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浦島伝説のイメージ展開
―― 意匠としての留守模様の成立 ――
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The Development of Image in the URASHIMA Legend: Formation of Rusumoyou

要旨

浦島太郎のイメージ（図像）といえば乗亀図や開箱図が想起される。しかし「留守模様」と呼ばれ

る浦島太郎が登場しない図像も存在する。この究極の意匠は、明治頃までには成立し、着物の生地、

漆器の汁椀の蓋、磁器の茶器や皿の模様などかなり広いジャンルの中に見ることができる。浦島の図

像でありながらその姿がない図像として成立しているのである。特定の人物を意匠化すると、その人

物の存在が消える時、人々の中に真のイメージ（図像）は完成されたといえる。

1

一目でそれとわかるイメージがある。例えば十二月中旬になるとよく見かける赤い帽子に白い髭のサンタ

（１）

クロースの姿は、日本でもすっかり定着しているといえよう。この赤と白で彩られたサンタクロースの衣装

は コ カ コ ー ラ の ＣＭ に よ る も の と い う 。 服 の イ メ ー ジ が 定 着 す る と 、 次 の 展 開 が 待 っ て い る 。 赤 と 白 の 色 彩

が独り歩きしていくのである。日本においても十二月のクリスマス商戦では、赤と白のデコレーションが定

番となっている。さらにクリスマスツリーの樅の木あるいは柊の緑が加わってクリスマスカラーも出来上が
り、今日のディスプレイはこの三色で彩られている。

こうした第一次的イメージが第二次的イメージを展開することによって、そのイメージ展開はさらに広が

っていく。それは段階的に進んでいく。具象かつ具体的人物等である第一次イメージがまず周知定着する。

それによって抽象あるいは人物の消失した第二次イメージが拡散していくのである。そうした収束と拡散が、

浦島伝説の中にも見られる。それについての資料を提示して、若干の考察を加えることにする。

一

浦島太郎についての思いつくイメージを挙げるとすると、すぐにいくつかの代表的イメージが列挙できる。

第一には亀との出会いを描く邂逅図。これは時代によって大きく二つある。亀を釣り上げるものと子どもが

亀をいじめているものである。さらに前者では船中で亀が女となるものと、亀を海中に放生するものがあり、
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後者では亀は浜辺で放される。一番多いのは、亀に乗った姿を描いているもの、乗亀図である。これにも往

還の二つがある。帰り道の浦島は玉手箱を抱えているのでそれとわかる。そして、玉手箱を開けて呆然とす

る開箱図である。この浦島は箱を開けて老人となった姿で描かれていることが多い。

今日のイメージでは亀に乗った人物といえばまずは浦島太郎を想起するだろう。しかし、亀に乗った人物
（２）

は 浦 島 太 郎 以 前 に も 何 人 か いた。 現 在 で こ そ 亀 に 乗 っ た 人 び と の 代 表 格 で あ る が 、 そ れ は 時 代 と 共 に し だ い

に浦島に集約された結果であり、亀に乗っていれば浦島であり、亀に乗った姿こそがトレードマークとなっ

（３）

たにすぎない。浦島海苔、浦島足袋、浦島キャラメルなどの商標を挙げるまでもなく乗亀図の象徴性は高い。

ま た 二 千 年 代 に 見 ら れ た 亀 に 乗 っ た キ ャ ラ ク タ ー た ち の 根 付 に も 、 そ れ ら は 多 く 活 用 さ れ て いる 。

しかし、浦島太郎が亀に乗ったのは千三百年以上続いている浦島伝説の中において三百年ほど前の江戸時

代の元禄頃のことに過ぎず、浦島は新参者なのである。それが代表格というか象徴的なものとしてイメージ

されるのは、ひとえに浦島太郎といえば乗亀図というイメージの定着が強いのであろう。それには『幼年唱

（４）

歌』の「ウラシマタラウ」や国定教科書の国語でも亀に乗っており、その挿絵も添えられていることからも
そ の 影 響 が 考 え ら れ る で あ ろう。

（５）

これまで文学研究といえば、文章および戯曲等の詞章を中心になされてくることが多かった。しかし、源

氏 物 語 絵 巻 の 登 場 以 降 、 文 学 は 絵 画 表 現 と 密 接 に 結 び つ い て きた 。 浦 島 伝 説 に お い て も 重 要 文 化 財 『 浦 島 明

神縁起』の存在や『お湯殿上の日記』に「うらしま太郎の絵いまだ見ざるよし」（天正三年四月七日）と記

4

されるように、中世以降絵とのつながりは密接であった。加えて、それらの絵には、蓑亀、衣装や建物の和

様・唐様、玉手箱の形状など、文字にない情報がたくさん籠められてもいた。一方では、本文とそのイメー

（６）

ジとの乖離、また文字に表れない表現が描かれていることの意味などについても、拙著『浦島伝説の展開』

などで触れてきている。本稿ではその浦島伝説のイメージの究極の意匠である「留守模様」とその意味につ

5

いてまずは報告をする。

のティーポ

図01 留守模様のティーポットと火鉢

二

この模様に関して最初に不思議に感じたのは、図
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る。そうするとこれは既に定着した意匠なのだと考えることがで

が三つ、手あぶり火鉢が一つと都合四つが現在手許に集まってい

後にもこの類の物を見つけることがあり、ほぼ同じ模様のポット

な表現もあるかもしれないと思った程度であった。しかし、その

もすぐには想起されなかった。だが、しばらくしてこうした婉曲

この模様が浦島伝説を表現したものとは、長年研究してきた私に

ットを見た時である。当初はポットが一つだけであった。だから、
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きよう。それも浦島伝説を表現する模様なのに浦島太郎本人が登場しないという逆説的な模様が成立してい

ることになるのである。これまでに収集してきた手元の資料を見直して見ると、多くのジャンルにわたって
このような模様を確認することができた。以下それをジャンル別に紹介する。

では具体的にそれらの図像を見ていこう。まずは、簡便に理解するために子ども用の衣装に描かれたもの

を利用したい。知識の限られている子どもにもわかるようにという配慮から図像にも簡略化と素朴さが要求

6

されると考えるからである。

玉手箱と龍宮と浦島太郎

は、子供向けの着物の生地である。二つの図像が描

左・図03

図

浦島乗亀図と玉手箱

かれている。上部は乗亀図である。左手に釣竿を持ち、肩
に担いで蓑亀に乗った浦島の姿である。下部は上下逆では
あるが、浦島を象徴する玉手箱と乙姫を象徴する翳（か
ざ）しの羽であろう。玉手箱には青海波とともに三階菱の
ような形の中に唐草が描かれ赤い紐で結い閉じられている。
翳しの羽は、柄が短いため一見軍配にも見えるが、これも
乙姫に付属する翳（さしば）と見てよい。そして、よく見
るとこれは和綴じの冊子の挿絵として描かれているようで
ある。一つの画題を二つの視点で描いているといえる。一

右・図02

02

方はそのままの具象で描き、一方はその付属物で象徴的に描いたものである。この付属物をこれからは現代

のも二つの図像からなる。下部は右手に持った釣竿を肩に担いだ浦島の背景には唐様の龍宮が描かれ

風にアイテムと呼んでおく。
図

ている。足許には魚籠。上部には松竹梅や宝尽くしや唐草で飾られた玉手箱が白緑青黄に染められた紐で結

い閉じられている。玉手箱の背景には蓬萊山を描いたと思われる風景が広がり、鶴も舞い飛んでいる。浦島

・図

・図

によって釣竿・玉手箱・亀は浦島のアイテムと考えることができる。これらのアイテム

の顔は御所人形風であり、傍には鯛車や鯨の玩具など海と関わりのあるものも描かれている。
図
03

しかし、これは単に関係性の問題だけではないであろう。一つの図像には単に一つの関係性だけかもしれ

島を老人に変える装置でもある。この二つは時間的にも因果関係からも別のものである。

であり、浦島を乗せ、龍宮を行き帰りする乗物でもある。玉手箱は乙姫からもらったなぞの進物であり、浦

釣竿は浦島の漁師であることの属性を示すものであるが、亀は浦島が釣り上げた、あるいは買い取った亀

欠けることはない。浦島と玉手箱は図像としての関係性はいちばん深いといえる。

わるものもあり、また、さらに省略されれば、釣竿か亀のどれか一つが欠ける場合もある。しかし玉手箱は

よりは浦島伝説の筋書全体を見通したものと考えられるからである。時に応じて龍宮門（龍宮の楼閣）が加

浦島本人を消去（省略）したものと解するのは短絡的であろう。これは単に一場面を念頭に作られたという

が留守模様に共通している三点セットである。これを浦島乗亀帰郷図（浦島が龍宮から帰郷する場面）から

02
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いると見られる。

が描かれており、これは舌切雀を表わしていると

にしよう。因みに左上の扇面には竹の葉と雀踊り

これを浦島の不在ゆえに「留守模様」ということ

林

ないが、二つ以上になると関係性は二重三重の意味を持ってくる。その関

係性の後先の関係や因果関係などで意味は複雑になってくるのである。ま

た、人物の消失は描かれるものの省略簡素化であるが、その陰には人間の

は龍と亀甲繋ぎで飾られ赤い紐で結い閉じられた玉手箱と魚籠、そ

ものに限定してさらに簡素化したといえるのである。
図

徴的に表わして

いる。既に浦島太郎は描かれていない。玉手箱と魚籠と龍宮で浦島を象

の背景には青海波風の波の上に龍宮門に似た三つの楼閣が扇面に描かれて

04

はそうした象徴的なアイテムが三種描かれ

いえよう。
図

玉手箱と扇面の龍宮

図05

8

簡素化デザインよりも物の簡素化デザインの方がやりやすいこともあろう。

玉手箱と龍宮の留守模様
図04

ている。一番下に浪千鳥に雲で飾られた玉手箱と

05

釣竿、そして背景には龍宮門を持つ宮殿が扇面に描かれている。これも浦島の画題である。中ほど左は珊

瑚・小槌・巻物・分銅・丁子・宝袋・隠れ笠などが積まれた宝車が描かれている。これは桃太郎を象徴して

いるのであろう。右上部は握り飯を持った蟹と青や赤い柿の実が冊子の上に描かれているので猿蟹合戦と思

われる。柿の実は猿のアイテムとして描かれている。また、冊子は子どもの読む絵本であろう。留守模様は

は複数の画題が入り込んでいるので少し複雑である。左端には龍宮の門らしきものが描かれた「浦

浦島太郎だけでなく、その主人公に付属したものを描くことで既に他の昔話類にも適用されているのである。
図

嶋」という題簽が付いた四目綴じの冊子、中央には柴の束二つと小舟二艘

9

が描かれている。冊子は浦島太郎を描いた絵本と考えられる。中央の船は
一つは木製、もう一つの灰色は泥の船を表現したものと思われるので、か
ちかち山を描いたものと思われる。右下の円の中には杵を突く兎の姿が描
かれているのもそれを暗示している。柴の束と二艘の船は兎と狸のアイテ
ムと考えられ、これも主人公たちのいない留守模様であると考えられる。
ところで、「浦嶋」の冊子は浦島太郎のアイテムではない。では何か。
この冊子自体が主人公と筋書を内包していると考えられ、アイテムと筋書
が収納されたフォルダあるいはその象徴的イメージと取るべきであろう。
玉手箱や釣竿が単に冊子に変わったようにも見えるが、これは本質的に異
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龍宮表紙の「浦嶋」冊子

図06
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なるものである。先に触れたように玉手箱や釣竿は浦島太郎（浦島伝説）にとって重要なアイテムであるが、

冊子は浦島のアイテムではない。この冊子は浦島のことが書かれた絵本なり謡本であり、いうなれば浦島と

いう存在そのものなのである。それゆえこれも考え方によっては簡略簡素化した究極のデザインといえるか

もしれない。例えば祝儀物の熨斗は本来は熨斗鮑で、鮑を薄く削いで干したものをのした物であった。それ

が、次第に簡素簡略化され、代替物に代り、さらには熨斗袋に至ってはそれが「のし」という文字で代用さ

れていることを勘案すると、これは実態が文字による代替の象徴化といえるのかもしれない。つまりいくつ

かのアイテムの構成よりも一冊の冊子を描くこと、それでことが足りているのである。

は帯である。開かれた箱と蓋の上の翁の面が、絹地に丁寧な刺繍

10

なお、これらの五点の模様はそれほど古いものではなく、いずれも昭和に入ってからのものと思われ、あ
るいは戦後の昭和後期のものと思われる。

三

これを大人の衣装でも見てみよう。図

らえることもできるが、もう一つ思い浮かぶのは舞踊「浦島」の仕掛けである。歌舞伎の長唄「浦島」の演

られているのも海を連想させる。この絵は浦島が玉手箱を開けて翁となったことを象徴的に表しているとと

で表現されている。これだけではわかりにくいが浦島の画題を表わしている。周りには波丸模様が散りばめ

07

にじりがきななついろは

しかん

出との兼ね合いである。江戸中村座初演の中村芝翫（四世歌
右 衛 門 ）が 踊 っ た 七 変 化 舞 踊 「 拙 筆 力 七 以 呂 波 」 で は 、 浦 島
が玉手箱を開けて煙とともに老人となる場面がある。具体的
には、持ち帰った玉手箱の中に翁の面が隠されており、演者

右・図07
帯に描かれた玉手箱と翁面
左・図07－2 冊子と篠笛

は、煙とともにその面を付けて一瞬のうちに老人に早変りし
て舞を舞うのである。
箱と面との組み合わせはそれを連想させるのである。この

‐２はそれを裏付ける同じ帯の裏の部分の図である。

と同種の趣である。二つ

ついた裾模様からはこの留袖の歴史の古さを感じさせる。
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舞踊は現在でも同じ演出で上演されることが多い。
図

