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第第第第1章章章章    序論序論序論序論 

1-1 研究動機研究動機研究動機研究動機とととと目的目的目的目的 

大学で「敬語－中国人の間違いやすい敬語表現－」というテーマで卒業論文

を書いた。「敬語は日本語における豊富な語彙・表現と文法構造を持っている

が、それに対して敬卑語・罵語は語彙も少なく、文法上も特異なものではない」

と思われたりして、突っ込んで説明することは避けられていたようであるとい

うことが分かった。しかし、佐久間鼎は次のように述べている。 

 

「敬語と卑語、尊敬と謙遜又は卑下とは、それぞれに単独には発達しか

ねます。一方はまことに美しい立派なものでせうが、それが成り立つた

めには、他方にキタナイ迷惑な代物が伴つて来るのです。」  (佐久間

1983:31) 

 

「敬語法といつて先方を尊敬するとか、丁寧な言葉づかいをするとかす

るのと相伴つて、こちら側に謙遜な態度を示すいい方が行はれるのは、

従来も留意されていないではありませんが、これと関連してその反対の

態度をとる場合、すなはち先方を軽蔑してかかるとか、さらには敵意を

示すやうな場合とかの表現も、併せて考へなければ、本当の事がわから

ないのです。」(佐久間 1983:32) 

 

また、時枝誠記も同じ事を言っている。 

 

「一般には敬語は日本民族の尊敬推譲の美風の顕現であると考へられ

ている。しかしながら、この事は一面的にのみは考へることが出来ない。

敬語を若し尊敬推譲の顕現であると考へるならば、敬語と平行して、「ぐ

づぐづして居やがる」「くたばつてしまへ」の如き表現の存在すること
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が何を意味するかを忘れてはならない。我々は敬語を根拠として民族精

神を云々する前に、敬語の語学的特質なるものをもつと究める必要があ

る。」(時枝 1941:448-449) 

 

佐久間と時枝の話のように、敬語を考えるのに卑罵表現を併せ考えなければ、

その全体の様子が分からないのである。それなのに、大学での論文は卑罵表現

にはあまり言及していなかったので、続いてこのテーマを研究課題として深く

掘り下げていきたい。 

 

そして、いかなる言語にも卑罵表現が存在している。卑罵表現はすでに言語

の一部分になって、分かつことのできないものになっているのである。しかし、

人々は伝統的な観念に従い、めったにこういう言葉を正式的に討論、論及して

いないのである。学校では教えないし、辞書にもあまり載っていないし、研究

者も少ない。そればかりでなく、身分のある人や教養のある人がそのような言

葉をできるだけ避けようとしている。ただし、言語に「卑罵表現」のような反

社会的なものが存在しているからこそ、文化のさまざまな現象を見る角度を提

供しているのである。言語と文化との繋がりは実に分かれられないものである。 

従って、卑罵表現には多彩な言語現象があるだけでなく、いろいろな文化の

内容も含まれているはずである。そのために、卑罵表現は言語の特徴の軽視で

きない部分ではなかろうか。 

 

それから、各々の言語において「タブー」と言語使用の規則･観念形態があ

るのである。何がタブーになっているか、なぜタブーであるか、という点は、

言語の差異が大きく反映しているのである。卑罵表現の迫力はタブーを犯すこ

とから来ていると考えられる。 

姚亞平は『文化的撞擊－語言交往』で次のことを言っている。 
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「在一定的文化中，交際主體對於語言系統中的某些詞語都不約而同地表

現出某種 “禁忌”、 “回避” 行為，都不願、不能或不敢使用它們。這些

詞語也就成了所謂的 “禁忌語”。」(姚亞平 1990：148) 

 

「語言禁忌就是人們出於某種觀念與規範的考慮，對某種表達衝動與內容

的語言 “拒絕”。所以，語言禁忌反映出文化觀念與規範對個性情感的壓

抑。(中略)在語言交往中，相對語言禁忌，就有語言犯忌；人的情感與欲

望就像一股不肯馴服的江水一樣，一有機會，它就會衝破社會文化觀念與

規範所形成的堤岸，下流話所體現出來的語言犯忌就是這樣一股衝決社會

規範與文化禁忌之堤的情緒之水。」(桃亞平 1990：155-156) 

 

そこで、言語の中でどんなものを口にすることがタブーになっているか、な

ぜタブーになっているか、という面から日中両国の卑罵表現を明らかにしたい。 

 

 

1-2 先行研究先行研究先行研究先行研究 

まずは本稿の卑罵表現と類似した用語の先行研究を見出す。それらの先行研

究に基づき、卑罵表現と類似した定義・分類、そして、卑罵表現と文化との関

連性を調べておく。 

 

1-2-1 卑罵卑罵卑罵卑罵表現表現表現表現のののの定義定義定義定義についてについてについてについて 

星野(1978：21)は『広辞苑』により「悪口」の定義を調べるし、その同義語

も列挙した。浜田(1989:77)は悪口を対象を攻撃する言語行動とし、類義語を総

称して「悪口」という言葉を用いる。広井(1985：16)によると、「悪口」とは

他人を悪く言うこと、悪口の現象形態はきわめて多様であると述べている。『日
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本語百科大事典』(1988：682)では悪口・悪態・皮肉・あてつけ・あてこすり・

厭味・陰口・諷刺などの定義を記している。又、堀内(1978：50)は「罵倒には

敵意や悪意のあるものと、親しみを裏返しに表すものとがある。」と述べ、類

義語を言及した。そして、荒井(1981：66)は悪態について狭い意味と広義とが

あると示した。 

 

次に中国語では、神谷・張鵬志(1997：45)は罵詈語を定義した。又、胡士

云(1997：83)によれば「罵人話」の定義を推測し、肝要な要素を主張した。そ

して、姚亞平(1990：155)は「下流話」を「語言禁忌的衝撞」としている。山

根(1989：20)は台灣人將罵人的辭句稱為「罵話」と述べた。 

 

 

1-2-2 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現のののの分類分類分類分類についてについてについてについて 

筒井(1967：24)は悪口を動機による分類として、目的による分類として、悪

口の形容詞の分類として挙げた。今野(1973：73-76)は蔑視語を主題別によって

分類している。星野(1978：24)は悪口の諸相を、それが用いられる状況と対象

に関して、分類している。又、星野(1989：114-115)は語彙の品詞別による分類

と文体・文型による分類を記した。それから、大石（1963：38-39）は悪口の

内容に七つあると言及し、それぞれの例を記した。「下品な、悪いことば－子

どもの遊びことば共同研究－」で下品なことばを身体的欠陥、不潔なことば、

性のことばに分類されている。そして、堀内（1978：53-59）は罵倒語の種類

について六種類あると述べた。窪田・池尾(1971：124-128)はさげすみ語につ

いて例を示している。 

 

次に、中国語では、胡士云(1997：84-87)は「罵人話」を二類にし、一類

はいつでも卑罵表現であると、一類は場合により卑罵表現になるかどうかと
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述べた。又、罵人話を内容から見れば五種類に分けた。姚亞平(1990：157-158)

によると、「下流話」を四つに類別している。神谷・張鵬志(1997：45-46)は

罵詈語の分類について三つの方向から出発し、それぞれ細分化することがで

きると主張した。又、朱廣興(1998)は「罵語」を「直接以對方為對象之罵語、

非直接以對方為對象之罵語」の二つのタイプに分けている。山根(1989：20)

は「罵話」を七種類に分類している。 

 

 

1-2-3 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現とととと文化文化文化文化とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性についてについてについてについて 

堀内(1978：50-59)は調査した英米の侮蔑語・罵倒語を中心に日本語のそれと

の差異を扱っている。又、種類はかなり異なっているので、そのわけも考えた。

そして、中国語の罵倒語にも触れる。姚亞平(1990：157-158)は「下流話」の分

類の中にそのわけも述べている。 

 

以上卑罵表現の定義・分類・文化との関連性を考察してきたように、学者に

よって卑罵表現についての定義・内容・分類がかなり異なっている。卑罵表現

は決まった定義・内容・分類がないからといって、それらの定義・内容を見て

も、卑罵表現の全体が分かるのである。そして、卑罵表現の同義語・類義語も

まちまちであるが、本稿では「卑罵表現」と称する。 

それから、ほとんどの先行研究は卑罵表現の定義・内容・分類・種類につい

て述べているが、卑罵表現と文化との関連性には言及していない。堀内(1978)

と姚亞平(1990)は思い思いの例にそのわけを考えたが、悪口の全体ではないの

で、まだ十分ではないと思われる。また、日中両国の卑罵表現についての研究

やタブー文化との関係は明らかでないので、検討の余地が残されているのでは

ないかと思われる。 
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1-3  研究範囲研究範囲研究範囲研究範囲とととと方法方法方法方法 

先行研究を踏まえた上で、日中の卑罵表現の異同・特徴を見出す。次にその

異同・特徴を分析したり、そのわけを考えたり、タブー文化との関係にも触れ

たりするつもりである。 

そして、「人們常說中國的道德是以家族為中心的，中國的道德非常重視血統。

而在日本更重視作為封閉性的社會組織的「家」，而不那麼重視血統。因此才有

可能常常從社會地位比較低的異姓族中領養養子。」（中村 林太譯 1990：314）

の話のように、日中で「家」と「血縁」との異同を見ることによって、日中の

人々の伝統的な観念が分かるはずである。人々は普通昔からの伝統的な観念に

従い、行動をとったりいろいろなことをしたりするのである。この事は日中の

事業承継からも見える。陳其南(1988：132)は次のように同じ事を言っている。 

 

