来語に偏愛

し、外来語の数量が急激に増加することができることと想像ができる。それでは、 外来語

は未来の日本語にどのような影響を与えるか？ 

3.1 良い影響 

歌謡曲は、それが流行した時代の状況を最もよく反映するもののひとつである。J-POP と

称される近年の日本の流行歌謡曲では、外国語や外来語の使用頻度が高まっており、一度

曲を聞いただけでは意味を理解できないものが増えている。曲の発信者達は、日本人であ

りながら、なぜ外国語や外来語を歌詞に多用するのか。また、このような曲を聴き手はど

のように受け止め、理解しているのか。カタカナ表記の外国語、外来語、記・カタカナ表

記の日本語の３つに分類し、分析した結果、カタカナ表記の外来語は、目新しさといった

ようなイメージを与えるためではなく、ほとんど日本語とかわらない日常語として、また

アルファベット表記、カタカナ表記の日本語は、新しいイメージとしての情報を受信者に

与える手段として用いられていることが分かった。 

 

3.2 悪い影響 

3.2.1 日本語の固有の語彙はだんだん少しずつ忘れられること 

ある雑誌からの話である。 

「日本のアニメーションをモチーフにしたファッションがロンドンの若者たちの人気を

呼んでいる。」 

「日本でヒットしたアニメ映画「アキラ」のキャラクター」や「セーラームーン」のよ

うに大きい目のセクシーなキャラクターの Tシャツが特に人気があります。」 

この二段落は半分以上が外来語で、日本語の文法で外来語をつながるようである。その

中の一部の語は「セクシー」が、完全に日本語の「魅力」であらわすことができる。しか

し、人々はファッションを追求するために迂遠な手段を取る。若干の年を過ぎて、日本語

の語彙はだんだん外来語に取って代わられる。 

3.2.2 異なった年齢間の言語は交流して世代間のギャップが現れること 

前の調査の統計によって、日本に外来語のを使うことに熱中するのが、たいてい思想の

活発な 20 代や 30 代の若者だという 1 種の傾向があることが分わかった。、40 歳以上の人

は誕生の年代のため、教育の情況と固有の日本語の根強い影響で、外来語に対してまだ懐

疑、見回すこと、反対の態度を持つ。そのため、彼らは積極的に外来語の発展に順応する

ことはありえなく、依然として固有の日本語の伝統を維持する。これに対して、若い人は

振り向いて、彼らが時代の潮流についてゆけないと思って、 彼らを「ばばくそ」と呼ぶ。

その結果、日本の異なる年齢の間に、世代間のギャップの以外、言語の交流の世代間のギ

ャップも日に日に深刻になっていく。しかし、歳月の経過に従って、外来語が多くの人に

受け入れられる時、 このような世代間のギャップは次第に消えてなくなる。 

3.2.3 日本語の純粋さ性を喪失すること 

他の言語と同じ、日本語自身にもその自身の体系と言語の規則がある。しかし、外来語

が大量に介入するため、日本語自身の規則を混乱させて、日本語この言語は次第にその本

来の純粋さを失って、 どっちつかずになって、 甚だしきに至っては難解である。例えば

「倉敷にＳ、Ｃ大型ソープン」「巨人キャンプ イン宮崎」「日本語＋ing」などである。「巨

人キャンプ イン」と「日本語＋ing」という文法現象をはっきり説明する日本人が何人い



るか？ 語彙だけでなく、文法さえ外来化し、同じく外国の文法に近寄っていることがあき

らかである。こうして発展し続けていくと、日本語の体系は動揺して、甚だしきに至って

は取って代わられるおそれがある。 

3.2.4 外来語の濫用が誤解を招くこと 

日本語の中で外来語のイタリアは大部分何もしないで模倣してきたので、 これらの語は

誤解を生みにくい。しかし日本語はまた一部の語に新しい意義を与えた。例えば

「volunteer」は英語の本意は「自然発生的での、 しかも無償のサービスです。」と指して、

しかし日本語「ボランテイア」は、 これだけでなく、たとえ報酬のサービスがあっても、

「ボランテイア」のことを叫ぶ。それ以外に、報酬がないが、決して個人の願望の情況か

らではないということにも用いる。また、「レベルアップ」は日本語の意味では「全体のレ

ベルを高める」である。英文「Level-up」の本意は低い部分を高まって、 バランスを維持

する。日本の店で「ポイント」という語はどこにも見られ、帰ると表して、 つまりリベー

トの意味である。しかし、英語の「Point」はこの意味がない。そのため、 英語を使う国

家の人と交流する時、 これらの語はどうしても誤解を生みやすい。 

3.2.5 日本語が一番学びにくい言語になること 

今までの統計によると、普通の新聞雑誌を読んで分かりたいならば、英文は 5千ぐらい

の語彙を必要として、 日本語は 6、7千ぐらいの語彙を必要とするそうである。外来語の

増えることに従って、 掌握しなければならない日本語の単語量がもっと大きくなる。今の

勢いから見ると、いつか日本の語彙は全部２つ以上の言い方があるようである。1 種は固

有の日本語で、 1 種は外来語である。こんなに大きな語彙量が外国人にとってどんなに困

難なことであろうか、想像できる。特にこれらは非英語の国家の人に対して更にますます

難しくなる。 

 

四、外来語の未来と対策 

言語は生命力があって、博物館で陳列する品物のように永久変わらないではなく、言語

の魅力は変化が尽きることがないことにある。外来語が大量に日本語に侵入するのに面す

るとき、どんな方針をとって、これはとても重要な問題である。1987 年ＮHK が発行する『Ｎ

HK 放送の言葉ハンドブック』はかつて外来語を使う基本方針について、次の通り述べた。

①日本語ではっきり表現することができる時、 できるだけ外来語を使わない方がよい。 

②対応するのが適切でない語やおよび専門用語の中で分かりにくい語について、説明した

うえに使う。 

③ 「カムフラージュする」のように、「する」を含める動詞外来語は、熟した語彙以外、

できるだけ使わない方がよい。 

しかし、1992 年発行するパンフレットの「ことばＱ＆A」の中で、「暗然の了解事項」と

して、この部分は基本方針の中から削除された。 

  2000 年 12 月，日本国语审议会也就政府机关和新闻媒体使用外来语、外国语问题，提出

要分三类慎重使用。 

A すでに広く使われ、それに国民に認められる外来語について、そのまま使うほうがいい。

例えば、 

ストレス  スポーツ  ボランテイア  リサイクル  PTA 

B 完全に使われていない外来語について、わかりやすい日本語に代わるほうがいい。例え

ば、 

アカウンタピリテイ  

イノベーション 



インセンテイブ 

フキーム 

プレゼンス 

ポテンシャル 

C まだ固定していない外来語について、もっとわかりやすいのが見つからない時、状況に

よっては注釈をつけるほうがいい。例えば、 

アイデンテイテイ 

アプノークション 

デリバテイブ 

ハードウエア 

以上の 3点が今後外来語を使う基本方針だということは明確に指摘しないが、少なくと

も一つの原則である。外来語の氾濫に面して、権威のある機関から全社会人が外来語を使

う基本方針を制定する必要である。そして立法の形式で保護する。外来語が日本語の中で

の位置を確定することに役立てて、外来語の使い範囲と数量を確定して、日本語の使用に

比較的安定させることを維持する。 
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