は留袖の裾模様である。図

06

の青海波模様の上部に蓑亀、下部には玉手箱と釣竿と翁の面が黒地に刺繍で描かれている。この地味な落ち

図

ここでの冊子は長唄の詞章を記したそれであろう。

間違いなく表の画題が浦島であることを示している。すると

を想起させる表紙絵に「浦島」と題簽のある五目綴じの冊子。

この帯は表裏両用使えるようである。波模様と龍笛と浪千鳥

07
08
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図09

図

は帯であるが、こちらは一
09

いた。

四

衣装のついでに装身具についても確認しておこう。図

は鼈甲の簪である。

べきであり、また留守模様だけでなく冊子で表現する究極の模様も存在して

こう見てくると浦島の留守模様は意匠としてはすでに存在していたとみる

山であろう。地模様にも波が配されている。

様に玉手箱。右下はおそらく蓬萊

が描かれている。左上には流水模

央に龍宮門と赤い珊瑚に浪と蓑亀

る。大小三つの三角形の中には中

見絞りの模様に見えるが織物であ

留袖の留守模様

は波模様、その上に魚籠。上部は龍宮門を構えた楼閣。右は羽ばたく鶴であ

12

図08

複雑に見えるが、左には釣竿を持って蓑亀に乗った浦島太郎。中央最下部に

10

鼈甲の簪の浦島太郎
図10

と図

は銀細工の簪の浦島不在の留守模様で表されている。図

は波型

る。浦島のアイテムは釣竿・魚籠・そして龍宮、さらに蓑亀と鶴である。鼈甲細工でもこうした表現は可能
である。それを念頭に見ると、図

11
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も同様であるが、こちらは少し豪華
12

は煙草入れの留め金具と思われる小さな金属彫刻であ

あるといえる。こうした小さな物に

にシンプルなデザインは落ち着きが

あしらっている。ものが小さいだけ

楼閣は金が被せてあり、全体に波を

箱と釣竿、左上部に龍宮門を構える

る。右下に紐で結い封じられた玉手

13

は留守模様は有効である。

金具の留守模様

図13

図

るいは見立てるという発想が好まれたのであろう。

すべて細工で表現するよりも、アイテムで類推させる、あ

に波板も大きく珊瑚も二つ、鎖の先の千鳥も二つである。

と鈴が付いている。図

の板に玉手箱と釣竿と動くと頭や四足が揺れ動く亀、そして赤珊瑚を付けた紐状の鎖、別の鎖の先には千鳥

12
簪・金工の留守模様
同

右・図11
左・図12

13
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林

は、漆器の汁椀五種（茶二種・黒二種・朱一種）である。四種は蓋表

五

晃平 浦島伝説のイメージ展開 ― 意匠としての留守模様の成立 ―

図

に玉手箱と釣竿や亀を描いているが、左上のみは表は波で蓋裏に亀と玉手箱
を描いている。また上の中央と左には蓋裏に龍宮を蒔絵で描く。玉手箱はす
べてに描かれているが、亀を欠くもの一種、釣竿を欠くもの一種で、これも
浦島の留守模様である。もちろん、汁椀には浦島乗亀図が描かれた蓋も多数

は、磁器の小皿三種である。上二つは染付、下の角皿は九谷の彩色。

ある。しかし、デザインとして美しさはこちらが勝っている。
図

右上の丸皿は玉手箱に釣竿と龍宮門のような楼閣が二つ。左上の角皿は玉手
箱の上に亀と釣竿、そして左上には鶴が飛んでいる。下の角皿は釣竿の上に
色模様のある風呂敷、その上に青海波の金模様のある玉手箱と金の亀が描か
れている。ここには示さないが有田焼にも九谷焼にも乗亀図などの浦島を描
いた皿や鉢は多くある。しかし、別にこうした留守模様を描いたものも存在

は漆器の四段重箱である。蓋表には「四海波」という冊子、四段の各

するのである。デザインとしても面白い。
図

14

漆器汁椀の留守模様五種

図14

磁器皿の留守模様五種

図15

14
15
16

箱には「羽衣」「浦島」「猩々」「老松」（順不同）、台には「山姥」がすべて文字と図柄で描かれている。

がなく、「羽衣」は羽の付いた蓑状の羽衣、「猩々」は酒壷

と柄杓と菊、「老松」は松の木、「山姥」は蝙蝠などのアイ

の微笑展」

テムだけで表現されていることである。つまりすべて留守模

様で描かれていることである。

まとめ

二千年早春、東京都美術館で「モナ・リザ

15

この絵に注目するのは、浦島には玉手箱と釣竿と亀が描かれているのは当然としても、他のすべてにも人物
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では、浦島太郎の留守模様はどういう事情から成立しているのであろうか。今のところその成立時期や事

成立している。モナ・リザが周知であるから本人不在でも絵画として成り立つのである。

のである。これは著名なモナ・リザのパロディーである。当然ダヴィンチのモナ・リザを前提とすることで

ル の 絵 画 は 、 モ ナ ・ リ ザ の 背 景 と 思 わ れ る 景 色 だ け で 人 物 は 描 か れ て い ない 。 モ ナ ・ リ ザ は 留 守 を し て い る

（７）

「Ⅱ―５：消えた〈モナ・リザ〉」という一群の展示絵画である。中でも「五分で戻ります」というタイト

という興味深い展覧会を見た。今も印象に残っているのは

100

漆器四段重箱の
留守模様
図16
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情も解明できていない。しかし、こちらも浦島太郎の著名な絵が前提となってこそ留守模様が成立する。そ

れは先にイメージがあって、その応用としての留守模様である。しかし、明らかに違う部分がある。それは、
浦島の留守模様はさらに意匠として発展、展開していることである。

さらに進化型として考えられるのが、書物を提示するパターンである。浦島太郎という題簽を持った冊子

のみを提示することで、内容を暗示させるのである。こうした展開は〈帯〉や〈着物〉大人の世界だけでな
く〈子どもの着物の模様〉にも見られる。

こうして浦島伝説の研究にイメージを持ち込んでいくのも、イメージがその伝説（文学）の理解のあり方

を示していると考えるからである。既に見てきたように、写本という文字の世界は書写という作業を通じて

受け継がれていく。そこには書写という前提がある限り大きな変化は望めない。しかし、文学という時代や

社会の反映の世界は、常に変化していく。イメージの世界ではその変化が容易に反映される。御伽草子「浦

島太郎」を例にとれば、Ⅳ類流布本系でも本文には大きな変化もないにもかかわらず、訪問先の龍宮のイメ

ージが和様から唐様に替わり、乙姫の衣装も唐様に変化している。こうした変化は図像によってしか確認す

る術はない。一つ一つのイメージを熟視して思いを巡らせるこの積み重ねを続けるだけである。

一方、見方によっては、この留守模様は乗亀帰郷図から浦島太郎だけを消去したものと考えることもでき

る。しかし、これは比喩というジャンルの一つである換喩ととらえる方がよいであろう。換喩とは「赤頭

巾」のようにものごとをその隣接性で表現する方法である。釣竿、玉手箱、亀は浦島そのものではなく、浦

16

島に隣接（あるいは付属）したアイテムである。そしてそれらが集合体となって一人の不在人物とその物語
を表しているといえる。ゆえに留守模様は構造化された換喩ともいえる。

これを留守模様とは言い得て妙である。しかし、浦島の場合これまでにいくつものイメージがあり、既に

Haddon

その明確な印象が残っている。浦島はその留守模様の向こうに確実に存在している。ゆえに留守のふりをし

社のホームページによれば、一九三一年から六四年までハッドン・サンドブロム（

た留守模様として、いわば居留守模様とでもいうべきではないだろうか。

日本コカコーラ

拙著『浦島伝説の研究』（二〇〇一年・おうふう）第四章「浦島乗亀譚の成立」参照。

⑴

）というアメリカ人画家が四十点以上描き続けたものと説明している。
SUNDBLOM

⑵

拙著『浦島伝説の展開』（二〇一八年・おうふう）Ⅱ「亀のイメージとその展開」、同「亀のリアリズム」、Ⅵ「近代的

https://www.cocacola.co.jp/stories/santa2016

⑶

『浦島伝説の研究』第七章「近代における浦島伝説の展開」第三節「国定教科書の浦島伝説」参照。

浦島像の形成」、同「一九七〇年代の以降の玩具的世界管見」参照。
⑷

源氏物語以前に成立したうつほ物語にも「絵のところ」という書き込みがあり、絵とともに享受されたらしいことが知ら

『浦島伝説の展開』Ⅳ「異界イメージの形成と展開」の各編参照。

れる。しかし、絵を伴って現存する写本は御伽草子の類であり、古代から絵と共に享受が続いてきたことの確証はない。

⑸

⑹

苫小 牧 駒 澤 大 学 紀 要 第 三 十 五 号 二 〇 二 〇 年 三 月
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）「五分で戻ります」（
Sophie MATISSE

カタログ番
ソフィー・マティス（

⑺

主人公のモナ・リザが、ここでは五分間留守にしているという意である。

）・油彩・
Back in Five Minutes

一九九七年。モナ・リザは不在でその背景だけが描かれていた。そしてタイトルから明らかなことに、本来は描かれるべき

125

着物・留守模様

―２

浦島と玉手箱の二場面

子どもの着物の模様、亀甲繋ぎと龍の模様の玉手箱とその背後の扇面には青海波の上に

玉手箱と背景に扇面の龍宮門と楼閣

「浦嶋」の題簽のある四目綴じの冊子（これだけで浦島太郎の留守模様）、その右には二艘

帯・刺繍・留守模様（冊子）

帯・刺繍・留守模様（箱と面）

玉手箱と翁面の帯の裏にも刺繍があり、浦島という題簽がある五目綴じの冊子、そ

開けてある玉手箱の蓋の上には翁面

る、因みに右下には杵で臼を突く兎の姿でそれを暗示させる。

の船、下は黒っぽい土の船、上は木の船、さらにその上には柴の束が二つ、これで「かちかち山」の留守模様となってい

着物・留守模様（冊子）

着物・留守模様

龍宮門の宮殿が並ぶ。

着物・留守模様（箱と龍宮）

着物・留守模様

乗亀図と玉手箱の二場面

磁器のティーポット三と火鉢一・留守模様

図版一覧
図
図
図
図

図
図

図
図

の下に龍笛。
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01
02
03
04
05
06
07
07

図
図

図

図

図

図
図
図

留袖・裾に留守模様

帯・織・留守模様

留袖の裾模様

翁面と釣竿に玉手箱

その上部に青海波が二箇所、さらにその上部に蓑亀。

三つの山のようなそれぞれの絵が描かれている、一番上は玉手箱に流水、その下の三角は龍宮門と

鼈甲製の簪の左には蓑亀に乗った浦島、中央下部には波の上に魚籠、上部には龍宮門のある宮殿、右

亀に珊瑚と流水、一番下の波と岩と松の木が描かれている 。
簪・鼈甲・浦島

に比して少し豪華。図左に玉手箱、中央に釣竿、右に亀、二本の鎖の途中には赤珊瑚の

銀細工の玉手箱と釣竿、動くと頭や四足が揺れ動く亀、赤珊瑚を付けた紐状の鎖。別の鎖の

には羽を広げた鶴が象られている。
簪・金工・浦島留守模様

図

先には千鳥と鈴が付いている。
簪・金工・浦島留守模様

右下に玉手箱と「羽衣」「浦島」「老松」「猩々」「山姥」と蓋に「四海波（高

玉手箱と釣竿と亀や龍宮で浦島伝説を表現している。

椀蓋に玉手箱と亀と釣竿が描かれている。

右下に玉手箱と釣竿、左上には龍宮門を持つ宮殿

管が嵌り、先には千鳥模様の飾りが付いている。
金具・留守模様

汁椀五種・留守模様

磁器皿三種・留守模様

黒漆塗重箱・四海波・留守模様

砂）」が金蒔絵で文字と共にすべて物の提示だけで表現されている。

（はやし・こうへい

本学客員教授）

以上の一六点の図版はすべて浮木庵所蔵品で、二〇一九年七月から二〇二〇年三月までに苫小牧駒澤大学展示室において展
観されたものの一部である。

図

11
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両大戦間におけるアメリカのナチズム
Nazism in America in the Interwar Years

山田

利一

YAMADA Toshikazu

キーワード：ナチズム、ヒットラー、人種、ユダヤ人、ヘンリー・フォード

要旨
ドイツでナチスがユダヤ人迫害を行っていた時期、アメリカでもユダヤ人や
黒人に対する迫害が行われていた。ドイツでは国策として徹底的なユダヤ人に
対する民族浄化が行われた。他方、アメリカではユダヤ人に対する差別や暴行
などが右翼組織によって行われた。既存のテロ組織KKKにくわえて、ドイツ
系アメリカ人のBundなど100を超える反ユダヤ組織が暗躍した。さらに、ナチ
ス政権と価値観を共有する有名人や、ナチスの政策に協力する企業や組織も存
在した。民間ベースであったが、アメリカにもナチズムは確実に存在した。
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序
本論が目的とするのは、第一次世界大戦と第二次世界大戦に挟まれた
1920年代と30年代、そして40年代初頭のアメリカに、ナチズムに同調
する、あるいはヒットラー政権に協力する組織や個人が存在したのかど
うか、そしてもしもそうなら、その実態はいかなるものであったのかを
明らかにすることである。
しかし議論に先立って、まずナチズムの定義を確認しておきたい。ナ
チズムの定義は無数に存在するが、本論では第一次世界大戦後のドイツ、
ワイマール体制下で発足した「国家社会主義ドイツ労働者党」
（Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei）
のイデオロギーと、その党首
アドルフ・ヒットラーの思想を指すことにする。
それは社会主義とはほぼ無縁で、幾分かは労働者を優遇する政策を採
ったが、本質的には過激で誤った人種差別思想（Racism;Rassismus）にほ
かならない。彼の、そして多くの欧米人のユダヤ人に対する偏見と、そ
の対極に位置する自画自賛を理論化したものがナチズムであった。そ
のエッセンスは彼が書いた
『我が闘争』
第11章、
「民族と人種」にすべて
述べられている(1)。
『我が闘争』
には
「民族」
（Volk;Völkern）
、
「民族性・国民
性」
（Volkstum）
、
「人種」
（Rasse）
、
「ユダヤ人」
（Jude;Juden）
、
「人種混合・混
血」
（Rassenmischung;Rassenkreuzung;Blutvermischung）
、そして「アーリア
(2)
人」
（Arier）
が横溢しており、ヒットラーのこだわりが感じ取れる。

白人、アーリア人、アングロサクソン
（ワスプ）
がユダヤ人を忌み嫌い、
有色人種を劣等視し、同類であるはずの南欧人や東欧人をさげすむこと
はあらためて説明するまでもないし、この傾向はとりわけアメリカで顕
著といえるし、この現象は根深い。ならばナチスが国策としてユダヤ人
迫害を大規模に行っていた時代、アメリカにもこれに同調する組織や個
人――社会に大きな影響を及ぼすことができる人物――が存在した可能
性がある。あるいはヒットラー政権に協力し、利益を得ていた企業があ
ったかもしれない。
アメリカは独立いらい個人の自由と人権を尊重する民主主義国を内外
3
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に表明してきた。とはいえアメリカは先住民を虐殺し、アフリカ人を家
畜のごとく駆使し続けてきた国でもある。ならばナチスの蛮行を知った
のちも、これに同調する人々が出現してもおかしくはない。
アメリカのユダヤ人作家アーウィン・ショーの小説『若き獅子たち』
（The Young Lions）
にはドイツ南部のユダヤ人強制収容所をアメリカ軍が
解放する場面が描かれている。この小説はハリウッドで映画化されたが、
映画はアメリカの前線部隊が看守の逃げ去ったあとの収容所を急襲し、
骨と皮だけになった収容者を救出する場面をドラマチックに描いている。
映画は、あたかも邪悪なナチスを正義のアメリカ軍が退治する、といっ
たニュアンスで作られている。しかしこれは真実だろうか。ルーズベル
トはナチスに対して本気で対峙していたのだろうか。
ドイツとアメリカとの関係は微妙であった。
ヒットラーは
『我が闘争』
の中でアメリカとアメリカ人を高く評価している。一方、ナチス党結成
以前からアメリカでは反ユダヤ主義が横行していた。アメリカ国民は国
是に無関心であったのだろうか。そしてドイツのユダヤ人迫害は文字通
り対岸の火事だったのだろうか。人道主義を表看板にするアメリカ政府
はホロコーストを知りながら、なぜ参戦をためらっていたのだろうか。
疑問は尽きないがまずはアメリカにおけるナチズムの存否を明らかにし
たい。