「中國人比較強調家庭成員系譜關係的延續性，而家戶經濟體只不過是用

來達成延續系譜關係的工具。這些特質相當清楚地反映在私人企業的結構

和所有權的轉移過程上。特別是與日本做比較時更為突出。」「相對的，

建立在傳統家族倫理上的日本式企業，其業主和員工卻能以「家」或企業

共同體之延續為職志。甚至視個人的生命為有限，而「家」和「企業」的

生命則無涯，當然「家」或「企業」的存續要優先於個體的存續了。「家」

不但要延續下去，而且不能由新家或分家來取代。「絕家」對於日本人來

說，就如同中國人的「絕房」或「絕嗣」一樣嚴重。」 

 

そのために、日中での相続観の違いに従って、それぞれ事業承継の例をいく

つか取り上げる。 

ところで、若し人々の従う観念・行動の基準を破ったらそこからタブーが生

ずるのである。卑罵表現はタブーを犯すことで、その使用は禁じられているの
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である。つまり、卑罵表現そのものが反社会的で、常に人々の気にすることや

タブーだと思われることを破るのではなかろうか。 
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第第第第２２２２章章章章  卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現についてについてについてについて 

本章では卑罵表現の定義、卑罵表現の機能、卑罵表現を成立させる要素につ

いて説明する。 

 

 

2-1 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現のののの定義定義定義定義 

まず先行研究での諸定義を参考にして、卑罵表現には何の要素が必要である

かを把握する。次にその要素に基づいて、卑罵表現についての適切な定義を下

す。それから、卑罵表現の類義語として何があるかにも言及する。(下線を引

くのは筆者) 

 

星野(1978：21)は悪口の定義とその同義語について次のように述べている。 

新村出編『広辞苑』によれば、 

あっ・こう[悪口] ①人をあしざまにいうこと。また、その言葉。わるくち。 

                      (言う人の意図)                (言葉そのもの) 

②あっく（仏教における十悪の一）。―とある。また、悪口の同義語としては、                           

あく・たい[悪対・悪態]（[あくたいもくたい]の省略語）わるぐち。悪罵。あ

くたれぐち。―がある。 

このほかに悪口の同義語としては、憎まれ口、雑言、そしり言葉、ののしり

言葉、罵語、卑語、軽卑語、侮辱語、蔑視語、毒舌、また罵詈讒謗などがある。

あてこすり、皮肉、あだ名や、陰口、告げ口などは間接の悪口であり、野次は

無責任な悪口である。 

 

広井(1985：16)によると、「悪口」とは他人を悪く言うこと。誰かがいてその
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誰かを悪しざまに言うこと。そして、悪口の現象形態は、きわめて多様である。 

(言う人の意図) 

陰口、密告、罵倒、揶揄、非難、皮肉、風刺などさまざまな言語現象を、われ

われは悪口と呼んでいる。 

広辞苑での定義は二つの面から悪口を説明している。つまり、悪口を言う人

の意図(あしざまにいうこと)と言葉そのものである。言葉そのものは悪い意味

を含んでいると言えよう。たとえその言葉は悪い意味がなくても、少なくとも

その場面でその言葉が悪い意味を帯びているという解釈を理解することがで

きる。例えば、「ブタ」という言葉は動物を指す場合と太っている人や頭の働

きが悪い人を指す場合との意味はぜんぜん違う。また、悪口を言う人は相手に

悪感情を抱いて、相手をあしざまに言うことは悪口を言う人の動機・意図から

説明しているのである。 

そして、広井が下す定義は広辞苑とほぼ同じで、悪口を言う人の意図から説

いている。 

 

それから、浜田と金田一が下す定義を見てみよう。 

浜田(1989:77)は「言語行動としての罵り」で悪口を「対象の持つマイナス面 

                                               (相手の気にすること)   

に言及するか、あるいは、マイナスの評価を付し、対象を攻撃する言語行動」 

(言う人の意図)                  (言う人の意図)          (言う人の意図) 

と定義する。 

                                                

 

                       

また、悪口ということばには、類義語として、悪態、悪口雑言、罵倒語、罵

詈讒謗などがあるが、ここではそれらを総称するものとして、「悪口」という

言葉を用いる。 
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金田一(1988：682)は『日本語百科大事典』では以下のように述べている。 

「喧嘩・口論もしくは制裁などの場で、悪行を暴露して非難を浴びせ、あるい

は弱点を指摘して畏縮させるなど、相手をおとしめ、自己の優位を確立しよう 

(相手の気にすること)                   (言う人の意図) 

とする攻撃的な言いまわしの一群がある。悪口・悪態・皮肉・あてつけ・あて 

(言葉そのもの) 

こすり・厭味・陰口・諷刺などと呼ばれるものがそれである。 

                                                                                                               

このうち、「悪口・悪態」が直接的であり、罵詈語を用いて正面から相手を

圧倒しようとするのに対して、「皮肉」や「あてつけ」「あてこすり」は婉曲な

表現をもって意地悪く批判を加えるところに特色がある。 

「厭味」や「陰口」はそういう表現の技巧よりは内容に主眼があり、厭味は

あえて相手の弱点に触れ、陰口は相手の知らない場で批判をふりまくという陰

湿なものである。 

これらが多く個人的な攻撃を目的としている中で、「諷刺」は対象が特定の

個人や団体に向けられている場合にも、背後にある社会や体制が意識されてい

て、社会性・政治性を帯びていることに特色がある。」 

 

浜田と金田一は悪口を言う人の目的、言葉そのものから解説するばかりでな

く、相手の気にすることの観点からも悪口を説明することができるということ

が分かった。すなわち、相手の持つマイナス面や弱点を攻撃するのである。相

手の持つマイナス面や弱点は相手の気にすることでなければ、悪口の攻撃の目

的がなくなるので、その言葉は必ず相手の気にすることでなければならない。 

 

そして、堀内(1978：50)は「罵倒語の比較文化」で罵倒について次のように

述べている。 
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「罵倒には敵意や悪意のあるものと、親しみを裏返しに表すものとがある。ま 

               (言う人の意図)                  (言う人の意図) 

た、相手を面罵するもの、毒舌や憎まれ口、その場にいない人に対する悪口や 

陰口、自分自身に対するあざけりや叱責や鼓舞の言葉がある。さらに、集団の

中で用いられるものがある。」 

              

堀内は罵倒を言う人の意図が敵意・悪意だけでなく、親しみを裏返しに表す

ものもあると指摘している。確かに悪口を言う人の目的・動機がさまざまであ

る。卑罵表現の全体を理解するのはいろいろな角度から見なければならないが、

本稿では悪意・敵意の面から検討するつもりである。 

 

また、荒井(1981：66)は悪態について狭い意味と広義とがあると示した。狭

い意味での悪態は「人を直接に攻撃する語あるいは文」で、広義としての悪態 

(言う人の意図) 

は「諺のようなフォークロア、芸能あるいは文学などに現れる悪態をも含めた

悪態行為」であるととらえた。 

 

荒井も悪態をつく人の意図から定義している。しかし、それは狭い意味での

悪態である。悪態の全体を把握するのはフォークロア、芸能、文学などの悪態

も考慮に入れなければならない。だが、本稿では広義の悪態を探究しないで、

狭義の悪態だけを討論する。 

 

次に中国語での定義を見る。 

姚亞平(1990：155)は「下流話」を「語言禁忌的衝撞」としている。 

                             (タブー性) 
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胡士云(1997：83)によれば次のように述べている。 

「什麼是 “罵人話”，並沒有明確的定義。『現代漢語詞典』1996 年版： “罵：

用粗野或惡意的話侮辱人。” 以此而推，罵人話當是 “侮辱人的粗野的或惡意的 

                                               (言う人の意図)   (言葉そのもの) 

話。”換句話說，罵人話包括兩個要素：一是 “侮辱人”，二是用 “粗野的話”或 “惡

意的話”。筆者以為， “侮辱人”是罵人話的首要因素。」 

 

神谷・張鵬志(1997：45)によると、罵詈語の定義は次のようである。 

「罵詈語是一種具有持久侮辱性的，且由於其粗俗不禮貌而為社會避免使用或者 

                    (言葉そのもの)                           (社会的なタブー性) 

因其極具泛義而被惡意使用並可能使被罵者在人格、名譽或感情等方面受到傷害 

                 (言う人の意図)              (相手は傷付けられたこと) 

的詞或固定短語。」 

 

日本語での定義は悪口を言う人の意図や、言葉そのものや、相手の気にする

ことなどに言及しているが、中国語での定義はそればかりでなく、社会的なタ

ブー性や、相手が気持ち・機嫌を損なわれたということも考慮に入れている。 

姚亞平は「タブー性」に基づいて定義している。この「タブー性」には「個

人的なタブー」と「社会的なタブー」があると考えられる。個人的なタブーは

前から述べてきたような「相手の気にすること」であって、社会的なタブーは

本稿で中心的に論及するものである。 

そして、胡士云は言う人の意図と言葉そのものの性質から定義を下している。

つまり、言う人の意図は相手を侮辱するためである。その言葉の性質は社会的

なタブーだと思われるもの(粗野的話)と相手の気にすることを中傷するもの

(悪意的話)である。 

また、神谷・張鵬志は最も広い面から定義している。それは言葉そのもの、

社会的なタブー性、言う人の意図、相手の感じという四つの角度である。言葉
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そのものは侮辱性を備えて、その言葉は社会的なタブー性を含んで、言う人は