1章
建国以前からアメリカが人種差別の国であったことは自明だが、ユダ
ヤ人に対する差別や迫害は20世紀になるまではほとんど顕在化しなか
った。しかし世紀末にユダヤ移民が急増したことから、また彼らの大半
が東ヨーロッパの出身であったことから、
「アメリカ人」との間で職を
巡る対立、文化の違いによる摩擦、さらにユダヤ人は共産主義者という
ステレオタイプが生じ、ユダヤ人に対する広範な排斥・迫害が相次いだ
が、問題が表面化したのは大戦が終わったのち、1920年代以降のこと
である。
4
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これはドイツにおける右翼の活動期と重なる。ナチス党の結党は
1920年である。第一次世界大戦後のドイツは左右の対立が激しく、ワ
イマール共和国が成立したのちも保守的、右翼的な政治結社の活動が盛
んであった。
アメリカではこの時期、白人至上主義組織The Ku Klux Klan（KKK）
が暗躍していた。1921年当時の構成員は50万人で、59人の黒人をリン
チしていた(3)。1925年までに構成員は500万人に達し、国民の4%を占
めるほどであった(4)。このため州知事のほとんどがKKKの票を考慮し、
KKK批判を控えた。一方、連邦議会では200近く提出されたリンチ禁止
法案が廃案になった(5)。当初KKKは黒人へのテロ集団であったが、構成
員と活動地域の拡大に伴い、暴力の対象にユダヤ人や労働組合員、左翼
過激派、外国人、女性運動家などが含まれるようになった(6)。しかしそ
の活動は30年代には下火になった。
代わって暗躍をはじめたのがアメリカ版ナチス、ドイツ系アメリカ
人が結成したthe Bundである。結成時期は不明だが、この組織は当初は
「新生ドイツの友人連盟」
（the League of Friends of the New Germany）
という名称であった。この「連盟」は1933年12月、ドイツ系アメリカ
人の団体the Steuben Societyとともに、ニューヨークのマディソン・ス
クウェア・ガーデンでドイツ人のアメリカ移住250周年を祝う集いを開
いた。しかしナチスのカギ十字旗（Hakenkreuz旗）を飾り、駐米ドイ
ツ大使も出席するなど(7)、この集会は事実上ナチのプロバガンダ・イベ
ントであった。
「連盟」は翌34年5月に再びニューヨークで集会を開き、2万人を動
員したが、これはヒットラーとヘスからお墨付きを得ており、事実上
のナチ党アメリカ支部のイベントであったといえる(8)。さらに翌年8月、
この組織は5,000人を動員し、隊列を組んで行進したが、10月には別の
親ナチ集会が開かれ、ドイツ系アメリカ人1,500人が集合した(9)。
そして翌36年、「連盟」は「ドイツ系アメリカ人同盟」
（the GermanAmerican Bund）
に改称した(10)。アメリカには数百万人のドイツ系国民が
5
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おり、ナチス・ドイツのためにスパイ活動をする者の存在も懸念されて
いたが、最も問題とされていたのがこの団体、
「同盟」
（the Bund）であ
ったが、同時にこれは「最も評判の悪いファシスト組織」でもあり「ア
メリカ・ナチ党」と評されていた。構成員はナチス突撃隊の制服に身を
包み、右腕を前方に伸ばすヒットラー式敬礼を行い、青少年に軍事訓練
を施し、見境なしにユダヤ人を攻撃した(11)。
そして1937年夏、「同盟」はニュージャージーとニューヨークの二
カ所で集会と訓練を開催し、25,000人を動員した(12)。さらに1939年2月、
「同盟」はマディソン・スクウェア・ガーデンで、巨大なヒットラーと
ワシントンの肖像写真を掲げ、2万人の集会を開いた。さらに何本もの
星条旗とナチス旗を掲げ、制服を着た一団が市中を行進した(13)。
つまり1930年代のアメリカにはドイツ系アメリカ人を核にして、ユ
ダヤ人排斥を訴えるナチズムが確実に存在していたのである。もちろん
ドイツ系アメリカ人だけの運動には限界があり、反ユダヤ主義を強く主
張するためには「アメリカ人」との共闘が必要になった。そこで彼らは
アメリカとドイツの共通項を示し、アメリカ人の幅広い支持を求めた。
その一つが星条旗である。
「同盟」のイベントにはナチス旗と一緒に必
ず星条旗が掲げられ、両国の強い結びつきが強調された。39年の集会
はアメリカ建国の父ワシントンの誕生日の二日前に開催され、ワシント
ンの肖像が掲げられ、アメリカ人へのアピールがされた。
次に彼らが考えた共闘手段は「100パーセント・アメリカ主義」
（one
hundred per cent Americanism）という標語である。ドイツ系アメリカ人は
「北欧人」
（Nordics）であり、アメリカ国旗を錦の御旗にして「100%の
アメリカ人」を主張でき、ユダヤ人を「外国人」と蔑むことができたの
である(14)。
「北欧人」であることは「本当の白人」であり白人至上主義
者になりえた。そして同じ思想をもつ白人のアメリカ人と共闘すること
ができたのである。逆説的に言えば、それはユダヤ人や有色人種への迫
害を意味し(15)、公序良俗に違反し、これを庇護すべき立場にある公権力
に対抗することになる。当然、当局はこの種の組織（右翼）を危険視し、
6
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監視対象とした。
1938年、下院非米活動委員会が作成した反アメリカ団体のリスト
には以下の主要組織が掲載されていた。American First, Inc. 、American
Aryan Folk Association、American Fascist Order of Black Shirts、American
Fascists、American Fascist Khaki Shirts of America、National Socialist Party、
American Nationalists、American White Guard、Black Legion、Black Shirts(16)。
さらに複数の新聞が「ファシスト戦線」
（the Fascist Front in America）
とした組織にはthe America First Committee、the Bund、the KKK、the
Christian Front, Christian Mobilizer、American Destiny Partyが含まれる。そ
して最後の組織は「リンドバーグを指導者とするナチの協力組織」と見
なされた(17)。
また反ユダヤ運動を批判するジャーナリスト、Dorothy Thompsonが網
羅した反ユダヤ・ファシスト組織にはThe Silver Shirts(18)、Crusader White
Shirts、the Black Legion、the World Alliance Against Jewish Aggressiveness、
Loyal Aryan Christians、the Defenders of the Christian Faith、the Ku Klux Klan
がある(19)。
以上、多様な「顔ぶれ」だが、アメリカが枢軸国と戦争を開始する以
前、1940年以前、アメリカには100を超える反ユダヤ団体が存在した(20)。
言うまでもなく、ドイツでナチスが政権政党となり、公権力を振るって
ユダヤ人迫害を行ったが、アメリカでは実に多様な右翼組織が在野の立
場でユダヤ人や黒人への暴力を繰り返していた。公と私の違い、暴力の
規模の違いはあるにせよ、アメリカにも固有のナチズムが存在したこと
は否定の余地がない。それを端的に物語るのが事実上のアメリカ・ナチ
党、the Bundの存在であった。ナチス突撃隊の制服を着た一団が、ブラ
スバンドに先導され、
「ハーケンクロイツ」の旗を押し立ててニューヨ
ークの街頭を行進していた事実は、当時のアメリカがいかにナチス・ド
イツに親和的であったかを雄弁に物語っている。
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2章
ヒットラーは伝統的なヨーロッパの反ユダヤ主義を政治イデオロギー
に変え、未曽有の悲劇を招いたが、彼の知恵の源泉のひとつがヘンリ
ー・フォードであり、フォードはヒットラーの思想上の師ともいえる存
在であったし、実際ヒットラーは後年、外国人に授与する最高の勲章を
フォードに与え、その「功績」を評価した。
フォードが有能な技術者であり企業家であったことは明白である。だ
が彼は19世紀アメリカの「田舎者」
（nineteenth-century rural mentality）
で(21)、読書とは無縁であった。それゆえ俗論や偏見に陥りがちであり、
反ユダヤ主義にとらわれても不思議ではなかった。
第一次世界大戦が勃発した直後の1915年4月、フォードは雑誌のイン
タビューに際し、
「金融業者、兵器製造業者、ウォールストリートの銀
行経営者が戦争を起こしている」という趣旨の発言をしたが、これは暗
に戦争の原因はユダヤ人だと誹謗したに等しい。そしてその数か月後、
彼は新聞記者を集め、同様のユダヤ人非難を繰り返した(22)。
しかしユダヤ人迫害に関してフォードが行った最大の「貢献」は『シ
オンの賢者の議定書』の普及である。この本の種本は1864年にフラン
スで出版された『地獄におけるマキャベリとモンテスキューの対話』で、
ナポレオンを揶揄する内容であったが、後年ロシア人により換骨奪胎さ
れ、あたかも史実のように脚色され、さまざまな体裁で、世紀末にヨー
ロッパ各国に普及した。そしてロシア革命後、英語版が英米に流布した。
その内容が過度に中傷的であることから多くの読者はこれを一笑に付し
たが、フォードはその内容を深刻に受け止め、ユダヤ人への警戒を世に
広めることが自分に課された使命だと感じた。
1920年、彼は所有する印刷会社The Dearborn Publishing Companyとそ
の傘下の新聞The Dearborn Independent、それに潤沢な資金を使い、ユダ
ヤ人攻撃を開始した。「すべてはユダヤ人が悪い」
（Everything was the
fault of the Jews.）が彼の常套句であった。彼は自動車販売店に新聞を押
し付け、販売店は客にそれを配布し、彼のメッセージは幅広く国民に届
8
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いた。そして『シオンの賢者の議定書』は50万部も印刷され、全国の
図書館とYMCAに寄贈された。彼は自動車のセールスマンであると同
時に、それ以上に反ユダヤ主義の「宣教師」でもあった。彼はオリジナ
ルな著書『国際ユダヤ人』
（The International Jew）も執筆し、社会的に
も国際的にも影響力を発揮した(23)。
ヒットラーが『我が闘争』を執筆したのは、『シオンの賢者の議定
書』
と
『国際ユダヤ人』
が出版された後のことで、
『我が闘争』には、フォ
ードの影響が少なからず反映されている。先に、1915年の記者会見に
言及したが、その際フォードはユダヤ人を「寄生虫」
（the parasite）と評
した。
『我が闘争』の11章にも同じ言葉（Palasit/Palasitär）が使用されて
おり、フォードの影響は明らかである。また11章には『シオンの賢者
の議定書』への言及もある。さらに『我が闘争』の初版には、
「フォー
ドはユダヤ人の経済力に抗することができたただ一人の偉大な人間」と
する賛辞が書かれていた(24)。察するに、ヒットラーにとってフォードは
あたかも師のような存在であったようだ。それはヒットラーの机上にフ
ォードの肖像写真が置かれ、ヒットラーが日々それに話しかけていた事
実からも明らかである(25)。当然、それはフォードの思想がヒットラーの
それと類似であり、なおかつ先行していたことを物語っているし、フォ
ードの反ユダヤ主義はナチズムの萌芽であったともいえる。
だがヒットラーと価値観を共有した著名なアメリカ人はフォードだ
けではなかった。20世紀前半においてフォードと人気を二分した英雄、
大西洋無着陸飛行の冒険家チャールズ・リンドバーグもまたヒットラー
に迎合的であった。
名声と富を手にした彼はマスコミを嫌い、半ば遁世生活をしていたが、
ヨーロッパにも滞在し、ドイツを訪れ、空軍の視察などを通じてナチス
政権下のドイツに親近感を抱くようになった(26)。
ところで1938年3月のドイツによるオーストリア併合の結果、ヒッ
トラーの露骨な侵略主義が明白になり、アメリカで大きな議論が生じ
た。それはイギリスがドイツに攻撃された場合、アメリカはイギリスを
9
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救援すべきか否かという議論で、国論を二分した。一方にはイギリスに
味方し、ドイツと戦うという介入派（interventionists）
、他方にはアメリ
カはヨーロッパの問題には関与せず、孤立政策を採るべきだとする立場
（isolationists）があった。後者は1920年代から存在していた「アメリ
カ・ファースト」主義に重なる。
原理的には、このイデオロギーはアメリカの国益を最優先課題にす
る思想であり、外交的には19世紀のモンロー主義を踏襲し、ヨーロ
ッパの国際政治とは距離を置く孤立主義で、単独平和主義である。し
かし内政的には、「アメリカ・ファースト」とは、「先住民保護主義」
（nativism）であり、その「先住民」とは1880年以前にアメリカに移住
した「北欧人」の子孫を指した。それはまた「『100%のアメリカ人』
（a
100% American）
のためのアメリカ主義」
（100% Americanism）
をも意味す
る排外主義で、
白人至上主義であった。紆余曲折はあったが、
この「アメ
リカ・ファースト」
主義は最終的に1940年、
「アメリカ・ファースト委
員会」
（AFC）
に大同団結した。しかし新聞はこれを
「ファシスト戦線」
（the Fascist Front in America）
とか、ナチスへの協力組織と批判した(27)。
だがリンドバーグはかねてよりこの思想の信奉者であり、その主要指
導者のひとりであった。この文脈で彼は1939年9月15日、全国向けラジ
オ放送を行い、ドイツとの戦争回避を訴えた。その中で彼は、敵はドイ
ツではなくソ連であり、他の「アジアの侵略国」
（Asiatic intruder）
だと
論じた。さらに彼はヨーロッパもアメリカも内輪もめを止めて結束し、
白人（white race）
は「外国からの侵略」
（foreign invasion）
に備えなけれ
ばならないと主張した。もちろん彼が言及した「白人」は「北欧人」で
あり、
「外国」とは有色人種（アジア人）の国々や傍系の白人、すなわち
ユダヤ人やロシア人の国々を意味する。言うまでもなく、彼の発言は白
人至上主義の明言にほかならなかった。ちなみに当時の、一部の優生学
者の見解では、ロシア人はアジア人との混血なので白人ではなかった(28)。
放送の反響は大きかったが、もちろん批判的な意見が多数を占めた。
TIME誌は「多くのアメリカ国民にとって彼は人間のクズだ」
（“To many
10
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a U. S. citizen, he was a bum.”）
と批判した(29)。
1938年、リンドバーグはナチスから叙勲されたが、当時すでに強制
収容所の存在を含め、ドイツのユダヤ人迫害は世界的な関心事となって
いた。それどころか彼の叙勲のほんの数日後、ユダヤ人に対する暴行・
虐殺、そしてユダヤ商店への放火や略奪が行われた「水晶の夜」事件が
起きた(30)。にもかかわらず、彼のヒットラーやナチスに対する気持ちに
変化はなかった。彼がラジオ放送を行った1939年当時、ドイツにおけ
るユダヤ人大量殺りくもまた世界的ニュースになっていた。
だがそんな世相を無視するかのようにリンドバーグは1941年、アメ
リカ・ファーストに入会し(31)、アイオワ州で開催された集会に出席し、
マスコミや映画産業、経済界や政府を支配しているユダヤ人はアメリカ
の脅威だと、露骨なユダヤ人非難をした。そして彼は再びマスコミから
一斉非難を浴びた。
サンフランシスコ・クロニクル紙は、
（リンドバーグ
の演説は）
「声はリンドバーグだが言葉はヒットラーであった」
と皮肉り、
シカゴ・ヘラルド・イグザミナー紙は「ユダヤ人がアメリカを戦争に駆
り立てているという考えは思慮を欠き、非愛国的で非アメリカ的であ
る」
と糾弾し、
リバティー誌は彼を
「アメリカで最も危険な男」
と呼んだ(32)。