悪意でその言葉を使って、そして、相手は傷付けられたということである。も

っとも注意すべきところは相手の感じにも言及していることである。 

 

以上先行研究を考察してきたように、卑罵表現には必要な要素が五つあると

考えられる。 

１、言葉そのもの―悪い意味・侮辱性を含む言葉。 

２、言う人の目的・動機・意図―悪意で、相手を傷付けるため。 

３、言われた人―傷付けられた、不愉快を感じる。 

４、方法― ①相手の気にすること。 

           ②社会的なタブー性。 

 

それで、相手の気にすること、社会的なタブーだと思われること、相手を傷

付けること、相手は傷付けられたこと、その言葉は悪い意味があることは卑罵

表現の成り立つ定義に欠かせない要素である。つまり、「相手を傷付けるため

に相手の気にすることを言ったり、社会的なタブーを犯したりすることによっ

て、相手に不愉快を感じさせる悪い言葉」は「卑罵表現」である。 

 

そして、星野・広井・浜田・金田一は悪口の同義語・類義語を列挙している。

それを見て内容はかなりまちまちであると感じる。ところで、卑罵表現の同義

語・類義語に何があるかというと、卑罵表現の定義に合致するものは卑罵表現

の範囲に入る。つまり、ののしり言葉、そしり言葉、侮辱語、蔑視語、罵語、

罵倒語、罵詈讒謗などを総称して、「卑罵表現」という言葉を用いる。 
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2-2 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現のののの機能機能機能機能 

卑罵表現はいくつかの機能を持っていると言えよう。 

望月嵩(1967)は代表的悪口を五種類に分けた。 

ａ 熱い悪口――生の感情をぶつけた罵倒に近いもの。 

ｂ 冷たい悪口――相手との心理的距離が aより遠く、心理テストの結果の報

告を聞いているのかと思われるもの。 

ｃ 救う悪口――相手を悪くいうだけが目的ではなく、そういう相手の悪いと

ころに自分も直接かかわっているという点で、相手を何とか矯正しようと

する。忠告に近い。 

ｄ 捨てる悪口――ｃとよく似ているが結論が違う。つまり「相手の悪いとこ

ろは、もうなおしようがない」とさじを投げた形。 

e  ひねくれた悪口―― a～dのタイプが直接話法の悪口であるのに対して、

相手自身でなく、相手の親兄弟、身近な人を引きあいに出す間接話法。 

 

機能による分類としては、世良正利(1963)が「悪口」をどうみるかについて

青年たちの回答を考察したのち、①悪意にもとづく悪口、②誤解にもとづく悪

口、③善意にもとづく悪口をあげ、さらに誤解にもとづくものを別にすれば、

悪口には、個人としてのやりとりと、集団における団結の願いか出発して、判

断もしくは討論を通じ正しい正しくないを明らかにして新しい土台の上に新

しい団結を生み出す性格を持つ悪口の存在について述べている。 

 

浜田(1989:78)は悪口の機能について次のように述べている。 

悪口には、攻撃のほかにもいろいろな機能が観察される。一例として、罵り

では、互いに罵り合うことにより、話し手と聞き手の間を近付ける場合がある。

また、陰口では、話し手と聞き手との間に連帯間を生じさせるものがある。ま

た、友人間での遊戯的罵りや男女間の嬌態としてのそれなどは、攻撃というよ
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り、好意の表現として捉えられる。 

 

以上考察してきたように、卑罵表現には多様な機能があるが、おおざっぱに

分類してみると、少なくとも二重機能があると考えられる。すなわち、直接／

間接的な機能あるいは顕在／潜在機能である。 

 

顕在(直接)機能としての卑罵表現は敵意・憎悪・嫌悪・軽蔑などの感情を表

出するカタルシス機能にある。「ばか野郎」と言うことによって、すかっとし

た、せいせいしたという感情の浄化作用がある。また、この類の言葉は相手に

直接的な暴力的な刺激を与え、人間関係を破壊する働き、人と人との調和的な

結びつきを傷付ける働きを演じやすい。反社会的、非道徳的とも言われる。 

 

その一方、潜在(間接)機能としての卑罵表現は親愛表出機能がよく見られる。

それは親しい者に卑罵表現を使って親愛感を表すことである。次のような例が

挙げられる。 

①「あんた、ほんまアホやなー」 

②「相変わらずアホづらさげてんねー」と言いながら抱きつく。抱きつかれ

た方は「あーバカが来た」と言って相手の頭を抱える。それに対して「誰

がバカだって」と首を絞める。これを見た友達は「平和やなー」と言った。 

③太めの彼女に向かって彼氏が「ヤソキチ」と言う。ヤソキチは元大関小錦

の名。 

④自分の飼っているかわいくてたまらない犬に「ブサイクちゃん」と言う。 

⑤「馬」「オヤジ」と互いに挨拶を交わし合う女子学生。 

親しい人に対して卑罵表現を使うことによって相手に親愛感・親密感を表し、

またそれを確認している。つまり、卑罵表現は親しさのバロメーターとなって

いる。なお、卑罵表現を使うことによって相手の気を引き、少しでも親密にな
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ろうと考えることもある。先生に「ブサイク」と言う生徒は必ずしも先生を罵

っているわけではない。 

そして、互いに気心のしれた家族、仲間、職場の同僚間にも卑罵表現の交換

があるであろう。しかし、互いによく知らない人相手では、こうした卑罵表現

の二重機能は発揮できず、卑罵表現は言葉通りに受け取られ、侮蔑語・差別語

としての機能さえ生まれてしまうのではなかろうか。 

特に社会階層がはっきりしている時には、二重の基準で行動しているわけで

ある。それは表向きと仲間内、あるいは女性もいる公の場所と男同士という時

に、こうした二重の行動規準が働いているわけである。だから、卑罵表現とい

うのは、そういう裏と表なり、上と下なり、とにかく二重生活がある時に非常

に効果を発揮する。 

従って、卑罵表現には、相手との距離を広げ互いに敵対させる機能がある反

面、連帯や愛や変革を生む積極面があることは忘れられない。とは言っても本

稿では、顕在(直接)機能の面から、日中卑罵表現の特徴を探ることにする。 

 

 

2222----3333 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現をををを成立成立成立成立させるさせるさせるさせる要素要素要素要素    

卑罵表現を成り立たせる要素にはいろいろなものがあると思われる。 

星野(1978:22)によると、次のようなものがある。 

①語彙 ②文体の形式・文法 ③抑揚・アクセント・リズム ④話し手の身分･

役割に及んでいる社会的制約 ⑤発話に伴う話し手の表現(語気･語勢や、目つ

きや、手振り･身振り)など。 

 

また、荒井(1981: 82)は悪態に伴う「笑い」というものについて簡単に注釈を

加えている。 

笑いには「排除の笑い」と「包摂の笑い」の区別があると述べている。すな
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わち相手に対する攻撃あるいは威嚇の感情を表現する笑いと親愛の情を表現

する笑いの区別に対応していると考えられる。例えば同じ言葉が発せられても

笑いの種類により 

①「デブ＋(排除の笑い)」 

②「デブ＋(包摂の笑い)」 

という二つの場合がある。①の場合は明らかに直接攻撃であるが、②の場合

は、親しい間柄で用いられる「呼びかけ」あるいは「挨拶」と解釈することが

できる。友達同志の間の「軽口やあだなの交換」、男女の間の「媚態としての

悪態」などは、②の系列に属する行為である。これらの行為は排除や攻撃では

なく「社交性」の方へその方向性を持っている。 

 

以上、卑罵表現に伴う「笑い」もその成立の要素の一つだと言えよう。卑罵

表現を成立させる要素は常に卑罵表現の表す機能と関係があり、そして、影響

を及ぼしているということが分かった。荒井が挙げた二つの例として、①は前

節で述べた顕在(直接)機能であり、②は潜在(間接)機能を表しているのである。

同じ「デブ」という言葉でも、伴う要素が違えば表す機能も異なってくる。 

 

なお、卑罵表現には語彙ばかりでなく音声上の変化―音節の融合、撥音化、

促音化、連母音の長音化など―が大いに関係すると述べたのは窪田(1971:128)

である。 

 

考えてみると、卑罵表現というのは微妙である。 

「ばか」一つ取り上げてみても、この言葉を口にする人と場合で、ニュアン

スがまるで違ってくる。例として、 

① 子どもが、喧嘩して泣きながら言う、「ばか」 

② 先生が、生徒を叱って言う、「ばか」 
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③ それからまた、女の人が優しい声で愛している相手に言う、「ばか」 

などが挙げられる。 

そして、地域差、男女差、時代差、年代差、相手(子供・大人)、方言、場面

なども卑罵表現を成り立たせる要素だと考えられる。 

 

従って、卑罵表現の諸相を述べるには、決して頻発される語彙のみ検討する

だけではない。それに専念すれば生きて動く卑罵表現の実相は見過ごされてし

まう。それにもかかわらず、そのような「断り」をした上で、本稿では語彙の

面から検討することにする。 

 

 

2-4 まとめまとめまとめまとめ 

一、先行研究を考察してきたように、卑罵表現には必要な要素が五つあると

考えられる。 

１、言葉そのもの―悪い意味・侮辱性を含む言葉。 

２、言う人の目的・動機・意図―悪意で、相手を傷付けるため。 

３、言われた人―傷付けられた、不愉快を感じる。 

４、方法― ①相手の気にすること。 

           ②社会的なタブー性。 

 

それで、相手の気にすること、社会的なタブーだと思われること、相手を傷

付けること、相手は傷付けられたこと、その言葉は悪い意味があることは卑罵

表現の成り立つ定義に欠かせない要素である。本稿では、「相手を傷付けるた

めに相手の気にすることを言ったり、社会的なタブーを犯したりすることによ

って、相手に不愉快を感じさせる悪い言葉」は「卑罵表現」である。 

そして、卑罵表現の同義語・類義語に何があるかというと、卑罵表現の定義
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に合致するものは卑罵表現の範囲に入れる。つまり、悪口、ののしり言葉、そ

しり言葉、侮辱語、蔑視語、罵語、罵倒語、罵詈讒謗などを総称して、「卑罵

表現」という言葉を用いる。 

 

二、卑罵表現には多様な機能があるが、おおざっぱに分類してみると、少な

くとも二重機能があると考えられる。すなわち、直接／間接的な機能あるいは

顕在／潜在機能である。 

顕在(直接)機能としての卑罵表現は敵意・憎悪・嫌悪・軽蔑などの感情を表

出したり、相手に攻撃を加えたりするものである。 

それに対して、潜在(間接)機能としての卑罵表現は相手に連帯感･親愛感･親

密感などを表したり、確認したりするものである。 

本稿では、顕在(直接) 機能の面から探ることにする。 

 

三、卑罵表現を成立させる要素には次のようなものがあると思われる。①語

彙 ②文体の形式・文法 ③抑揚・アクセント・リズム ・促音化・撥音化・長

音化④話し手の身分･役割に及んでいる社会的制約 ⑤発話に伴う話し手の表

現(語気･語勢や、目つきや、手振り･身振りや、笑い)など。 

従って、卑罵表現の諸相を述べるには、決して頻発される語彙のみ検討する

だけではない。それに専念すれば生きて動く卑罵表現の実相は見過ごされてし

まう。それにもかかわらず、そのような「断り」をした上で、本稿では語彙の

面から検討することにする。 
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第第第第３３３３章章章章  卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現のののの諸相諸相諸相諸相 

本章では卑罵表現の分類、日中卑罵表現の共通点と相違点、卑罵表現がなく

なる原因を三節に並べ、述べていく。 

 

 

3-1 卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現のののの分分分分類類類類 

「悪口論を書こうとすれば、悪口の分類はぜひ必要である。しかし、悪口の

分類はとてもむずかしい」と記しているのは作家の筒井康隆である。(筒井

1976:23) 筒井が述べたように、卑罵表現を分類するのは困難かつ大切な作業

である。主題別による分類にせよ、対象･場面による分類にせよ、機能･目的に

よる分類にせよ、先行研究のさまざまな分類法を見ても類別の難しさが分かっ

てくる。それにしても、本稿では、日中の卑罵表現の特徴を明らかにするつも

りなので、先行研究での卑罵表現を参考にして、分類することができると思う。

それで、まず先行研究での分類法を見て、その内容を簡単に分析する。次に日

中の共通したものを一類にし、違ったものをまた別類にする。つまり、卑罵表

現の内容に基づいて共通点と相違点によって分類してみる。そして、それぞれ

の例も挙げる。 

 

筒井(1967:24)は次のように分類している。 

動機による分類として、 

社会的動機と心理的動機 

目的による分類として、 

積極的悪口(面罵)と消極的悪口(陰口)、中間の例として、「聞えよがしの悪

口」と「公開罵」とをあげ、 

また、「悪口の形容詞」の分類として、 

Ａ 架空の動物 (悪魔・鬼・魔女・天狗・お化け……など) 
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Ｂ 人間 (野郎・デカ・チビ・小人・一寸法師……など) 

Ｃ 職業 (薮医者・先公・ピエロ・芸人・坊主……など) 

Ｄ 身体 (老体・老躯・ミイラ・太鼓腹・屁っぴり腰……など) 

Ｅ けもの (野獣・ゴリラ・チンパンジー・さる・こうもり……など) 

Ｆ 鳥 (からす・加茂・渡り鳥・ひょっ子……など) 

Ｇ 魚介 (たこ・出見金・ざこ・ひらめ・さそり……など) 

この他、Ｈ 虫、Ｉ 植物、Ｊ 鉱物、Ｋ 加工品、Ｌ 自然現象、Ｍ 生死、Ｎ 

病気、Ｏ 身体障害、Ｐ 精神障害、などをあげ、それぞれ二、三の例を記して

いる。 

 

筒井が挙げた「悪口の形容詞」の分類を見て、ほとんどは相手のことをから

かったり、貶めたりするのである。人間であれ、職業であれ、身体であれ、全

部直接相手を罵る対象とするのである。また、Ａ、Ｅ、Ｆ、Ｇ類は動物の性質・

特徴を持って、相手に喩えるもので、それも直接相手を中傷する対象とするの

である。だから、それらを一類にすることができよう。 

 

今野(1973:73-76)は次表のように主題別によって蔑視語を分類している。そ

れにしたがって、国民・民族・人種に関する蔑視語の実例(20 個)、身体的欠陥

にまつわるもの(21 個)、精神障害にまつわるもの、年齢にまつわるもの(18 個)、

外観・容貌にまつわるもの(16 個)などをあげ、「蔑視語をその主題別に分類し、

それを列挙することは、比較的容易な作業である。ちなみに、先の分類表に順

じて収集してみると、約四千から五千を拾いあげることも可能である。しかし、

その用例、その発生と社会的要因をさぐるとなると、きわめて困難な問題にぶ

つかる。」と述べている。 
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蔑視語の分類 項目 項目 男性・一般にまつわるもの 女性の年齢にまつわる蔑視語 蔑視一般 女性にまつわるもの 家屋にまつわる蔑視語 男性・一般にまつわるもの 顔つき目つきにまつわる蔑視語 社会的地位にまつわる蔑視語 女性にまつわるもの 男性・一般の年齢にまつわる蔑視語 女性の生理的機能にまつわる蔑視語 情動にまつわる蔑視語 結婚にまつわる蔑視語 国民・民族・人種にまつわる蔑視語 出自にまつわる蔑視語 地域にまつわる蔑視語 男性・一般にまつわるもの 能力・教育・技倆にまつわる蔑視語 外観・容貌にまつわる蔑視語 女性にまつわるもの 職業にまつわる蔑視語 イデオロギーにまつわる蔑視語 遊女・女郎にまつわるもの 宗教にまつわる蔑視語 妾・芸妓にまつわるもの 風俗・風習にまつわる蔑視語 情夫にまつわるもの 子と親にまつわる蔑視語 遊女屋にまつわるもの 外集団にまつわる蔑視語 色里・遊里にまつわるもの 言語集団にまつわる蔑視語 職業にまつわるもの 刑罰にまつわる蔑視語 

遊里にまつわる蔑視語 

その他 女性の職業にまつわる蔑視語 その他の蔑視語 

 

今野の挙げた蔑視語の分類も蔑む相手のことをさすのである。つまり、直接

相手を蔑む対象として、相手の外観・身体的欠陥・年齢・人種などのことによ

って相手を貶すのである。 

 

星野(1989:114-115)は語彙の品詞別による分類と文体・文型による分類を記

した。 

語彙の品詞別による分類として、①名詞、②形容詞、③形容名詞、④副詞、

⑤動詞、⑥形容動詞などを示している。 

① バカ、カバ、ブタヤロウ、タコ、ザコ、畜生。 

② チビ、デブ、ケチ、フケツ、バッカジャネーノ、クセー(クサイ)。 
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③ (お前のとうさん)ナナイロデベソ、ぜっこうもん。 

④ ムカツク、超ムカ、オチコボレ、けっこうけだらけ。 

⑤ シネ、シンジマエ、クタバレ、(校舎の屋根から)飛びおりろ。 

⑥ アマッタレ、ナメクサッテ、オ高クトマって。 

文体・文型による分類として、①命令文、②否定文(特に否定的命令文、禁

止、拒否、反対)、③多語文、④名詞止め、⑤特定の接頭辞をつけた動詞・名

詞、⑥特定の接尾辞(語尾)をつけた表現などを示している。 

① シネ、クタバレ、オボエテロ、(オマエコソ)デテユケ、(校舎の屋根から)

飛びおりろ。 

② バカニスルナ、ブッテンジャネーヨ、ダイコンヒッコメ。 

③ バカ、アホ、ドジ、マヌケ、オータンコナスカボチャ、ブッタラブタニ

ヨクニテル。 

④ ナンテヘタ(クソ)、コンチクショウ、サイテー。 

⑤ おっ (死ね)、ひん (まげる)、ぶん (なぐる)、ボロ (学校)、クソ (まじめ)、

バカ (チョンカメラ)。 

⑥ (行っ) ちまった、(行き) やがった。 

 

この分類法は文法の面から言っているのであるが、本稿では単なる語彙の面

から検討するつもりである。そのために、星野が挙げたたくさんの語彙を見て、

また類別することにする。 

 

また、星野(1978:24)は悪口の諸相を、それが用いられる状況と対象に関して、

分類している。 
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日本語に見られる悪口の諸相と表現の条件 