3章
ヒットラーの人種思想の根源には進化論
（Darwinism）
と優生学があ
る。いずれも19世紀後半の「発見」であるが、優生学の「発生」に関
しては進化論にくわえてメンデルの遺伝学も関係する。
進化論は自然法則だが優生学は遺伝学を取りいれた進化論の応用研究
で、人為的に生物の優良種、特に人間の優良種を育て、増やす方法論で
ある(33)。
世紀末、進化論を受けた欧米の生物学・医学研究者は我田引水的に白
人が知的にも体力的にも、そして美学的にも進化の最先端をいっている
と盲信し、人種差別思想を合理化した。例えばアメリカの優生学者は自
分たちの祖先を理想の人類像に据えた。
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American eugenicists craved those that resembled their own forefathers:
blond, blue-eyed “Nordic” types. This group alone, they believed, was
fit to inherit the earth.
彼らが言わんとしていることは、「地球を相続する資格」のある適格者
は自分たちであるということである。
一方で、「不適格者」の数を減じる必要があるとも、あたかもヒット
ラーの登場を予知するかのような指摘もしている。
In the process, American eugenicists intended to subtract blacks,
Indians, Hispanics, Eastern Europeans, Jews, dark-haired hillbillies,
poor people, the infirm—-essentially, anyone outside the gentrified
genetic lines drawn up by American race theory(34).
「優良種」
を育て、増やす一方で、
「劣等種」
を根絶しようと考える思想、
これが優生学の正体であった。そして前者は「北欧人」
、
後者は東欧、南
欧の白人とすべての有色人種を意味した。今日では疑似科学（pseudo(36)
science）
であり(35)、無意味な人種論
（racial hokum）
と一笑のもとに付す

べき代物だが、当時は最先端の科学で絶大な権威と影響力を有していた。
アメリカでは1908年、ルイジアナで「優良な赤ちゃん」
（better baby）
コンテストと「優良家族」
（fitter family）コンテストが開催された。出
場者は家畜と同様に品評された。そしてグラハム・ベルは「人間サラ
ブレッド」の創造を提唱した。彼によれば、4世代の「優れた」両親
（superior parents）が子供をつくり続ければ「サラブレッド」の人間が
できるというのである(37)。
この発想はやがてヒットラーの「スーパーマン」構想につながる。彼
の部下、ルドルフ・ヘスの「ナチスは応用生物学」
（National Socialism
is nothing but applied biology）という発言はヒットラーの思想を裏書き
している(38)。単に碧眼でブロンドのアーリア人にとどまらず、背がより
12

苫小牧駒澤大学紀要

第35号

2020年3月

高く、力がより強く、病気に対して強い抵抗力をもつ超人的で「完璧な
アーリア人の子供」
（perfect Aryan babies）
を特殊施設で大量に「生産」す
るというのがヒットラーの遺伝革命、
「スーパーマン」構想であった(39)。
しかし進化論と優生学の影響を強く受けたのはヒットラーだけでは
なかった。20世紀初めのアメリカの大統領、セオドア・ルーズベルト
も進化論の信奉者であった。彼によれば歴史は血と汗、そして遺伝子
（germ protoplasm）
で書かれたのであり、アメリカの西部開拓は白人の
優秀さを証明したと彼は信じていた。さらに彼は、遺伝子は社会に属し、
優秀なアングロサクソン（white stock）の遺伝子を守るために、愛国的
優良市民は子孫を残す義務があると、ヒットラーの先駆けともいえる主
張を行った(40)。
このような時代背景の中で、アメリカでもドイツでも生物学・医学・
遺伝学研究が優生学の名の下で熱心に行われていた。そしてその研究資
金を提供したのがカーネギー研究所（the Carnegie Institution）
やロック
フェラー財団（the Rockefeller Foundation）
であった。前者は1904年、チ
ャールズ・デヴンポートを迎え、ニューヨーク郊外に優生学のネットワ
ーク統合施設を建設した。さらに1910年、デヴンポートはカーネギー
の資金を得て優生学記録保存センター（ERO）
を設立し、アメリカ人す
べての遺伝情報を網羅し、家系図（ペディグリー）を作成した。ERO
は紀要「優生情報」
（Eugenical News）
を発行し、研究情報の発信・交換
を行うなどしたが、この組織の最終目標は国民の10%を削減することで
あり、民族浄化（ethnically cleanse millions of people）
であった(41)。
常識では理解できない思考だが、この恐ろしい研究意図をもった研究
組織とその支援機構がナチスの研究者を支援するのに不思議はなかった。
優生学は時代の花形学問であり、ドイツでもさかんに研究が行われ、自
然発生的に1920年代、カーネギー研究所の優生学者はドイツの研究者
と交流をはじめた。ドイツの学会誌が翻訳・抄訳され「優生情報」に掲
載され、米独間の研究が共有されることになった(42)。しかし「学問」の
性格上、非科学的な言説も共有されることになった。例えば、1927年5
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月の「優生情報」には「フランス植民地と植民地兵により、ヨーロッパ
に有色人種が大量発生
（an eruption）
する危険がある」とするドイツ情報
も伝えられた(43)。
他方、ロックフェラー財団もドイツでの優生学研究の立ち上げに協力
した。研究所の設立、研究資金の提供、研究者の出張費用、紀要出版
への援助など、広範な援助を行った。特筆すべきは「カイザー・ヴィ
ルヘルム研究所」
（the Kaiser Wilhelm Institute）の付属施設「脳科学研究
所」
（the Institute for Brain Research）の更新プログラムへの援助である。
1915年創立の同研究所には研究室がひとつしかなかった。だがロック
フェラー財団はこの研究所に317,000ドルもの大金を提供し、大きなビ
ルを建てさせ、ドイツにおける人類学・生物学をリードするような業績
を上げさせた(44)。ロックフェラー財団によるドイツへの優生学研究援助
は1936年に理事長が交代するまで続いた(45)。
対照的にカーネギー研究所の援助、人的交流はナチス政権樹立後も
続いた。カーネギー傘下の研究施設「優生学研究機構」
（the Eugenics
Research Association）の理事長クラレンス・キャンベルは1935年、ナチ
ス内相が後援する学会に出席し、ヒットラーの政策を賛辞した。さらに
翌年、アメリカ優生学会の幹部もヒットラーの反ユダヤ主義と人種差別
政策を支持している。そして翌37年、カーネギー研究所はナチスの優
生学プロパガンダ映像の配給を助け、ナチスに協力した(46)。
そして38年、ドイツ第3帝国はすでに強制収容所とイメージが重なっ
てしまっていたが、
「優生学研究機構」所長チャールズ・ゲーテはそれ
でもドイツ賛辞を惜しまなかった(47)。
以上からわかるように、優生学というフレームでアメリカとドイツの
研究者は強く結びついていた。その結果、アメリカ人研究者はナチスの
非道を正視することができないまま、研究を通じて、結果としてナチス
政権に協力することになってしまった。しかしこの結果は重大である。
優生学には負の側面があり、それは「不適格者」
、
「弱者」の国家による
「排除」であった。実際ヒットラーは1940年から翌年にかけて30万人
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弱の同胞を上の理由で虐殺している。
The Roosevelt administration’s failure to respond to the euthanizing of
disabled Germans reflected the old mindset. During 1940-1941, Jacob
Beam, the third secretary at the U. S. embassy in Berlin, sent the State
Department at least ten reports about the Hitler regime’s execution
of tens of thousands of Germans with physical or mental disabilities.
Altogether, an estimated two hundred thousand “unfit” individuals
were gassed as part of the Aktion T-4 program, which would serve as a
prototype for the mass-murder techniques of the Holocaust(48).
この「浄化」の遠因が優生学にあることは否定しがたい事実である。
直接的にはドイツの学者が責を負うべきであるが、彼らを資金面で支え
たカーネギー研究所とロックフェラー財団の責任もまた重大といえる。
ナチスと共同正犯の関係にあったのは優生学にかかわる組織と個人だ
けではなかった。ゼネラルモーターズ社
（GM）
も自動車生産を通じてナ
チスに協力していた。GMのドイツ子会社オペル
（Opel）
はドイツの自動
車輸出の65%を占め、外貨を稼ぎ、ナチス政権に多大な財政的支援を行
った。くわえてオペルはドイツ国防軍にトラックを納入したほか、戦時
には爆撃機のエンジン、地雷、魚雷の起爆装置など多様な兵器を生産し、
軍事作戦においても大きな貢献をなした(49)。
ナチスの反ユダヤ主義は在野時代から知られていたが、ヒットラー政
権が誕生し、ユダヤ人迫害が国策として大規模かつ露骨に実施されると、
その情報は世界的ニュースとなり、ニューヨークでは100万人が参加す
る反ナチス集会が開催された。それは当然GM幹部も認識していたはず
である。にもかかわらずGMの対応は変わらなかったどころか、GMは
より一層ナチス政権に接近していった。
例えば1938年、
オペルの売り上
げの29%は軍事関連であり、6,000台の軍用トラックを販売している(50)。
そして注目すべきは、子会社オペルの経営戦力・意思決定はすべてGM
15
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本部でなされていたことである(51)。GMの社長アルフレッド・スローン
と海外部門の責任者ジェームズ・ムーニーはともにヒットラー政権と親
密な関係にあった。スローンはルーズベルトを批判する一方、ヒットラ
ーを称賛していた(52)。ムーニーはヒットラーと会談するなど、スローン
に比してナチスとのかかわりはより深く、直接的であった(53)。ゆえにヒ
ットラーはスローンにナチス政府が外国人に与える最高の勲章を授与し、
彼の功績をたたえた。しかしアメリカ側から見ればムーニーは紛れも
ない「ナチスのシンパであり、ヒットラーの下僕」
（a Hitler sympathizer
and a Hitler servant）であった(54)。
しかしGMにとって、このような非難・中傷は馬耳東風であった。
GMは利益追求の確信犯であり、ヒットラー政権との癒着は第3帝国の
崩壊まで続いた。この間、GMはオペルの配当をずっと受領していた。
同時にオペルの収益は他の企業の買収などにも使われ、戦争中にドイツ
におけるGMの資産は増加していた。戦後、GMはこれら含み資産の回
収を行っただけにとどまらず、連合軍の空爆で破壊された資産に対する
3,300万ドルもの賠償金まで獲得したのである。だが忘れてならないの
は、オペルの収益の一部は、徴用されて強制労働を強いられたユダヤ人
を含む数千人の無給労働者によってもたらされたことである(55)。
そのユダヤ人収容者であるが、ナチスのユダヤ人狩りを可能にしたの
がIBMの情報検索システムであり、その端末機器であった。IBMの統計
システムがなければドイツ在住の60万人のユダヤ人の所在が当局に認
識されることはなく、当局の徹底した捜索・検束・ホロコーストもあり
えなかった。この意味でIBMがナチスに対して行った協力の貢献度は
計り知れない。
IBMは1880年代にアメリカ政府統計局から依頼を受けて国勢調査を
合理化するためにカード検索システムを開発した。そしてナチス政権樹
立後、IBMはドイツ政府の要請を受けてユダヤ人の個人データを作成・
保管する一貫システムを設計し、納入した。これにより当局はユダヤ人
の氏名、住所、職業、出身地、信仰、国籍、母国語などを網羅し、いつ
16
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でも必要なデータを引き出すことができるようになり、ユダヤ人狩りを
合理化し、徹底することができた(56)。
各収容所では数百人単位が日々出入りを繰り返していたが、その詳細
はすべてカードで処理された。大小数十存在した強制収容所の1日当た
りの収容者数は総計50万人であったが、この数字の管理はIBMのシス
テムがあってはじめて可能であった(57)。そして警察や収容所からの、同
時にそれらへのデータ交信はすべて占領下ポーランドのクラクフに置
かれたドイツ統計局（the Reich’s Statistical Office）の計算機で制御され
ていた。ここには500人の職員が数十台のIBM計算機を操作していた(58)。
そしてその機械はすべてリースで、IBMは戦時中も毎月リース料を受領
していた(59)。
GMと同様に、IBMもポーランドに設置された子会社に対し、ニュー
ヨーク本社から細かい経営指示を出して、中央管理していた(60)。以上の
事実から言えることは、IBMなくしてはヒットラーによる「ユダヤ人の
最終解決策」は実現しなかったかも知れないということである。当然、
IBMのナチス政権貢献度は甚大であった。ゆえにヒットラーは1937年、
社長トーマス・ワトソンに最高の勲章を授け、その労をねぎらっている
(61)