     場面 対象 

個人的につく悪口 （To address privately） 

集団の中で第三者を意識しながらつく悪口（To address in 

the presence of others ） 自分自身 のろいことばのろいことばのろいことばのろいことば：：：：畜生！南無三！ナニクソ！ 自卑語自卑語自卑語自卑語：：：：おれはバカだ、なんてヘタクソ！ 

（自嘲自嘲自嘲自嘲：：：：わたし[おれ]としたことが……） 

 

 面罵の相手、またはかけあいの相手（個人） 

卑語卑語卑語卑語・・・・憎憎憎憎まれまれまれまれ口口口口：：：：バカ、カバ、アホ、トンマ、ケチ、嘘つき のろいことばのろいことばのろいことばのろいことば：：：：お前のかあさん出臍、罰当たりめ、クソくらえ、淫売り！、くたばりやがれ あてこすりあてこすりあてこすりあてこすり・・・・皮肉皮肉皮肉皮肉：：：：先生、大将 毒舌毒舌毒舌毒舌：：：：「相変わらずお黒いですナ」 

たんかたんかたんかたんか（（（（べらんめいことばべらんめいことばべらんめいことばべらんめいことば）：）：）：）：「狐女郎の狸女郎のいたち女郎め、すっこみやがれ」、「ハイカラ野郎の、ベテン師の……わんわんも鳴けば犬も同然の奴」 はやしことばはやしことばはやしことばはやしことば（（（（コーラスコーラスコーラスコーラス）：）：）：）：「あーららこらら、いけなんだ……先生にいうちゃろ」、「カッちゃん、数の子、にしんの子……」、「ミッちゃん、道々……」、「泣き虫毛虫はさんで棄てろ」 野次野次野次野次：：：：ウソつけ、大根ひっこめ、悪態祭り、かけあい漫才、俄（仁輪加） 

 その場にいあわせない人 

陰口陰口陰口陰口：：：：馬の骨、青二才、禿頭 敬称敬称敬称敬称：：：：先生、大将 自卑語自卑語自卑語自卑語：：：：愚妻、豚児、宿六 

あだなあだなあだなあだな：：：：たぬき、だぼはぜ、うらなり、ナフタリン、ＮＨＫ 毒舌毒舌毒舌毒舌：：：：派手婦大臣、太陽族 陰口陰口陰口陰口：：：：立てば酒樽、坐ればたらい、歩く姿はドラムカン はやし相手（対立集団） 

 はやしことばはやしことばはやしことばはやしことば：：：：○○学校いい学校、入ってみたらボロ学校。悪口歌、悪態祭り、シュプレヒコール 

 

星野は悪口の送り手を中心に場面と悪口の向けられる対象という二つの軸

を立て、言語現象を分類･列挙している。それは広い視野から卑罵表現を分類

しているが、本稿では対象を「面罵の相手―個人―」とし、場面を「個人的に

つく悪口」に限定する。そして、その内容を見て、また適切な分類を行う。 

 

大石（1963:38-39）は悪口の内容に言及している。 

悪口に類するもの： 

①相手の人格を軽蔑することば……バカヤロー・チキショウなど。 

②相手に暴力を誇示することば……ブンナグルゾ・ノシアゲルゾなど。 

③かえしことば・すてぜりふなど……ナンダト・オボエテロなど。 

④相手の行動・性格などを悪く言うことば……デシャバリ・ナマイキなど。 
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⑤容姿その他外見を悪く言うことば……チビ・デカブツなど。 

⑥相手に不快な感じを与える汚いことば……クソッタレ・ヘップリなど。 

⑦その他相手をののしったり、軽蔑したりすることば……アソバネヤなど。 

 

①、④、⑤、⑥、⑦は相手のことや相手を対象として直接に罵ったりするの

である。その外の②、③は本稿の定義に即しないので、討論に入れない。 

 

「下品な、悪いことば－子どもの遊びことば共同研究－」で下品なことばを

次のように分類されている。 

① 身体的欠陥（病気など） 

「はげ」「デブ」「デベソ」「耳なし」「片目」「耳だれ」「病ん目」「オデコ」

「アバタヅラ」「発疹チブス」「カッケ」「できもん」などがある。 

②不潔なことば（排泄など） 

この中には「アカ」「ノミ」「シラミ」「鼻くそ」「屁」「大小便」などのこと

ばが使われている。 

③ その他 

１ 職業の名前を使ってはやすのがある。「ちんどん屋」「富山の薬売り」「芸

者」「車引き」など。 

２ 男女関係、結婚、性などのことばが使われているのが多い。 

「三回呼んでも返事がない  お嫁さん（おむこさん）でももらったの」 

「女の仲間に男がひとり」「○○さんと○○さんはシンコンレンコン」など。 

 

この分類法も相手、相手のことを対象として直接に悪く言うのである。しか

し、②の分類を見て、単なる語彙だけで、卑罵表現にならないと感じられる。

もし「くそったれ」「小便たれ」に換えれば、すっかり卑罵表現になるのでは

ないか。 
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堀内（1978:53-59）は罵倒語の種類について次のようなものがあると述べた。 

①死と血は出てくるもの： 

例えば：「くたばっちまえ」「くたばれ」「くたばりぞこないめ」「死ね」「死

め」「死にやがれ」「死んじまえ」「豆腐の角に頭ぶっつけて死んじまえ」「く

そして死ね」「死刑」「ぶっ殺したる」「殺されんなよ」「死んでもらおう」「死

んでも知らねえぞ」「血ぃみるど」「どたまかちわってストローで血ぃすった

るど」など。 

②排泄物を利用したもの： 

例えば：「小便たれ」「小便で顔洗ってこい」「寝小便たれ」「しょんべんく

さいやつ」「くそ」「ええくそ」「なにくそ」「くそったれ」「くそばばあ」「く

そじじい」「くそくらえ」「くそして寝ろ」「くそして死ね」「うんちくらえだ」

「たれ流し野郎」「ふんづまり」「おならったれ」「へたくそめ」「大ぐそこい

て」「たぬきのためぐそ」「みそもくそもいっしょだ」などと言う。 

③のろい言葉： 

日本には神様を持ち出した誓言やのろい言葉は非常に少ない。せいぜい「畜

生」「南無三（宝）」「罰当たり（め）」ぐらいのものだ。 

坊主に対する悪口には、「くそ坊主」「生臭い坊主」「芋掘り坊主」などがあ

るが、これは誓言にはならない。 

④肛門と性器の言葉： 

日本語でも性器を悪口にするのは、ごく卑俗ではあるが、かなりある。俗

語に近いものでは、「ちんぽこ野郎」「包茎野郎」「べとちん坊や」（甘ったれ

たへなへなの男の子）ぐらいである。 

⑤母親を持ち出すもの： 

日本では母親を引き合いに出す罵倒語はあまりない。せいぜい「かあちゃ

んのおっぱいでもしゃぶってろ」「おまえのかあちゃん出べそ」である。「か
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あちゃんにダッコしてもらえ」というのがあるが、これは相手が小児だとい

うことだろうか。「かあちゃん」には「奥さん」という意味もあるから、ど

うも motherfuckerの意味ではないようだ。 

日本語では、「助平」とその変形（すけべったれ、すけべっち、すけべ人間、

すけだいら、どすけべえ、和田助平など）、「出歯亀」「マスかき野郎」とい

う程度のものは山ほどあるが、性交そのものは悪口になりにくいようである。 

⑥あだ名と悪口ごっこ： 

人間の身体的な特徴を捉えて、それを動物などにたとえたあだ名や悪口は、

各国語でもごく普通である。各国語の人間と職業に対する悪口にも共通点が

多い。ただ、日本語の方が芸が細かい感じはある。鼻の穴の大きい人を「酸

素泥棒」、不美人を「一円（玉）」（これ以上くずれない顔のまずさから）、ば

か者を「ぐうぬき」（ジャンケンからグーを抜くとチョイとパー）、大ばかを

「かまぼこばか」（ばかが板についている）というのがある。 

 

この分類法で注意すべきところは他の分類法と違って、直接相手としない罵

倒語の一類があることである。それは⑤母親を引き合いに出す罵倒語である。

その外の類は全部直接相手を対象とするのである。しかし、「かあちゃんのお

っぱいでもしゃぶってろ」「おまえのかあちゃん出べそ」は子供同士しか使え

ない。普通大人が使っても相手を子供のように馬鹿にしていると解釈できる。

つまり、相手が未だ小児だから、おかあちゃんのおっぱいをしゃぶっているの

が必要という意味で、相手を馬鹿にしているのである。そのため、後の「直接

相手を対象としない」類に属する母親の不行跡を非難することや相手の血縁が

乱れていることにより、相手を侮辱する類と内面的な意味が違うので、「直接

相手を対象としない」類から排除する。やはり「直接相手を対象とする」類に

類別する。 
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窪田・池尾(1971:124-128)はさげすみ語について例を示している。 

例１ 人に関するもの－①年齢や性別によるもの(じじい・ばばあ、がき、か

かあ……)、②人の性情や行為からきたもの(おいぼれ、ばか、けち、ごますり

……)、③接辞によるもの(畜生め、どあほう……)、④体の状態からきたもの(で

ぶ、めくら、びっこ、おかめ……)、⑤感動詞的なののしり(ばかやろう、くそ

くらえ……)、⑥体の部分に関するもの(つら、けつ……)。 

例２ 動作・状態に関するもの－①補助動詞的なものによる、②接頭辞のつ

いたもの、③特殊な形式をもつもの、④副詞的表現(擬声語・擬態語など)。 

例３ 慣用的表現(とさか(頭)にくる……)。 

例４ 比喩的表現(薮医者、でもしか先生、大根役者、いなか紳士……)。 

例５ 反社会的表現－①職業に関するもの(ごみ屋、小使い、女中……)、②

人種・身分階級など(アメ公、毛唐、ロ助……)、③隠語的なもの(サツ、デカ

……)。 

 

この分類法の内容を見て、本稿の定義に即するのは例１、例４、例５である。

そして、例１、例４、例５も相手を対象として貶めるのである。 

 

それから、中国語では、胡士云(1997：84-87)は次のように述べている。 

   「罵人話大致可分為兩類：第一類，任何情況下都是罵人話(操你媽的……)。

第二類，要在一定的條件下才會變成罵人話(孫子)。」 

「從內容來看，罵人話有以下幾種 。第一種，與性有關。這種罵人話，有

的直接以性器官名詞來罵人，有的將其他人體器官比作性器官來罵人，有的以性

行為來罵人，且多與被罵人的女性尊長親屬有關，有的以好淫亂來罵人，罵女姓

的時候尤其多用。(操你娘；千人騎萬人壓亂人入的賤母狗……) 

第二種，與死亡、疾病等災禍有關。這種罵人話，有的直接以死亡來罵人，

有的將活人的行為比作死人的行為，有的罵別人不能長壽或不得善終，有的以疾
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病、生理缺陷和體形長相等來罵人。（死去吧，你；天雷劈腦子五鬼分屍） 

第三種，與種類、族類或集團相關。這種罵人話，有的將人比喻作動物或事

物，有的罵別人為異類或來路不正。後著多帶有比較強烈的歧視外族或外集團的

感情，所用詞語不一定是粗話。（王八蛋；癩皮狗……） 

第四種，與輩分、孝悌有關。這種罵人話，有的以長輩或大人自居，以對方

為晚輩或孩子，所用詞語多為親屬稱謂詞；有的罵別人為某種異類的子孫；有的

是父母兄長等罵子女弟妹不盡孝道；有的罵別人沒有子嗣。（龜孫子；絕子絕孫） 

第五種，與性格、品質、能力等有關。這種罵人話，有的直接罵別人為壞

人或罵別人有惡行，有的罵別人性格軟弱、脾氣暴躁怪僻，有的罵別人缺乏某

一方面的能力或某種資格，有的罵別人地位低賤或行為下賤。（懦夫；賤胎……）」 

 

この分類法は内容から卑罵表現を五種類に分けている。その中で第二、三、

五類は日本語にも類似した表現がある。また、二、三、五類は相手を卑罵表

現の対象とし、一、四類は相手を直接に対象としないで、相手の祖先、母親、

子孫まで卑罵表現によって侮辱するのである。そのために胡士云が挙げた五

種類を二分化することができよう。つまり、卑罵表現のさす対象によって「直

接相手を対象とするもの」と「直接相手を対象としないもの」に類別するの

である。 

 

姚亞平(1990:157-158)によると、「下流話」は以下のようなものがある。 

①罵被罵人的祖宗。如「操你奶奶」、「操你十八代祖宗」等等，都是陳述自己要

與被罵人的長輩發生性關係。 

②罵被罵人的後世。如「絕後」、「絕戶」、「不會下蛋的母雞」、「斷子絕孫」等。 

③罵被罵人為非人。如「你算是什麼東西」、「鬼東西」、「狗東西」、「放狗屁」等。 

④抬高自己的輩份、降低對方的輩份。如「我是你爺爺」、「你這做孫子的」等。

另外、降低對方的輩份還可和非人性給合起來。如罵人「王八羔子」、「狗崽
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子」、「龜孫子」等等，不但開除其「人藉」，而且降低其「輩份」。 

 

姚亞平の挙げた第③類は一見相手を罵る対象としているが、実はそうではな

い。なぜかというと、「鬼東西」「狗東西」は相手の血統を疑っているのである。

つまり、相手の母親は鬼とか、狗とか関係を持って、相手が生まれたという意

味を含んでいる。相手の母親の不行跡を非難することによって、相手を侮るの

である。だから、この類も他の①、②、④類と同じように、「直接相手を対象

としないもの」に類別することができる。そして、第④類の「我是你爺爺」「你

這做孫子的」という例から見ても、やはり相手の血縁が乱れているという意味

がある。すなわち、相手のおばあさんと私は性関係があって、相手が生まれた

というのである。そのために、①、③、④ともに母親、おばあさん、祖先の性

関係の行為における卑罵表現によって、相手を侮辱し、恥じを欠かせるのであ

る。 

 

神谷・張鵬志(1997：45-46)は罵詈語の分類について次のように述べている。 

「我們可以對罵詈語從三個方面進行分類。 

從字面表層義（即將對象指稱為某類事物）出發，可以分為七類： 

1 將被罵者指稱為社會地位低下者的罵詈語。（如：奴婢，娼妓，乞丐，隸

役） 

2 將被罵者指稱為神鬼精怪妖魔的罵詈語。 

3 將被罵者指稱為動植物（及其器官或排泄物）的罵詈語。 

4 將被罵者指稱為無生命之事物的罵詈語。 

5 將被罵者指稱為盜賊、流氓、無賴的罵詈語。 

6 將被罵者指稱為人體某器官（主要是性器官和排泄器官）及其排泄物的

罵詈語。 

7 詛咒被罵者的罵詈語。（如：死亡，生病，遭禍，遭報應，絕後） 
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從深層抽象義（即對象進行貶辱的角度）出發，可以分為以下八類： 

1 生理缺陷（包括外貌） 

2 性格氣質 

3 智力或能力 

4 品德操守，行為作風 

5 地位出身 

6 經濟狀況 

7 親屬長輩 

8 不吉利的命運 

從一般交際關係（即指向某一自然人或社會角色）出發，可以分為以下九類： 

1 指向一切人的罵詈語 

2 指向不同性別的人（男性、女性、中性）的罵詈語 

3 指向一定年齡的人（老、少）的罵詈語 

4 指向不同生理特徵的人（胖、瘦、高、矮等）的罵詈語 

5 指向某一人的語言或行為的罵詈語 

6 指向不同職業的罵詈語 

7 指向不同身份地位的罵詈語 

8 指向某一地域或民族及其成員的罵詈語 

9 指向人以外某種事物的罵詈語（數量很少，可以附類處理）」 

 

神谷・張鵬志は多方面から罵詈語を分類し、内容もかなり詳しいが、おおざ

っぱに分類してみると、「直接相手を対象とするもの」と「直接相手を対象と

しないもの」の二つのタイプに分けられよう。そして、表層意味からの分類、

７を除いた深層意味からの分類は相手を直接に卑罵表現のさす対象とするの

で、前者のタイプに属する。深層意味の７(親屬長輩)は後者のタイプである。

また、交際関係からの分類法は相手の性質から類別したもので、やはり直接に
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相手をさす卑罵表現である。 

 

朱廣興(1998)は「罵語」を次の二つのタイプに分けている。 

Ａ  直接以對方為對象之罵語 

中文：笨蛋，三八，十三點，豬，白痴，醜八怪…… 

日文：馬鹿、あほ、間抜け、どじ、たわけもの、馬鹿野郎、でぶ、禿げ、

臭い、醜い、汚い、ぼけ、ぶす…… 

Ｂ  非直接以對方為對象之罵語 

中文：×娘，×祖宗十八代，×他媽的×……，雜種，王八，烏龜，龜兒子，龜

孫子，戴綠帽。 

日文：？ 

 

本稿では朱に従って、二分法をするのである。 

 

山根(1989:20)は「罵話」を七種類に分類している。 

① 男性對男性(幾乎全都跟「性」有關，如：姦恁娘、姦恁娘×……) 

② 女性對女性（大部份都是關於婦女的局部，如破、臭、癢等） 

③ 男性對女性（多半牽涉到婦女的局部） 

④ 女性對男性（大部份是詛咒男性的生存，以早死、短命為基本，如：不得

好死，死在路傍……） 

⑤ 對一般（多半由笨蛋、神經、吃屎、蠢材……等罵人愚笨的話所組成） 

⑥ 對特殊的台灣人（如：番仔的狗、狗糞等） 

⑦ 對日本人等七種（如：死日本仔，臭日本仔，日本婆等）。 

 

この七種類は内容によって上のように二分化することもできる。①性と関係

があるものは後者で、その他は前者に属する。 
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以上、先行研究で考察してきたように、指す対象によって卑罵表現の内容を

「直接相手を対象とするもの」と「直接相手を対象としないもの」という二類

に分けることができる。日本語の卑罵表現はほとんど前者に属する。その一方、

中国語では後者に属するのはたくさんあるので、中国語の卑罵表現の特徴だと

言えよう。そして、前者に属する卑罵表現を見て、日本語でも中国語でも同じ

言葉を使って相手を中傷するので、それは日中卑罵表現の共通点ではなかろう

か。 

 