。
そしてGMと同じように、IBMもドイツ政府とのビジネス関係を戦時

も維持し、帳簿上はリース料を得ていた。ナチス政権崩壊後の1945年、
ナチスが滞納していたレンタル料はアメリカ占領軍に支払われた(62)。

結論
すべての国家がそうだと言うのは適切ではないが、ほとんどの国家・
政府は建前と本音で成立している。アメリカは建国以来、個人の自由と
人権を尊重する民主国家を表看板にしていた。しかしその人権を保障し
た先駆的な憲法が書かれた時代、アメリカには一方に奴隷がいて、他方
には野獣と同一視されていた先住民がいた。いずれにも人権はなく、前
者は生まれてから死ぬまで「懲役刑」が課されていた。後者は土地を奪
17
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われ、命も簡単に奪われていた。アメリカの民主主義は当初から肌の色
で人間を差別していたのである。
奴隷が解放されて人間になったとき、白人は「分離すれども平等」の
原則を創造し、差別を合法化した。しかし白人の黒人に対する差別意識
は留まるところを知らず、黒人に対するテロ
（リンチを含む殺人・放火・
爆破）
が横行した。しかし当局はそれを看過し続け、暴力は尽きなかった。
20世紀になると差別に新たな対象が生まれた。ユダヤ人である。ヨー
ロッパでの迫害を逃れ、アメリカに希望を託したが、ここでも彼らは新
たな迫害に遭った。とはいえヨーロッパで頻発したポグロムはなかった。
一方、第一次世界大戦後のドイツでは民主主義国家が成立し、ユダヤ
人もドイツの文化と文明に貢献する機会が生じた。だがこの理想国家は
ほどなくして自己崩壊し、狂気の体制が発足し、ユダヤ人の悲劇がはじ
まった。彼らを蔑視し、嫌悪し、彼らの抹殺を意図する男、アドルフ・
ヒットラーが国家の支配者となった。悪意に満ちた彼の思想、彼が党首
を務めた政党のイデオロギー、それがナチズムであった。それはドイツ
人（アーリア人）を特別視、理想視、絶対視する一方、その存在を危う
くするユダヤ人を憎み、根絶を意図する思想であった。彼は国家の実権
を握るとさっそくユダヤ人の迫害を始め、社会の表舞台からユダヤ人を
追放した。次に彼はユダヤ人を収容し、最後は大量殺害した。ユダヤ人
問題の「最終解決」である。
黒人やユダヤ人に対する差別と暴力に親しんできたアメリカの「北欧
人」がナチズムに共鳴したのは驚きに値しない。ナチズム発生以前から
彼らはナチズムを実践していたからである。南北戦争後に暗躍したテ
ロ組織KKKは世紀末には休息状態に入ったが、20世紀になると復活し、
黒人にくわえてユダヤ人に対しても暴力を振るった。そしてこれに同調
するテロ組織が「アメリカ・ファースト」を標榜して乱立した。その中
にはナチス公認ともいえるBundもあった。彼らはナチス突撃隊の制服
を着用し、ハーケンクロイツの旗を掲げ示威運動を繰り返した。ナチズ
ムはアメリカに上陸したのである。
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個人ではヘンリー・フォードが、ヒットラーが驚くほどの反ユダヤ主
義を実践していた。そして白人至上主義者のチャールズ・リンドバーグ
は容易にナチズムに共鳴し、ナチス・ドイツとアメリカとの対立を回避
するよう同胞に訴える運動を行った。
一方、カーネギー研究所とロックフェラー財団は学術振興の名のも
とにドイツの優生学研究を援助し、ホロコーストに協力してしまった。
GMとIBMは利益追求のためという大義名分のもとナチスの悪事に協力
した。
ナチズムは、ヒットラー政権樹立後は国家イデオロギーであり国策で
もあった。この点においてアメリカにはナチズムはなかった。だが「北
欧人」至上主義、人種・民族差別主義という点でのナチズムはアメリカ
社会の中に少なからず同調者、協力者を得た。その中に法人が含まれて
いたことはいうまでもない。
20世紀前半の民主主義国家アメリカはナチズムを内にはらんでいた
のである。

注
(1) Adolf Hitler, MeinKampf, Das Zwanzigste Jahrhundert, Amazon. co. jp
(2) 日本では「アーリア民族」という言葉が定着しているが、
「民族」は文化人類学的
な概念である。本論で問題となっているのは形質人類学上の「人種」である。ゆえ
にヒットラーの視点と語法を考慮し、
「アーリア人」とした。ドイツ語はArier、英語
はAryanである。特殊な使われ方をする語だが、意味するところはより一般的な「ゲ
ルマン」と同じ。しかし英語のGermanicには「ゲルマン人」を指す名詞用法はない。
人を指す場合はGermanic peoples「ゲルマン諸部族」もしくは「ゲルマン諸民族」
のように使う。しかしこの意味で使用される英語はNordicである。第一次大戦後に
アメリカ副大統領を務めたカルビン・クーリッジにその用例を求めると“Biological
laws tell us that certain divergent people will not mix or blend. The Nordics propagate
themselves successfully.”となる。Sarah Churchwell, Behold, America: A History of
America First and the American Dream, Bloomsbury Publishing, 2018, p.121. ちなみに
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1922年7月、ミネソタ州のある牧師がアメリカへの移民に言及する中で興味深い指摘
をしている。これを読むとNordicsがより明確になる。“ . . . most of our immigration
came from the great Nordic race, that is from the northern countries of Europe—Sweden,
Norway and Denmark; from England and Scotland and Ireland; from Germany, Belgium,
France and Holland. These people possessed to a remarkable degree the power to govern
themselves and others.”上掲書、p. 157.つまりアーリア人、ゲルマン人、ノーディック
とはヨーロッパ北西部の住人を指す。
(3) Churchwell,pp. 121-123.
(4) 同上、p. 150.
(5) 同上、pp. 130-134.
(6) 同上、p. 162.
(7) Rafael Medoff, The Jews Should Keep Quiet: Franklin D. Roosevelt, Rabbi Stephen S. Wise,
and the Holocaust, The Jewish Publication Society, 2019, p. 34.
(8) Churchwell, p. 195.
(9) 同上、p. 229; p. 232.
(10) 同上、p. 196.
(11) Lynne Olson, Those Angry Days, Random House Trade Paperbacks, 2014, p. 123.
(12) Churchwell, p. 240.
(13) 同上、p. 251; Olson, p. 124.
(14) The American Liberty Leagueやthe American Nazi “Silver Shirts”などの反ユダヤ主義
組織は人種差別を声高に主張していた。Edwin Black, Nazi Nexus: America’s Corporate
Connections to Hitler’s Holocaust, Dialog Press, 2009, p. 109.
(15) 右翼的な“one hundred per cent Americanism”のもとで黒人やユダヤ人、カトリック、
社会主義者への暴行事件が横行していた。
(16) Churchwell, pp. 117-119.
(17) 同上、p. 248.
(18) 同上、p. 276.
(19) 1936年、ノースカロライナで白人至上主義と反ユダヤ主義を標榜する武装組織the
Silver Shirt Legionが結成された。Churchwell, p. 236.
(20) 同上、p. 238.
(21) Medoff, p. xiii.
(22) Black, p. 4.
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(23) 同上、p. 4.
(24) 同上、pp. 5-9.
(25) 同上、p. 13.
(26) 同上、p. 10.
(27) Olson, pp. 11-18.
(28) Churchwell, p. 276.
(29) Olson, p. 72.
(30) 同上、p. 75.
(31) 同上、pp. 19-20.
(32) Churchwell, p. 274.
(33) 同上、pp. 280-281.
(34) Nancy Isenberg, White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America, Viking,
2016, p. 175.
(35) Black, p. 21.
(36) 同上、p. 19.
(37) 同上、p. 41.
(38) Isenberg, pp. 195-196.
(39) Black, p. 20.
(40) 同上、p. 60.
(41) Isenberg, pp. 190-193.
(42) Black, pp. 26-27.
(43) 同上、pp. 28-29.
(44) 同上、p. 32.
(45) 同上、p. 33.
(46) 同上、p. 45.
(47) 同上、pp. 46-47.
(48) 同上、p. 60.
(49) Medoff, p. 50.
(50) Black, p. 90; p. 119.
(51) 同上、pp. 104-105.
(52) 同上、p. 107.
(53) 同上、p. 102 ; p. 115.
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(54) 同上、p. 98.
(55) 同上、p. 112;p. 115.
(56) 同上、p. 119.
(57) 同上、pp. 129-131.
(58) 同上、p. 134.
(59) 同上、p. 157.
(60) 同上、p. 132.
(61) 同上、p. 156.
(62) 同上、p. 159.
(63) 同上、p. 160.
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as an Automated Essay Scoring Tool:
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Abstract
Writing assessment plays an important role in both placement and grading.
Traditionally, writing assessment has taken a great deal of time and energy
on the part of the teacher. Now digital assessment can easily be obtained
from computer programs, such as Grammarly. The rise of digital assessment
as an option to traditional, instructor- based assessment calls for a more
detailed comparison of these two different forms of assessment. This study
has a dual purpose. First, it looks at comparisons of teacher assessment and
computer-generated assessment of student writing to see if a relationship
exists, and to document any patterns that may exist in rater-based and
computer-based assessment.
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Introduction
The role of Information and Communication Technology
(ICT) in ESL learning and instruction continues to grow
apace. The use of ICT and peer learning on ESL composition was
investigated by Kibler (2015) and this combination was shown to
have a positive effect on the fluency and complexity of students'
re-writing of short, impromptu essays of between 90 to 170 words.
In that study, the use of Grammarly to assist in measuring the
accuracy, fluency and complexity of 20-minute, theme-based
writings on a given topic, such as “My Future Career,” was also
discussed. The current study can be seen as an extension of that
2015 study. It is also an important addition to the growing
number of studies investigating the potential for Computer Based
Essay Assessment and the growing number of Automated Essay
Scoring (AES) tools.
A driving force behind much of the current resource is the
need to determine and document similarities and differences that
exist between Computer Based Scoring and Human Rater
Scoring. With the ongoing advances of AI and the growing use
of computer scoring for high-stakes assessment, the reliability of
computer scoring is said to be improving, while traditionally it
has been considered effective in terms of consistency. Findaly
(2017) states that to meet both the demands for speed and cost
efficiency the e-rater system of computer assessment was
introduced in 1999 for the evaluation of SAT essays. E-rater is
now a key component of the ETS Criterion (2020) assessment
system. A study by Valenti, Neri, and Cucchiarelli (2003) based
on the concept that the use of essay questions is useful in
assessing higher learning skills associated with Bloom's
taxonomy, in particular evaluation and synthesis, evaluated 10
tools for automatic essay grading. They reported high
comparisons between human and machine assessments for 7 of
the tools in such areas as accuracy and overall correlations. A
comparison study by Manap, Ramli, and Kassim (2019) found a
25
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moderate positive linear relationship (Pearson’s product moment
correlation coefficient of 0.678407) between the scores of a
group of 140 lecturers and the scores of Paper-Rater.com, a free
Automated Essay Scoring tool. However, in this study, only 10
carefully selected essays were scored. In a study of 107
participants drawn from a Hispanic serving institution in South
Texas, Wang and Brown (2007) used an A One-Way RepeatedMeasures ANOVA to examine the difference between the mean
scores generated by the AES tool IntelliMetric™ and those of
humans raters. Their finding showed the mean score assigned by
the AES tool IntelliMetric™ was significantly higher than the
faculty human raters’ mean score.
In keeping with the spirit of the Valenti, Neri, and
Cucchiarelli (2003) study, which chose to study a free AES tool
available to any interested teacher, the authors of this study chose
to evaluate Grammarly. Although Grammarly has become an
extremely popular and common writing tool, the AES portion of
Grammarly is not free. However, it is very affordable. A
Grammarly Premium annual subscription costs $11.66 per
month.
In spite of sharing a common goal of finding the
differences and commonality between AES tools and human
raters, there is noticeable diversity and contradiction among the
results of many of the published studies. Upon reviewing the
literature, several reasons for this would seem to lie at the heart
of this dilemma. One is simply that the number of AES tools is
growing, while the tools themselves are changing and becoming
more highly developed at a rapid pace. Another issue, that of
inter-rater reliability, is a thorny one, and the number of
approaches to defining, pursuing and attaining it are far from
standardized and not easy to replicate independently. And then
there is the issue of the writing itself. As Green (2018) has
pointed out, a major failing of AES lies in the fact that getting
good results for many AES tools calls for some ‘gaming’ on the
part of the writers themselves. In other words, “rather than trying
to make software recognize good writing, we'll simply redefine
26
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good writing as what the software can recognize”. But with
continuing research, a better understanding of the issues central
to writing and writing assessment, and progress and advancement
in AES, the contributions and benefits of ICT can be expected to
become increasingly prevalent in ESL classrooms around the
world.
Research Questions
‑ Research Question 1
Would Grammarly’s analytic ‘Overall Scores’ correlate to
the scores of a team of trained EFL Writing Raters using a rubric
and grading holistically?
‑ Research Question 2
Would experienced instructors working as independent
raters and following a unique rubric of their own design attain
interrater reliability when scoring essays holistically?
1 Methodology
Participants
The rater-participants in this study were three experienced
EFL instructors working in Japanese universities. Rater 1 had 14
years of experience, Rater 2 had 17 years of experience, and Rater
3 had 36 years of experience.
The writer-participants in the study were first and secondyear students from two different Japanese universities in Northern
Hokkaido.
Materials
The writing samples used in this study came from an
archived set of papers written by first-year and second-year
Japanese college students participating in English composition
classes. The students were asked to write timed (20 minutes),
impromptu paper on generic topics, such as topic ‘My
Dream’. The writing was done online, using the learning
management system Moodle. Online writing tools such as
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spelling and grammar checkers, translation software and
electronic dictionaries were not used during the writing exercise.
Instruments
A holistic rubric and scoring system created and tested by
the three instructors prior to the experiment. Before starting the
study the rubric was tested by the raters on a small sample not
included in the study.
The assessment tools of Grammarly that are available
with a subscription account. The ‘Overall Performance’ score,
a percentile rating based on all similar data in the Grammarly
database, was used in this study.
Procedures and Treatment
Using the same rubric, the three raters scored the
students' writings independently. After that the papers were
scored by Grammarly.
The raters’ scores were then tested for inter-rater
reliability. Correlations were run for the individual scores of
each rater, the individual scores of each rater vs Grammarly, and
the combined average scores of all 3 raters vs Grammarly.
2 Results
Inter-rater Reliability
Fleiss' kappa was run to determine if there was agreement
between the scores of three instructors. Fleiss' kappa showed that
there was poor agreement between the raters' judgments.
Table 1

Fleiss’ Kappa for the Inter-rater Reliability of Holistic Raters

Overall

Kappa

Asymptotic
Standard
Error

Z

.061

.037

1.66

*κ=.061 (95% CI,-. 011 to .133), p < .097.
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P
value

Lower
95%
Asymptotic
CI Bound

Upper
95%
Asymptotic
CI Bound

.097

-.011

.133
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Comparison of Grammarly Scores and Human Rater scores
Pearson product-moment correlation coefficient was computed to
assess the relationship between the raters' scores and Grammarly
Overall Scores. There was no correlation between the two
variables:
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Table2 2
Table

Pearson'sCorrelation
CorrelationCoefficients
Coefficients
Pearson's
RaterRater
RaterRater
Rater Raters'
Raters' Grammarl
Grammarl
Rater
Average
1 1
2 2
3 3
Average
y y
Rater1
Rater1

Pearson's
Pearson's
r r
p value
(twop value
(twotailed)
tailed)
NN

Rater2
Rater2

Pearson's
Pearson's
r r
p value
(twop value
(twotailed)
tailed)
NN

Rater3
Rater3

Pearson's
Pearson's
r r
p value
(twop value
(twotailed)
tailed)
NN

HolistcEvaluationAverPearson's
Pearson's
HolistcEvaluationAver
r r
ageage
p value
(twop value
(twotailed)
tailed)
NN
Grammarly
Grammarly

Pearson's
Pearson's
r r
p value
(twop value
(twotailed)
tailed)
NN

1 1

5454
.2531 1
.253
.065
.065
54545454
.362*.654*
.654*
.362*
1 1
* *
* *
.007.000
.000
.007
54545454

5454

.652*.840*
.840*.859*
.859*
.652*
1 1
* *
* *
* *
.000.000
.000 .000
.000
.000
54545454

5454

5454

.152-.216
-.216-.004
-.004-.046
-.046
.152

1 1

.272.117
.117 .976
.976 .740
.740
.272
5454

5454

5454

5454

5454

= -.046,
= 54,
< 0.01.
*r *r
= -.046,
n =n 54,
p <p 0.01.

3 Discussion
With regard to the first research question, this study shows
that Grammarly's analytic ‘Overall Scores’ do not correlate with
the holistic scores of independent raters. This implies that the use
of Grammarly ‘Overall Scores’ is not a suitable substitute for
traditional, teacher based writing assessment. It is likely that
Grammarly’s system for generating Overall Performance Scores
is not robust enough to provide the consistency needed to achieve
statistically significant correlations with the scores of human
raters.
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With regard to the second research question, it was not
possible for the 3 raters to achieve satisfactory levels of inter-rater
reliability during the course of this study. This weakened the
outcomes of the study. The rubric and scale used by the raters was
insufficient. In order to attain suitable interrater reliability, a
better system needs to be constructed, which is to say that coming
up with a better way of calibrating the scores of the raters is
essential for the success of any such ongoing research.
The raters cited a number of obstacles to concise assessment of
the essays. Some of the more important comments that came out
of a written debriefing session are bulleted and listed below:
⚫ At times I found myself scoring papers differently. For
example, if I had an interest in the student’s writing, it
might receive a bit higher score versus a paper I found
boring. That was fairly easy to overcome at the end by
going over my scoring. However, I still noticed
discrepancies when we would have group discussions
about how we scored the writings. 
⚫ Some of the papers that had grammatically correct
sentences but little cohesive meaning, I tended to score
lower than a paper that was grammatically lacking but I
could follow the logic of the argument. Did Grammarly
score the grammatically correct paper higher than me? 
⚫ Another factor that I felt influenced my grading was the
fact that since I have taught in Japan half of my life, and
these are mostly Japanese students with similar language
and cultural writing patterns; do I extract meaning from
the English learners patterns of writing because I can
comprehend it? And thus grade it higher than I would
grade samples written by second language learners of
other languages and cultures? Do I read too much into the
poorly written sentence to try to give meaning to the
paragraph?
⚫ We began with a 20-point scale, moved to a 10-point scale,
and ended with two raters using a 10-point scale with
fractional scoring (6, 6.5, etc.). It would seem that the vast
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majority of scores fell between 4 and 8, but within that
range choosing between two whole numbers was too
restrictive. 
⚫ In an effort to converge on evaluations, Rater 3 put
forward three models to represent “good,” “average,” and
“low” writing samples. However, Rater 2 evaluated the
“average” sample as better than the “good” sample. Rater
1 considered the “good” sample as marginally better than
the “average” sample. 
⚫ If raters cannot agree on the evaluation of representative
models, they are unlikely to consistently converge when
evaluating individual samples. This suggests the
importance of agreeing on the relative weight of specific,
objective grading criteria, i.e., spelling, grammar,
punctuation, etc. 
The lack of any correlation between the two different
assessments is somewhat confusing. It would seem logical for
the two diverse systems of assessment studied in this research to
still show similar tendencies in the overall quality of student
writing despite their radically different approaches. Although it
is beyond the scope of the current research to go into the causes
for this not being the case, it is worth noting that, in fact, a certain
set of tendencies which may very likely lie at the root cause of the
total lack of any correlation was observed by the researchers.
The most common denominator in cases of very different
assessments seems to lie in the length of the composition. On one
hand, there were the shorter essays. Typically, these were essays
with a word count of only 100 words or less. These often seemed
to get higher Grammarly scores but lower Holistic scores. One
probable cause of the differences may lie in the fact that shorter
essays often contained fewer analytical (grammar-based) errors,
which caused Grammarly to rate them higher than human raters
would. It would seem that the human raters, in looking for
development and interesting content, were prone to giving shorter
essays lower marks. Conversely, longer essays inevitably tended
to contain more grammatical mistakes. In the case of Grammarly,
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the cumulative effect of grammar errors seemed to result in the
lowering of the overall score. However, as the essays increased
in length, it appeared that the human raters tended to give higher
marks. This is very likely to have some connection to the human
raters focus on development and content.
In the future, there are several ways in which this
phenomenon could be investigated and better defined. Several
scenarios are possible, such as reorganizing the data in ways that
take overall length into consideration and then going on to make
subsets of data based on the overall length. This could help
clarify the role of essay length in writing assessment. It would
also be possible to go back to the original data and mine it for
longer and shorter essays, after which a comparison could be
made to see if the initial tendencies described above actually had
a bearing on the overall lack of correlation between Grammarly
assessment and holistic assessment.
The use of impromptu writing does not allow students to
take advantage of the more advanced steps of the writing process,
such as review, editing, and re-writing. This confounds the
accurate assessment of the students’ true writing potential.
Implications for Future Research
While Grammarly does not perform well in terms of
classroom assessment, it seems to be a powerful tool for
editing. Further investigation into the use of Grammarly as an
editing tool and its effect on writing revision in terms of
Complexity, Accuracy, and Fluency has the potential to help
teachers create a more productive writing environment in their
classrooms.
As for strategies aimed at attaining inter-rater reliability,
a change in the nature of the scale used by the raters could lead to
different, hopefully improved, results. The scale used by the
raters in this study was ordinal. Using a simpler system which
describes the data nominally, for example, ‘Lower than expected’,
‘Typical for this assignment’ and ‘Higher than most submissions’
may result in more uniform assessments and high rater reliability.

33

Exploring the Potential of Using Grammarly as an Automated Essay Scoring Tool:

Another possible solution would be to expose raters to a
large cross-section of writing samples before the actual scoring
begins. Through discussion, raters may be able to converge
somewhat on general assumptions and criteria for scoring.
Ideally, this would result in raters agreeing upon a representative
model sample for every possible score. Without such models,
each consecutive batch will be viewed through the lens of
previous batches. If the first batch of reading samples is not a
representative sample of subsequent batches, it is easy to see how
scores could drift higher or lower.
Only after evaluating a large number of samples will
raters have an idea of what an average paper looks like, and
different batches will tend to vary if they are taken from different
groups of students of varying levels who are writing under
different conditions (entrance exam vs. in-class, ungraded
exercise). Due to these complications, individual writing samples
could be scored higher or lower depending on the order in which
they were evaluated.
Evaluating more subjective criteria, such as content,
structure, style, logical consistency, etc., must also be addressed.
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Appendix A

RUBRIC

Points/Level
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor

Score

Organization

5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor

2

Vocabulary

5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor

3

Language Use
(expressiveness)

5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor

2

Content
(ideas)

Total Score

35

3

Exploring the Potential of Using Grammarly as an Automated Essay Scoring Tool:

Appendix B
Grammarly Output (Reproduced)
Student writing - My Dream
When I was in the elementary school, my teacher asked me the
same question. Then, I answer " I want to be a teacher."
However throughing a lot of experiences, my thought was
totally changed. Now, I entered the Hokkaido university, I
become to think to go to abroad and help people who need
lifelines, food, education, medical treatment and so on. To come
true the dream, I have to study wide range of subjects in my
campus life. Fortunately, hokkaido university provide me a lot
of useful information and seminars. So I take many seminars.
Overall Score

53*

Correctness

10 alerts

Clairity

Clear

Engagement

Engaging

Delivery

Just Right

*

Percentile score based on the total data of Grammarly scored essays in
this writing category.
（ロナルド L. キブラー・本学教授）
（ジョン カートライト・東海大学講師）
（マイケル S. ジョンソン・信州大学講師）
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現代中国語における日本語借用語のインターネット検索
キーワードツールを用いた判定方法に関する一考察
―― SEO分析ツール百度指数を使用して――

A Study on Identifying Japanese Loanwords in Modern Chinese Language by
Using an Internet Keyword Research Tool, Baidu SEO Analytical Index
山口

莉慧

YAMAGUCHI Rie

キーワード：現代中国語、日本語借用語、外来語、インターネット流行語、
百度指数

要旨
1894年-1895年の日清戦争後1919年の五・四運動まで中国語に移入された大
量の日本語借用語（主に学術用語）の判定に関し、基準となる辞書などの文献に
ついて多くの研究がなされてきた。1978年の改革開放政策開始以来日本語借用
語の二度目の大量移入が生じ、さらに1990年代からのインターネットの発達に
より日本語借用語は第3の大量移入期を迎えているが、インターネット上の日
本語借用語の判定についてはまだ確立した方法がないので、インターネット流
行語である『佛系』、『酵素』の２語について、代表的な検索エンジンである百度
のSEO分析ツール百度指数を使用して日本語借用語の判定が可能かどうかを試
みた結果を報告する。
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はじめに：中国語における日本語由来の外来語（借用語）の判定に関す
る研究について
彭広陸は「日本語の語彙、特に自然科学用語、社会科学用語が十九世
紀末から二十世紀初頭に大量に中国語に借用された｣と述べている(1)。
その理由として、荒川清秀は｢日清戦争後
（1895年）
に、中国からの留
学生、亡命知識人、それに中国人外交官らの執筆活動－具体的には、中
国語雑誌の出版、日本語の専門書、教科書の翻訳等を通して、すでにほ
ぼ完成していた近代用語が中国語に流入していったという人が多い｣と
書いている(2)。
朱京偉は「両国間の語彙交流は、千年以上にわたって中国から日本に
輸出するという一方通行的な形で行われていたが、このような状況は
19世紀末になってようやく変化の時期が来た。つまり、日清戦争後の
翌年から中国人の日本留学が始まり、20世紀に入ると、日本語の語彙
が中国語に大量に移入される
「逆流」
の現象が起こったのである。これに
伴って、中国語における日本語からの借用語の問題が生じた」
と記述し
ている(3)。
この中国語への大量の語彙移入という現象は、1950年代の中国言語
学の重要な研究テーマとなった。
朱新林は「中国語における外来語は、現代中国語語彙の重要な源の一
つであり、その定義や分類、性質などの問題は、自ずと学術界から注目
されることとなった。中国語における日本語由来の外来語は、中国語の
外来語のうち特殊かつキーとなる構成部分であり、その定義付けについ
ては学者の間で盛んに議論された｣と述べている(4)。
議論の中心となったのは｢中国語における日本語由来の外来語の判定
に関するもの｣(5)であった。
朱新林は以下のように述べている。
王立達は次のような詳細な分類を行った(6)。
（1）もともとは日本が『外来語』を音訳した際に漢字を当てた語句
（これを日本人は
「当て字」と呼ぶ）
を中国語に借用したもの
（例：
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『瓦斯』、
『倶楽部』）。（2）漢字で書かれているが、『訓読み』のみで
『音読み』がない日本語の語句（例：『入口』、『出口』）。（3）日本人
が
『意訳法』
で翻訳した外国語語彙で、漢字の読み方としては
『音読
み』
のみで
『訓読み』
を用いないもの
（例：
『絶対』、
『相対』）。
（4）
も
ともと日本語の語彙だが、中国語の語彙として借用された後、意
味が元の意味と異なったもの
（例：
『労働者』、
『弁護士』）。
（5）
もと
もとは古代中国語の語彙だったものが、後に日本人が西洋近代専
門用語の意訳語として借用し、現在では中国人が日本から借用し
て古代中国語の意味と異なる現代中国語の語彙になったもの
（例：
『索引』、
『組織』）。
（6）
漢字の形・意味ともに日本人が創作し、中
国でもそれを引用したもの
（例：
『腺』、
『癌』）。
（7）
次のような現
代中国語語彙は、
中国人が日本語を翻訳する際に創り出したもの
（例：
『基于』、
『関于』
）
。
（8）20世紀初めに借用されたが、現在では
使われていない日本語の語彙
（例：
『労働組合』
、
『労農政府』
）
。
（9）
協和語 (7)
（中略）
また王力は、外来語は音と意味を借用したものであるという基
準に厳格に基づき、日本語由来の外来語のうち、語形や語義は借
用したが音を借用していないものを除外した(8)。王力は中国語に
おける日本語由来の外来語を次のように定義した。王力は「日本
から中国に伝わった意訳語はおおむね2種類に分けられる。1つは
古代中国語にもともとあった語句を利用し、新しい意味を与えた
もの。2つ目は2つの漢字を使って二音節語を構成したもので、こ
うした二音節語は中国語のもともとの意味とも整合性が取れて
いる」と考えていた。この2種類目の分類はさらに2つに分けられ
る。
（1）
漢字本来の意味と比較的似ているもの（例：
「歴史」、
「政
策」
、
「政党」
、
「独裁」
）
。
（2）
漢字の本来の意味とは大きく異なるもの
（例：
「前提」、
「企業」、
「絶対」
、
「抽象」
）
。このほか、王力は中国語
における日本語由来の外来語と見なせない、つまり日本から語形
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や語義を借用したが音は借用しなかった一部の外来語についても
、
指摘している。例えば「取締」
（torishimari）
、
「引渡」
（hikiwatashi）
「見習」
（minarai）
、
「手続き」
（tetsuzuki）
といったものだ (9)。
王力の定義はヨーロッパの言語交流における外来語の定義に従ったも
のと言える。しかし｢こうした西洋言語由来の外来語に対する区分基準
(10)
を踏襲できるか否かについては議論の余地」
がある。

沈国威は中国語における日本語借用語の場合は、日本語が中国語と同
様に漢字という表意文字を使用しているため、音声の借用を伴わないと
いう大きな特質がある。
したがって、
日本語における外来語と同じ意味で中
国語における日本語借用語を外来語と呼ぶには無理があるとしている(11)。
朱新林は王力等の研究の結果として以下のように述べている。
中国語における日本語由来の外来語の性質に関する議論が起こる
こととなった。これはすなわち中国語における日本語由来の外
来語を中国語の外来語と見なせるかという議論である。この問題
を解決するためには、外来語かどうかを判断する基準が「音の借
用」
か
「形の借用」
か、それとも
「意味の借用」
か、あるいはこのうち
どれか2項目または3項目の結合なのか、を確定することが前提と
なる。そのため、中国語における日本語由来の外来語の性質問題
においては、次の2つの異なる観点が存在した。
① 日本語由来の外来語を外来語と見なさないという主張
高名凱・劉正 は
「外国語の中から自己の言語に存在しない意義の単
語を音と義をひっくるめて自己の言語に移入した。このような単語こそ
が外来語なのである」(12)とし、訳語の借用意味のみを借用した翻訳借用
語は外来語として認められないとする。
呂叔湘は「中国文法要略」
（1943）で、中国語における外来語は「音訳
した語句」と「部分的に音訳した語句」に限られ、音の借用基準に従っ
て、日本語由来の外来語語彙を、中国語における外来語の範疇から除外
するべきだと指摘した。王力は日本語由来の外来語は、語形と意味を借
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用しているが音は借用していないと考えており、呂叔湘の観点にほぼ賛
同していた。同時に王力は「現代中国語における意訳語は、ほとんどが
中国人自身で翻訳したものではなく、日本人の原訳を採用したものであ
る。言い換えれば、中国語が吸収した西洋の語句は、日本語を通して吸
収したものだ」との見方を示した。つまり日本語由来の外来語について、
「
（1）
意訳に属する。
（2）
日本語がオリジナルではないため、
『日本語由
来/日本から伝播』に分類すべきではない。ましてや中国語における外
来語と見なすべきではない」と主張した(13)。
② 日本語由来の外来語を外来語と見なすという主張
孫常叙は
「漢語詞彙」
（1957）
において
「中国語の外来語には借用語と訳
語の2種類があり、借用語は、音の形式の借用でも表記形式の借用でも
よく、中国語における日本語由来の外来語はすなわち表記形式を借用し
た部分にあたる」
とする説を唱えた。胡裕樹は
「現代漢語」
（1962）
におい
て、
「現代中国語が借用して取り入れた外来語には、主に次の3つの形式
がある。1.音訳の外来語、2.音訳兼表意の外来語。3.日本語の文章から
吸収した借用語」とする説を唱えた。同様の観点を持つ学者には、ほか
に鄭奠
（
「談現代漢語中的
『日語詞彙』
」
、1958）
、王立達
（
「現代漢語中従日
語借来的詞彙」
、1958）
、周祖謨（
「漢語詞彙講話」
、1959）
などがある」(14)
このように、日本語由来の言語を外来語と見なすかどうかは議論が分
かれており、沈国威によると中国語に移入された日本語の語彙について、
研究者によって
『日語借詞』
、
『日語来源的外来詞』
、
『日語外来詞』など
様々な呼称が使用されている。しかし呉岳樺によると｢現在中国の言語
学者の大部分は、｢音訳｣された言葉、あるいは｢音訳｣を中心に若干の
意訳要素を加えた言葉を外来語として認めている｣としている(15)。