そこで、次は筆者が作った二分法の表である。 

日中卑罵表現の分類 

直接相手を対象とするもの 

 日本語 中国語 

身体的欠陥 
めくら、つんぼ、びっこ、小人、

めかち、できもん…… 

瞎子、聾子、跛子、侏儒、獨眼龍、

癩痢頭…… 

外観･容貌 

でぶ、ねこずら、禿げ、ちび、

太鼓腹、おかめ、不細工、鼻べ

しゃ…… 

肥豬、胖子、麻花臉、禿子、矮東

瓜、水桶腰、醜女（男）、塌鼻子、

洗衣板…… 

人を動物に

喩える 

お化け、チンパンジー、出目金、

猿、たこ、かば…… 

妖怪、猩猩、突眼金魚、猴子…… 

性格・性

質・行為 

けち、嘘付き、汚い、最低、で

しゃばり、生意気、老いぼれ…

… 

小氣鬼、大騙子、髒鬼、低級、愛

現、自大、自私、老糊塗、懦夫…… 

国民･人種 
ロ助、ちゃんころ、黒ん坊、毛

唐人、、赤毛、アメ公…… 

死日本仔、走狗、倭奴…… 

精神障害 

ばか、間抜け、とんま、あほ、

どじ、ぼけ、のろま、たわけ…

… 

笨蛋、呆子、豬頭、傻瓜、蠢材…… 

年齢 
鬼婆、じじい、こせがれ、がき、

悪太郎、老体…… 

老太婆、老不死、小鬼、惡婆婆…… 

職業 
薮医者、坊主、芸者、ちんどん

屋、ごみ屋、女中…… 

妓女、乞丐、奴才、奴隸、掃廁所

的…… 
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死、血 
死ね、死んじまえ、くたばれ、

血ぃみるど…… 

不得好死、死在路傍、死人、夭壽

短命…… 

排泄物 
くそったれ、小便たれ、くそじ

じい、へたくそめ…… 

吃糞…… 

 

直接相手を対象としないもの 

 日本語 中国語 

母親 ？ 

操你娘、王八蛋、他媽的、雜種、

烏龜、龜兒子、龜孫子、戴綠帽、

狗東西…… 

セックス ？ 操…… 

祖先 ？ 操你祖宗十八代、操你奶奶…… 

後代 ？ 絕子絕孫、絕後…… 

 

 

3-2  日中卑罵表現日中卑罵表現日中卑罵表現日中卑罵表現のののの共通点共通点共通点共通点とととと相違点相違点相違点相違点 

卑罵表現を下の表のように「直接相手を対象とするもの」と「直接相手を対

象としないもの」の二つのタイプに区別したら、その共通点と相違点がよく分

かるはずである。すなわち、「直接相手を対象とするもの」では日中にも類似

した表現があり、それは日中卑罵表現の共通点である。一方、「直接相手を対

象としないもの」では中国語には日本語で見られない表現があり、それは日中

卑罵表現の相違点である。 

言い換えれば、共通点は相手の「身体的欠陥、外観･容貌、性格・性質・行

為、国民･人種、精神障害、年齢、職業、死・血、排泄物、相手を動物に喩え

ること」などのことをからかったり、侮辱したりすることである。 

相違点は言語学者たちに指摘されているように、日本語における性に関する

言い表しの使用度が少ないこと、中国語における相手のセックスや貞操、こと

に母親、祖先の不行跡を非難するのが多いことである。(鄭瑪玲 1982:88 金山

1981:17 比嘉 1976:120 金田一 1975:69 杉山 1978:12) また、中国では血縁、血

統の繋がりをかなり重視しているので、相手の子供、子孫まで卑罵表現の対象
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になると考えられる。 

 

日中卑罵表現の分類 

直接相手を対象とするもの(共通点) 

 日本語 中国語 

身体的欠陥 
めくら、つんぼ、びっこ、小人、

めかち、できもん…… 

瞎子、聾子、跛子、侏儒、獨眼龍、

癩痢頭…… 

外観･容貌 

でぶ、ねこずら、禿げ、ちび、

太鼓腹、おかめ、不細工、鼻べ

しゃ…… 

肥豬、胖子、麻花臉、禿子、矮東

瓜、水桶腰、醜女（男）、塌鼻子、

洗衣板…… 

人を動物に

喩える 

お化け、チンパンジー、出目金、

猿、たこ、かば…… 

妖怪、猩猩、突眼金魚、猴子…… 

性格・性

質・行為 

けち、嘘付き、汚い、最低、で

しゃばり、生意気、老いぼれ…

… 

小氣鬼、大騙子、髒鬼、低級、愛

現、自大、自私、老糊塗、懦夫…… 

国民･人種 
ロ助、ちゃんころ、黒ん坊、毛

唐人、、赤毛、アメ公…… 

死日本仔、走狗、倭奴…… 

精神障害 

ばか、間抜け、とんま、あほ、

どじ、ぼけ、のろま、たわけ…

… 

笨蛋、呆子、豬頭、傻瓜、蠢材…… 

年齢 
鬼婆、じじい、こせがれ、がき、

悪太郎、老体…… 

老太婆、老不死、小鬼、惡婆婆…… 

職業 
薮医者、坊主、芸者、ちんどん

屋、ごみ屋、女中…… 

妓女、乞丐、奴才、奴隸、掃廁所

的…… 

死、血 
死ね、死んじまえ、くたばれ、

血ぃみるど…… 

不得好死、死在路傍、死人、夭壽

短命…… 

排泄物 
くそったれ、小便たれ、くそじ

じい、へたくそめ…… 

吃糞…… 

 

直接相手を対象としないもの(相違点) 

 日本語 中国語 

母親 ？ 

操你娘、王八蛋、他媽的、雜種、

烏龜、龜兒子、龜孫子、戴綠帽、

狗東西…… 

セックス ？ 操…… 

祖先 ？ 操你祖宗十八代、操你奶奶…… 

後代 ？ 絕子絕孫、絕後…… 

 

星野(1978:25)は相違点について次のように述べている。 

「親、きょうだいや先祖をひきあいに出す習慣が欧米、アジア、太洋州
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などの言語に比べてすこぶる稀薄である。「オマエノカアサンデベソ」

とか「私生児」とか「妾の子」という表現はあるが、中国語、朝鮮語、

ロシア語、ミクロネシアのサチワヌ語、また英語のスラングに共通にき

かれる「てめえのおっかあをやるぞ」とか「てめえのおっかあは淫奔だ」

といった類のことばはまずないのではないか。」 

 

以上述べてきた相違点は中国語の特徴だと言えるだろうが、一方、日本語の

卑罵表現の特徴は何だろうか。日本における呪い言葉の特徴として、鶴見は「生

理的排泄物に関するもの」をあげ、「ことに『クソ』を接頭語･接尾語に使用す

るのろい言葉が日常生活で豊かに用いられている。『クソ度胸』というような

言葉が、男女年齢の区別なく、食卓でさえ用いられていることは欧米人の想像

を超える……」と述べている。確かに「何クソ」「へたクソ」「クソ真面目」「ク

ソッタレ」といった言葉はしばしば聞くことがある。その汚穢的な性質が意識

されなくなっているようである。その外にもう一つあると筆者が考えている。

それは「馬鹿、馬鹿野郎」といった智能に関する言葉である。 

 

金田一(1975:69)は同じことを言っている。 

「エゲツない悪口はヨーロッパに限らぬ。戦争中、中国へ出征した人は、

中国語にセックスと結合したあくどい悪口がたくさんあることを報告

している。(中略)日本では、モラエスは、日本語に侮辱や下衆の言葉が

なくて、日本人の口にしうるもっとも下品な言葉が『馬鹿』だといって

感心している。」 

 

また、山本(1985:4)も次のように述べている。 

「悪口の語彙が明治以来へるばかりで、今や尽きて極端に言うと、「バ

カヤロー」だけになってしまいました。」「悪口も単純化されて、いくつ
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もなくなる。その極がバカヤローだけ。」 

 

又、テレビとかで日本人はいったん血相を変えたら「馬鹿」「バカヤロー」

と怒鳴りつけるシーンがよく見られる。日本語ができない中国人にも、そうい

う言葉だけはよく通じるのではないか。「日本語で挨拶はバカヤローという」

と誤解する人もいるかもしれない。なべて外国語は、悪い言葉から覚えられる

ものである。従って、「馬鹿、馬鹿野郎、間抜け、頓馬」といった智能に関す

る言葉は日本語の卑語罵表現の特徴だと言っても過言ではなかろうか。 

 

 

3-3  卑罵表現卑罵表現卑罵表現卑罵表現がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる原因原因原因原因 

奥山益朗『罵詈雑言辞典』(1996)の「はじめに」に次のように書かれている。 

「罵語を調べているうちに、日本語は実に罵語の貧困な言葉だというこ

とに改めて気付きました。ことに東京を中心とした共通語には、ロクな

罵語がないのです。その点は関西、特に大阪地方は罵語の先進国のよう

ですが、東京者は喧嘩をしても「バカヤロウ」の一点張りで気盛が上が

りません。」 

卑罵表現が貧困なのは特に現代的現象だということが分かった。だが、明治･

大正の小説には、昭和に入ってからのそれに比べて、卑罵表現の言葉の種類が

とても豊富である。例えば、夏目漱石の『坊ちゃん』の中で坊ちゃんが山嵐に

悪態のつき方を伝授するところを読んで、あの時代は今よりはるかに語彙は豊

富だと思われる

1
。ではなぜ卑罵表現が使われなくなったのか。これについて

米川(1999:30) 、山本(1985:3)は以下のような理由にふれている。 

 