1 借用語と外来語の定義
日本語における借用語とは小学館日本国語大辞典によると
「ある言語
が他の原語から取り入れて、日常的に用いている語」であると定義され
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る。借用語のうち、漢語を除く、主として室町時代以降、欧米諸国から
入ってきた語を外来語と定義している(16)。この定義に従うと、日本語に
おける外来語は借用語の下位分類ということになる。
それでは中国語の場合はどうであろうか。沈国威は中国では外来語の
一下位分類として借用語が論じられているとしている。
沈国威は荒川忽兵衛による、意味のみを借用した翻訳借用語と、音と
意味を借用した音訳借用語の定義を紹介し、中国の研究では、日本語に
関しては、音訳借用語のみを外来語とするのが一般的であると言う。
また中国語における日本語借用語について、沈国威は次のように述べ
ている。
① 借音の日本語借用語は、ごくまれである。
② 日本語は普通、漢字形態のまま借用されるが、手続き、取り締
まり、引き渡しのように送り仮名がある場合は、それを削除す
る操作が行われる。
③ 漢字の、或は漢字に還元された形で借用された日本語語彙は、
中国語において当然のことながら、在来語と同じように、漢字
の文字列として、認知され、発音される。つまり、日本語借用
語の場合は、他の外国語の語彙を借用される際に見られる意識
的な音転写の現象が見られないといった特徴があり、また借用
語の多くは、日本語の固有語ではなく翻訳借用語または意訳語、
つまり日本の近代の漢字による訳語である(17)。
本稿では沈の定義に従い、外来語の一下位分類として、中国語に移入
された日本語の語彙について
『日本語借用語』
という呼称を使用すること
とする。

2 近代時期の日本語借用語の判定の方法
日本語と中国語はいずれも漢字を使用しているため、どの語彙が日本
語借用語であるかの判定が不可欠となる。
日本語借用語の使用時期について、沈は1840年のアヘン戦争以後日
43

山口 莉慧 現代中国語における日本語借用語のインターネット検索キーワードツールを用いた判定方法に関する一考察

清戦争
（1894年-1895年）
までを近代前期、日清戦争
（1894年-1895年）
以
後1919年の間を近代後期と定義し、近代後期を中国語への日本語の大
量の流入期としている。
(A) 沈国威の提案した判定方法
沈国威はまず出典を漢語辞書などで確認し、古代語、中世・近世語、
近代前期語、後期語の歴史時期ごとに、それぞれの時代に従って、文献
等を参照して判定する方法を提唱し、下図のようなフローチャートを作
成している(18)。

（出典：沈国威『近代日中語彙交流史：新漢語の生成と受容』笠間書院、2008年）

3 近代以降改革開放前までの現代中国語における日本語借用語の
移入状況と日本語借用語の判定方法
朱新林は｢新中国成立
（1949年）
後、今度は
「親ソ反米」
の政治的原因に
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より米国陣営に属する日本との国交断絶状態が続き、中国語における日
本語由来の外来語の導入は
「谷間」
の時期に入った｣としている。
この間、中国語における日本語借用語の移入は限られた数に過ぎなか
ったといえる。しかし前述の沈の判定方法では、1919年以降生成した
日本語借用語は判定できない。
朱京偉は20世紀初頭から中国語に移入された日本語の借用語は相当
の量に達しているが、その実態については不明な部分が多いとし、沈国
威等の研究成果を受けた形で、研究資料の整理と借用語の分類について
の提案を行った(19)。朱はこれまでの研究での分類は、認定ずみの既知の
借用語についての分類で、現代中国語の語彙に入り混じっている未知の
借用語を発見するための分類ではないとし、また
『漢語外来詞詞典』
のよ
うに、手当たり次第に借用語を雑多に並べるのでなく資料の範囲を限定
する必要があり、専門語と一般語に類別して取り上げ方を説明している。
本稿では、そのうち一般語の取り上げ方について取り上げる。
手順① 日中同形語の調査から着手し、同形語でないもの
（つまり借用
関係をもたないもの）
を除外し、研究対象の限定をはかる。
手順② 手順①で得た日中同形語の中から、漢籍に典拠のある在来の語
を除外し、典拠のない近代以後の新漢語だけをリストアップしておく。
手順③ これらの新漢語の出自を日中双方の資料
（本章の2.2参照）
で調
べ、日中のどちらの文献により早く現れたかを明らかにしておく。
日本側の文献に早く現れたことが確認できれば、日本語からの借用語で
ある可能性が高いということになる。
朱が提唱した方法は恣意的な語彙の選択を排し、確実に日本語借用語
を判定できる点ですぐれていると思われる。
しかし判定の基礎となる文献の資料の整理と調査と検討が必要となる。
現在のところ基礎となる文献は統一基準がなく、どの資料を判定に用い
るかは個々の研究者の選択にまかされているのが実情である。
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4 改革開放政策開始以後の現代中国語の発展と日本語借用語の増大
朱新林は｢中日国交正常化と改革開放の波が中国全土

表１

を席巻するに至って、中日間の経済や政治、文化などの

日本語語彙の借用高潮期の特徴 （出典「中国語の新語に見られる日本語からの借用語」『日本語学』三二巻一三号）

交流はようやく新たな段階に入った｣としている(20)。
張黎は次のように述べている
（1978年の）
改革開放政策実施後、中国は著しい経
済発展を遂げたと同時に社会も活性化し、日本の製
品やシステムを次々取り入れるようになった。新し
い概念、現象を受け入れると同時にその表記を受け
入れる契機にもなった。
（中略）②日本政府観光局
（JNTO）の統計では、2003年から2012年9月の11
年近くで中国からの来日観光客数は1788,600人に上
り、③メデイアの発達により日本文化の影響が強く
なった。90年代からテレビの普及とともに日本の
ドラマやアニメも輸入するようになった (21)
彭広陸によると1978年から1998年の20年間に中国語
に生起し定着した新語は7000語に及んでおり、右図のよ
うに1980年代以降を第2の日本語語彙の借用の高潮期で
あると説明している(22)。

5 改革開放以後の現代中国語における日本語借用語
の判定方法
彭広陸は第2期の日本語借用高潮期借用語の移入ルー

トとして、メディア、人的交流などを挙げ、借用語として、衣食住など
に関わる用語、抽象的な語彙などを挙げているが、具体的な判定方法は
示していない。そして中国語の語彙が日本語借用語であるかを判定する
のに、辞書への収録状況か新聞、特に人民日報に掲載されたかどうかで
判定するとしている。
斉藤佑太朗は改革・開放政策開始後に現れた新語に受容された日本語
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語彙を分析しそのための下図のようなフローチャートを作成した(23)。

（出典：「現代中国語における日本語語彙受容についての研究：改革・開放後に現れた
新語に着目して」『岩大語文』17号、2012年、pp. 35-22）

斉藤は

の3冊の辞書を

使用して語彙の判定を行っているが、インターネット上の日本語借用語
の判定方法には触れていない。
また前節で紹介した朱京偉の判別法と類似した手法で『現代漢語詞
典』
など5種類の辞書を使用して語彙の所載を調査した呉悦、筒井紀美
の中国語新語の中の日本語語彙についての研究がある(24)。
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6 インターネットの発達による新たな日本語借用語の発生と判別法
90年代以降のインターネットの発達は日本語語彙の借用に新たな段
階をもたらした。馬麗梅によると「中国のインターネット利用者数は
2013年に6億1800万人に達し、その普及により、中国はすでに
『情報爆
発』
の時代に入っているといわれている」(25)
こうした状況が日本語借用語に与えた影響について、朱新林は｢日本
語の語彙はインターネットの後押しのもと、中国語との融合が加速し、
中国語における第2のピークをむかえている｣としている(26)。
朱京偉は語彙史研究に関して、語誌記述によるアプローチと量的構造
の解明によるアプローチの2種類があると述べている。沈国威の近代に
おける日本語借用語の研究をはじめ従来のほとんどの研究は語誌記述に
よるものであった。
量的構造の解明、すなわち｢対象資料から重要な用語を抽出し、他の
資料や辞書類の照合によって分類を行い、抽出語の性質を明らかにして
いくアプローチ｣(27)は、以前は蘭学資料についてのみ行われていた。し
かし最近はテキストや発話を大規模に集めてデータベース化した言語資
料であるコーパスを使用して用語の抽出を行う研究が進んでいる。
張黎は500種の全国紙と地方紙を収集したコーパスであるCNKI
（中国
重要報紙全文数庫）
と借用語の辞典を使用して、改革開放の1980年代以
降に生まれた171語を抽出してその特徴を分析している。新浪微博など
のウエブサイトも参照している。
しかし張も日本語が語源であることを明記した辞書が少なく判定が難
しいと述べている(28)。
侯仁鋒・袁薇は北京言語大学中国語国際教育技術研究センターの 代
（現代中国語語彙通時検索サイト）
というコーパ
スを使用して1978年の改革開放以降の期間で
（2014年まで）
、日本語か
らの借用語として取り扱われている、いわゆる新借用語を網羅的に収集
した。その結果430語が得られたとしている(29)。
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7 90年代以降の日本語借用語の内容変化と新しい判定方法の必要
90年代のインターネットの発達は現代中国語の内容に劇的な変化を
生じている。その特徴として
① 語彙の流行する速度が非常に早くなっている。
その結果馬麗梅によると
「ある語彙は社会の多くの人々に広く使われ
強い生命力をもつが、時代の感覚に合わなくなったものは見捨てられて
使用されなくなる」
現象が生じ語彙の変化の速度が速くなった(30)。
近代時期の学術用語が多年にわたって徐々に定着していたのとは違っ
た環境が生じており、日本語借用語の定着過程にも変化を与えている。
② 多数のインターネットユーザーが日本語借用語を使用するようにな
った。近代時期に少数の知識人だけが翻訳などを通じて借用語を使用し
ていたのとはまったく異なった状況が生まれている。
③ 借用語の内容も近代時期の学術用語や改革開放直後の衣食住だけで
なく、馬麗梅によると
「簡単明瞭、時代感覚にあったもの、偶然性、多
元性など多様な性格をもつ」(31)
このような変化に対応して日本語借用語を研究するには、従来のよう
に辞書の掲載例を調べるのでは発行まで時間がかかりすぎて間に合わな
いし、研究が公表された段階ですでに死語になっている場合もある。
またコーパスの使用で今まで取り扱うことのできなかった判定の基礎
となる文献、新聞や雑誌などの大量のデータを参照し、借用語を収集で
きるようになったが、インターネットで日々使用される膨大な語彙をす
べて網羅できるコーパスはまだ存在していない。
従って彭広陸や斉藤が触れていないインターネット新語
（流行語）
に移
入した日本語からの借用語の新たな判定方法を確立する必要がある。
そこで本稿では、ウエブ上の文書を定期的に取得し、自動的にデータ
ベース化するクローリング技術を利用してインターネットの語彙を収集
しビジネスに活用している、検索エンジン百度の分析ツール機能を使用
して、インターネット新語
（流行語）
が日本語借用語かどうかの判定を試
みた結果を報告する。
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8 百度指数について
百度は2000年1月に創業した、中国で最大の検索エンジンを提供する会
社である。中国国内では、穀歌
（Google検索）
を押さえて最大のシェア
を占める。
「Baiduspider」
というクローラーを使用して語彙の収集を行
っている(32)。

9 百度のSEOツール百度指数
（A）百度指数
百度は、SEO
（検索エンジン最適化・・・検索結果で自分のウエブサ
イトを上位に表示させたり、露出を高めるためウエブサイトを最適な状
態に近づける）
のツールとして百度指数をユーザーに無料で提供してい
る(33)。
主な機能は以下の通りである。
（1）

（傾向分析）

キーワードの検索トレンド
（上昇・下降）
の傾向値を示す。週、月、年
等を周期毎にキーワードの検索ボリューム遷移図で、キーワードの人気
度変動を分かりやすく表現することができる。
図の例（出典：https://chai-memo.com/2018/10/31/baidu-6/）

（2）

（関連キーワード分析）

指定する時間帯において、対象キーワードと相関性の高い10の関連
キーワードとユーザー関心度が上昇している10の関連キーワードの分
布調査を行う。
図の例（出典：https://chai-memo.com/2018/10/31/baidu-6/）
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（ニュース注目度状況）

対象キーワードのニュース注目度状況を示すもので、これによって、
語彙が社会に認知されている度合いを知ることができる。
ニュース注目度の図の例
（出典：https://chai-memo.com/2018/10/31/baidu-6/）

（4）
人群画像（ユーザー属性）
指定したキーワードのユーザーの属性を示す。地域ごと、男女比率、
年齢別割合などの検索ボリュームを示すことでユーザーの属性を調べる
ことができる。
地域ごと属性図の例（出典：https://chai-memo.com/2018/10/31/baidu-6/）
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10

百度指数を使用してのインターネット流行語中の日本語借用

語
『佛系』
の判定
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このニュースは人民日報電子版でも次のように報道された。
何も求めず、その日一日無事に過ごせられればいいという生活
を指すネット流行語。2014年に日本のある雑誌に登場した言葉が
語源で、その雑誌ではひとりでいるのが好きで自分の趣味と生活
を大切にし、恋愛に時間を費やさない男性のことを
「仏男子
（ぶつ
だんし）」
と紹介した。17年2月に中国で
『初期の90後はもう出家し
た』
というタイトルの文章がネットに広まり、
「仏系」
という言葉が
知られるようになった。文章で
「90後
（1990年代生まれ）」
は人付き
合いを気にしていないという態度を表しているが、それは自分勝
手というわけではなく、ストレスやプレッシャーから解放される
方法の一つである、と書かれていた。あるネットユーザーは次に
ように述べている。常に
「仏の心」
を持っていると消極的にならざ
るを得ない。頑張らず、大勢の赴くままに従うだけでは人の波に
のまれ、自分を失うだけだ。
同様の内容の記事がインターネットのサイトに紹介されている(35)。
しかし実際に日本語由来の借用語なのか、いつごろ日本語から中国語
へ移入されたのかについて出典が明記されていない。このような従来の
文献等の情報を使用した判定では限界があり、百度指数を利用した別の
判定方法が利用できるのではないかと考えた。

11 百度指数を使用した
『佛系』
が日本語借用語かの判定の試み
そこで実際に
『佛系』
が日本語由来の借用語なのか、百度指数を利用し
て判定を試みた。
（1）

（傾向分析）
機能を使用した
『佛系』
の語彙の検索値のトレ

ンドの調査
<データ>
検索機関2011年1月1日～2019年8月6日
（全期間平均値）

980件

（移動平均値） 788件
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2017年12月11日から1週間の期間

27,462件

2017年12月18日～12月24日までの期間

（2）

32,912件 （最高値）

（関連キーワード分析）
機能を使用した語彙の分析

前述の百度百科の記事では
『佛系』
には
『佛系男子』
など多数の派生した
語彙が使用されていることが記述されているが、百度指数のニーズ分析
機能を利用して、
『佛系』
という語彙に関連した語彙を図式化して調査す
ることができた。これは従来の辞書のみを使用した判定方法では調査で
きなかった点で、日本語と漢字が同形の語彙でなくとも関連したもので
あれば日本語借用語と判定できる可能性があり、日本語借用語の判定方
法に新たな可能性を示すものと言える。
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（3）Google トレンドを用いての日本語語彙
『佛系』
の日本のウエブサイ
トでの初出時期の調査
続いて日本語借用語の元になった日本語の語彙の初出時期を調査して
みた。百度指数は日本のインターネット検索エンジンとしては利用でき
ないので、同様の機能を持つ日本語検索エンジンGoogleのSEO分析ツ
ールであるGoogleトレンドを使用して過去5年間の検索数を調査して確
認してみた。
『佛系』
『仏系』
ではヒットせず、
『仏男子』
だとヒットした。
ノイズを少なくするためにカテゴリーを人々、社会に限定して検索す
ると、2014年8月18日に初めて検索数がグラフに出現したことが確認で
きた。
『仏男子』
は百度指数に出現する以前の時期であることから日本語
由来の語彙であることを判定する根拠となると思われる。
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（4）

（ニュース注目度状況）
機能を使用した
『佛系』
の語彙の媒

体での使用状況の調査
2017年12月10日まで 掲載件数は0件だったが、
2017年12月11日から一週間で

98件

2017年12月18日～12月24日までの期間で107件
（最高値）
となり、搜索指数と同じトレンドを示した。
この結果を、マスコミのニュース報道がインターユーザーの検索に影
響を与えたと考えるべきか、逆にインターネットユーザーの検索数の増
大がマスコミのニュース報道に影響を与えたと考えるべきかは、速断は
できないが今後の日本語借用語判定方法の研究課題のひとつとなると思
われる。
（5）人群画像
（ユーザー属性）
機能のいくつかの機能を使用したインタ
ーネットユーザーの
『仏系』
という語彙に対する関心度の調査
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指数を使用した関心度の調査

指数は、百度が分析して提供するインターネットユーザーの閲
覧、コメント、転送、いいね、嫌悪などの行動の数量を合計し、インデ
ックス化したものである。
＜データ＞
2017年7月3日～2019年8月6日
（一日あたり平均値）

74,338件

2017年12月10日から一週間検索件数は0件だったが
2017年12月18日～12月24日の期間は64,346 件
2017年12月25日～12月31日までの期間は120,443件

以上から見て

指数は搜索指数と媒体指数より一週間のタイムラ
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グがある。これがネット上における
『佛系』
という語彙が借用語として定
着するまでの時間を示すものなのかは速断できないが、ネット上におけ
る日本語借用語の定着までの時間や経緯を判定する手がかりになりうる
と思われる。
（B）人群画像
（ユーザー属性）
の地域分布の機能を使用した語彙の使用
者の地域別属性の調査
従来の辞書や文献を使用した日本語借用語の判定方法では、借用語と
なった語彙を使用する人の居住地域は調査できなかった。地方によって
方言が存在し、また大陸と台湾とでは多くの語彙が異なる事を考慮する
と、使用者の居住地域を調査するのは意義がある。
そこで人群画像
（ユーザー属性）
の地域分布の調査機能を利用して、
『佛系』
のキーワードを検索したユーザーの各省・各市の分布を調査し
てみた。
＜データ＞
地域による検索数のランク
1位 広東省
2位 江蘇省
3位 浙江省
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これら上位の省はいずれも沿岸部の経済先進地帯であり、使用者の居
住地域と
『佛系』
という語彙の使用度とに相関関係があることが考えられ
る。今後の日本語借用語の判定の研究に活用できる可能性がある。
（C）人群画像
（ユーザー属性）
の年齢、性別の調査機能を使用した
『仏
系』
の語彙使用者の年齢と性別の調査
インターネットユーザーのように、語彙の使用者が若い世代の割合が
高い場合は、年齢別の使用状況も日本語借用語判定の要素として考慮す
べきであると思われる。また男子と女子では語彙の関心度に差があるこ
とが日本語借用語の定着度に関係することが考えられる。
しかしこれまでの文献を使用した判定方法ではこの点の調査はできな
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かった。そこで百度指数の人群画像（ユーザー属性）
の機能を利用して
『佛系』
のキーワードを使用したインターネットユーザーの性別と年齢
を調査してみた。
＜データ＞
（性差）
男性 45%
女性 55%
（年齢別）
0～19歳

2％

20～29歳

11％

30～39歳

52％

40～49歳

28％

50歳以上

7％

いずれのデータもはっきりした差異を示しており、これを日本語借用
語研究の進展をはかる上でのデータとしてどのように活用するかを検討
すべきであると思われる。
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12 インターネット流行語の語彙『酵素』が日本語借用語かの分析
（1）
『酵素』
という語彙のインターネット流行語化
タンパク質の一種である酵素を使用した日本製品が、2015年ごろ日
本で中国人が爆買いする健康食品として人気が高まりその後中国国内で
も関心を呼んだ(36)。
（2）
『酵素』
の日本語借用語としての定着度の文献を使用した調査
『酵素』
は
『漢語外来語詞典』
に日本語借用語であるが中国語としては、
『 』
であると記載されている(37)。
『現代漢語詞典』(38)には記載されてい
ない。
（3）百度指数の

研究
（傾向分析）
機能を使用しての日本語借用語
『酵

素』
と
『 』
の比較
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百度指数の

研究
（傾向分析）
を使用して
『酵素』
と
『 』
の両語彙の検

索数を調査してみると、図のように『 』がまったく増加が見られない
のに対して、
『酵素』
は2015年以降検索が非常に増大している。

このことから中国語としてはいったん死語になった日本語借用語
『酵
素』
の語彙が最近になってインターネット流行語として新たに日本語借
用語として定着した可能性があると言える。
（4）百度指数の

研究
（傾向分析）
機能を使用しての語彙
『酵素』
の日本

語借用語としての定着度の分析
百度指数の

研究
（傾向分析）
を使用して2010年12月27日～2019年7
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月末の範囲で、検索数を調査した。
整体日均値（全期間一日あたり平均値） 3,831件
（一日あたり平均値） 2,849件
中国の黄金周
（ゴールデンウイーク）
中の2015年5月11日に11,881件の
最高検索数を記録している。
2018年7月2日に10,539件を記録しているが2019年7月28日は3,005件に
低下しているものの、一定の検索数を維持しており、日本語借用語とし
て定着したと言えるのではないかと思われる。

（5）百度指数の

（ニュース注目度状況）
機能の媒体指数機能を使

用した語彙
『酵素』
の日本語借用語としての定着時期の判定の試み百度
指数の

機能のうち媒体指数は、各インターネットメディアの
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ニュースの表題のうち、キーワードが出現した件数を表示するもので、
この調査を通じて日本語借用語の定着時期が推定できるかも知れないと
考えて調査を行った。
＜データ＞
調査範囲 2011年1月1日～2019年8月4日
一日平均出現件数 4件
最多出現件数 2015年6月29日～7月5日

40件

このことから2015年6月から7月が日本語借用語としての定着時期で
はないかと推定できると思われる。
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（関連キーワード分析）
機能を使用しての日本語

借用語の語彙の内容の調査の試み
百度指数の

（関連キーワード分析）機能を使用して語彙の相

関の程度を調査することにより、どの語彙が日本語借用語として定着し
たか、その後語彙の内容に変化が発生したかを調べられるかも知れない
と考えて調査を行った。
＜調査結果＞
調査期間 2018年7月15日～2019年6月30日
（2019年1月以前）
相関語彙ランキング
1 作用
2 酵素的作用与功效
3 孝素
4 功效
5 酵素的副作用太大了
（2019年1月以後）
1 作用
2 酵素的副作用太大了
3 酵素的作用
4
5 揭秘
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この結果から副作用が検索の上位になるなど、時間が経つにつれ語彙
に対してもつイメージがプラスのイメージから変化しているように感じ
られる。
『孝素』
は
『酵素』
と同じ音なので誤用と考えることもできるが王
立達の定義に従って音訳語としての日本語借用語が発生したと考えるこ
ともできると思われる。
馬麗梅は中国語の
「

」
と日本語の
「爆買い」
との語彙のイメージギャ
(39)

ップを調査しているが このような日本語借用語研究のデータの裏付け
としてこの機能を活用できると思われる。

13

今回の百度指数を使用した日本語借用語の判別方法の試みと

今後の日本語借用語研究への応用可能性
今回百度指数を活用してインターネット流行語の中の日本語借用語の
判定を試みたが、従来の文献情報のみを使用した判定方法と比較して、
以下のような利点があると思われる。
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1. 数値化したデータとしての研究が可能である。
2. 時系列で日本語借用語の定着度を判別できる。
3. 元の日本語の語彙の出典、流行時期などのデータと比較しながら判
別できる。
4. 従来の文献を参照する判別方法に比べ、語彙相互間の相関関係や、
語彙が使用されなくなり、死語となったかどうかなどの判別が可能である。
5. 今後は音声入力も普及してくると考えられるので、音声のみの日本
語借用語も調査可能となる可能性がある。
一方、次のような課題もあると考えられる。
(A) 百度指数のデータだけでは、インターネット流行語中のある語彙が
日本語由来の借用語であるかの調査は不十分であり、微博や微信な
どの他の中国SNSの調査も必要と思われるので、各媒体ごとのツー
ルの検索方法を調べる必要がある。
(B) データとしての日本語借用語の定着度の判定には、コーパスの利用
が欠かせないので、コーパスとSES分析ツールを組み合わせた判定
方法の研究が必要である(40)。
(C) インターネットユーザーの属性ごとの日本語借用語の使用状況や定
着度など新しい研究課題も調査可能となるため、日本語借用語をど
のように判定すべきかについて共通の基準を設定すべきである。
インターネットの技術の変化は非常に迅速かつ広範であるため、研究
情報の共有や標準化が欠かせない。本稿が今後の現代中国語における日
本語借用語の判定方法の研究の進展にいささか寄与できれば幸いである。

注
(1) 彭広陸｢中国語の新語に見られる日本語からの借用語｣、『日本語学』32巻13号、
2013年11月、pp. 14-25。
(2) 荒川清秀｢日中語彙の交流史｣、『日本語学』32巻13号、2013年11月、pp. 4-13。
(3) 朱京偉著『日中新語の創出と交流：人文科学と自然科学の専門語を中心に』白帝社、
2003年。
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(4) 朱新林｢中国語における日本語由来の外来語に関する判定議論と性質研究｣
(https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1914.html)
(5) 前掲注(4)。
(6) 同上。
(7) 同上。
(8) 王力『漢語史稿』中華書局1980年版 。
(9) 前掲注(4)。
(10) 同上。
(11) 沈国威著『近代日中語彙交流史：新漢語の生成と受容』（改訂新版）、笠間書院、
2008年。
(12) 高名凱、劉正 著、鳥井克之訳『現代中国語における外来語研究』関西大学出版部、
1988年。
(13) 王立達「従構詞法上分別不了日語借詞」、『中国 文』第2号、1958年。
(14) 前掲注(4)。
(15) 呉岳樺｢日中両言語における外来語の外来要素｣、『日中言語対照研究論集』5号、
2003年5月、pp. 170-183。
(16) 日本国語大辞典第二版編集委員会、学館国語辞典編集部編『日本国語大辞典』小学
館、2000年12月-2002年12月、第2版。
(17) 前掲注(11)。
(18) 同上。
(19) 前掲注(3)。
(20) 朱新林｢近代中国語における日本語由来の外来語に関する研究｣
（https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1909.html）
(21) 張黎「中国の新語に於ける日本からの借用語について：メディアの使用状況を中心
に」『言語文化論叢』9号、2015年3月、pp. 31-47。
(22) 前掲注(1)。
(23) 斉藤佑太朗「現代中国語における日本語語彙受容についての研究：改革・開放後に
現れた新語に着目して」『岩大語文』17号、2012年、pp. 35-22。
(24) 呉悦、筒井紀美「中国語新語の中の日本語語彙についての研究｣『日中言語対照研
究論集』5号、2003年、pp. 147-169。
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(25) 馬麗梅「中国におけるインターネット流行語の現状と普及の諸要因｣『言語と文
化』12号、2015年3月、pp. 31-47。
(26) 前掲注(20)。
(27) 前掲注(3)。

(28) 前掲注(21)。
(29) 侯仁鋒、袁薇「日本語からの新借用語についての整理と考察：1978年～2014年｣
『日中語彙研究』6号、2010年3月、pp. 27-44。
(30) 前掲注(25)。
(31) 同上。
(32) 陳海騰著『百度式600万人中国観光客を呼び込む方法』東洋経済新報社、2010年。
(33) 百度 Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E5%BA%A6)
(34) 百度百科(https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%9B%E7%B3%BB）
(http://www.peoplechina.com.cn/zlk/wlxcy/201803/t20180330_800125182.html)
(35) 人民网 （http://j.people.com.cn/n3/2018/1204/c206603-9525274-2.html）
2018年中国の流行語「佛系」語源は日本の「草食系」「頑張っても成功できないな
ら省エネで」中国で「仏系青年」大流行 由来は日本の「仏男子」
（https://www.excite.co.jp/news/article/Recordchina_20180219000/）
(36) ダイエットに万田酵素をインバウンド中国人観光客が爆買い
（http://omiyagebox.hatenablog.com/entry/44）
1984. 12 。

(37)
(38)

2002. 8

(39) 馬麗梅「流行語大賞『爆買い』と中国語“爆 ”間のイメージギャップ：『六何の法
則』と関連用語」『言語と文化』62巻35号、2016年7月、pp. 71-91。
(40) 李娜「大型コーパスを利用した中国語日源新借用語認定の試み」『日中言語対照研
究論集』21号、2019年5月、pp. 171-187。

（やまぐち りえ・本学講師）
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