                                                 
1
 「ハイカラ野郎の、ペテン師の、いかさま師の、猫被りの、香具師の、モモンガーの、岡っ引きの、わんわん鳴けば犬も同然な奴とでも云うがいい」 
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①社会階層が均質化したこと――江戸時代の士農工商のような身分制度や

近代の身分や貧冨の格差が著しい時代と違い、現代では身分制度や貧冨の格差

もない、一億中流意識を持つ時代となった。現代の横一線の社会では身分差は

なく、平等のため、本音を出さず、うわべを飾る言葉が増え、卑罵表現は減る。

そして、人々は社会から言動が監視されるため、自制し、卑罵表現は使わなく

なる。 

②男女対等意識――卑罵表現は過去、男性が主に使ってきた。だが、男女平

等･男女対等意識が強くなり、男性は女性に卑罵表現を使うことが少なくなる。

「ブス」「売れ残り」のような蔑視･不快語の卑罵表現の不当さを訴えている。 

③共通語の浸透――方言にはもともと卑罵表現が豊富であったが、共通語化

によってそれらが受け継がれずにきたためである。 

④人間関係の疎遠化――よそ(そと)の人、親しくない人とは関係を持とうは

しない、コミュニケーションを取ろうとしないことがよく見られる。従って卑

罵表現も使うことがない。 

⑤差別語退治とか蔑視語摘発――新聞･雑誌･テレビでうっかり差別に繋が

る言葉を言うと、すぐ投書が来たり、いろいろなことがあるので、マスコミに

現れる卑罵表現は減った。 

そして、戦災後、核家族が減って、おじいさん、おばあさんが使っていたと

思うような言葉のうち、ほとんどがもう卑罵表現として使われていない。落語

や文学作品などには残っているだろうが、それを実際に使うチャンスがないこ

と、使っても相手に意味が分からないことも卑罵表現がなくなる原因であろう。 

 

ところで、中国語はどうであろうか。中国語も同じ理由で卑罵表現が少なく

なることが考えられる。 

第一、社会意識の変化があって、昔の士農工商をなしていたのが、だんだん

に横一線に並ぶようになって、職業の貴賎も平らになってきた。人々は自分の
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地位や身分にふさわしい言葉遣いや行動を取るようになった。自制する気持ち

が強くなってきたので、本音を出さなくなって、自然に卑罵表現を使わなくな

ったのである。 

第二、男性に比べて女性はあまり卑罵表現を使わないといつも言われている。

女性が意識的に男性と対等であることを主張していることに伴って、女性は男

性が言う卑罵表現の不当さを訴えることもしばしばある。そのため、卑罵表現

が少なくなるのも考えられる。 

第三、教育の普及で、北京語(国語)が使われている。方言に根づいた卑罵表

現を控えるということが起こるだろう。 

第四、人間関係の疎遠化は現代の現象であることは事実である。ちょっとう

わべを飾るというが、建前で皆がやっている。従って、卑罵表現がなくなるの

も無理ではない。 

 

山根(1989:24)は中国語の卑罵表現がなくなることを次のように述べている。 

「台灣有這麼多罵話，是沿襲已久的事，幸好隨著教育的普及，逐漸改善

了這種罵人的風氣，使得許多令人不忍猝聞的辭句，漸漸侷限於一小部份

人使用，而終將成為歷史的陳跡。」 

 

このように現代社会の変化、意識の変化が卑罵表現を減らす方向に向かわせ

ている。日本語でも、中国語でも、同じ現象になりつつある。 

 

 

3333----4444 まとめまとめまとめまとめ    

一、下の表は筆者が作った日中卑罵表現の分類表である。「直接相手を対象

とする」類と「直接相手を対象としない」類の二分法である。 
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日中卑罵表現の分類 

 

直接相手を対象とするもの(共通点) 

 日本語 中国語 

身体的欠陥 
めくら、つんぼ、びっこ、小人、

めかち、できもん…… 

瞎子、聾子、跛子、侏儒、獨眼龍、

癩痢頭…… 

外観･容貌 

でぶ、ねこずら、禿げ、ちび、

太鼓腹、おかめ、不細工、鼻べ

しゃ…… 

肥豬、胖子、麻花臉、禿子、矮東

瓜、水桶腰、醜女（男）、塌鼻子、

洗衣板…… 

人を動物に

喩える 

お化け、チンパンジー、出目金、

猿、たこ、かば…… 

妖怪、猩猩、突眼金魚、猴子…… 

性格・性

質・行為 

けち、嘘付き、汚い、最低、で

しゃばり、生意気、老いぼれ…

… 

小氣鬼、大騙子、髒鬼、低級、愛

現、自大、自私、老糊塗、懦夫…… 

国民･人種 
ロ助、ちゃんころ、黒ん坊、毛

唐人、、赤毛、アメ公…… 

死日本仔、走狗、倭奴…… 

精神障害 

ばか、間抜け、とんま、あほ、

どじ、ぼけ、のろま、たわけ…

… 

笨蛋、呆子、豬頭、傻瓜、蠢材…… 

年齢 
鬼婆、じじい、こせがれ、がき、

悪太郎、老体…… 

老太婆、老不死、小鬼、惡婆婆…… 

職業 
薮医者、坊主、芸者、ちんどん

屋、ごみ屋、女中…… 

妓女、乞丐、奴才、奴隸、掃廁所

的…… 

死、血 
死ね、死んじまえ、くたばれ、

血ぃみるど…… 

不得好死、死在路傍、死人、夭壽

短命…… 

排泄物 
くそったれ、小便たれ、くそじ

じい、へたくそめ…… 

吃糞…… 

 

直接相手を対象としないもの(相違点) 

 日本語 中国語 

母親 ？ 

操你娘、王八蛋、他媽的、雜種、

烏龜、龜兒子、龜孫子、戴綠帽、

狗東西…… 

セックス ？ 操…… 

祖先 ？ 操你祖宗十八代、操你奶奶…… 

後代 ？ 絕子絕孫、絕後…… 

 

上の表のように向けられる対象によって卑罵表現の内容を「直接相手を対象

とするもの」と「直接相手を対象としないもの」という二類に分けることがで

きる。日本語の卑罵表現はほとんど前者に属する。その一方、中国語では後者
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に属するのはたくさんあるので、中国語の卑罵表現の特徴だと言えよう。そし

て、前者に属する卑罵表現を見て、日本語でも中国語でも同じ言葉を使って相

手を中傷するので、それは日中卑罵表現の共通点ではなかろうか。 

 

二、日中の卑罵表現の共通点と相違点について、共通点は相手の「身体的欠

陥、外観･容貌、性格・性質・行為、国民･人種、精神障害、年齢、職業、死・

血、排泄物、相手を動物に喩えること」などのことをからかったり、侮辱した

りすることである。 

相違点は言語学者たちに指摘されているように、日本語における性に関する

言い表しの使用度が少ないこと、中国語における相手のセックスや貞操、こと

に母親、祖先の不行跡を非難するのが多いことである。また、中国では血縁、

血統の繋がりをかなり重視しているので、相手の子供、子孫まで卑罵表現の対

象になると考えられる。 

そして、日本語の卑罵表現の特徴は「馬鹿、馬鹿野郎、トンマ、マヌケ、ア

ホ」など智能に関する言葉である。 
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第第第第４４４４章章章章  特徴分析特徴分析特徴分析特徴分析 

今野(1973:76)は蔑視語を分類したあとで、次のように述べている。 

 

「蔑視語をその主題別に分類し、それを列挙することは、比較的容易な

作業である。ちなみに、先の分類表に順じて収集してみると、約四千か

ら五千を拾いあげることも可能である。しかし、その用例、その発生と

社会的要因をさぐるとなると、きわめて困難な問題にぶつかる。」 

 

今野は言ったように卑罵表現の発生の原因を追究するには難しいが、本稿で

はそれを試みたい。 

従って、「3-2日中の卑罵表現の共通点と相違点」で明らかにした日中の卑罵

表現についての異同を分析したり、そのわけを考えたり、タブー文化との関係

にも触れたりする。 

 

 

4-1 共通点共通点共通点共通点についてのについてのについてのについての分析分析分析分析 

卑罵表現は相手を傷付けるために使われたものなので、相手のもっとも気に

することや短所を意識的に攻撃することによって、相手は一番傷付けられたの

ではないか。そのため、どんな言葉で相手を貶したりするかは実に決まった規

則がないが、相手の実際の具合や状況などによってであろう。従って、最大限

に相手を傷付けるのは相手の欠点、欠陥、悪いところなどを卑罵表現として使

うことである。それは相手の個人的なタブーに触れたからである。つまり、相

手の身体的欠陥、外見、性質、職業、年齢、人種、精神状態など、相手の気に

することは、全部卑罵表現の素材になることができる。日本語にも中国語にも

類似した表現がある。 

ところで、世界各国で人種、歴史、社会、文化、生活習慣の差異がどんなに
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大きくても、それぞれのタブーがあるのではないか。その中に各国共通したも

のもあるし、その国だけがタブーだと認めるものもあるはずである。ここで言

うタブーは心理状態の一種で、法律、制度で禁じられたものではない。ただ人々

はある言葉遣い、ある行為、あることをしてはいけない、触れてはならないと

認めるのである。もし、したら、触れたら、タブーを犯したのである。そうし

て考えてみると、不潔、不吉、上品でない話・行為などをタブーの範囲に入れ

ることができる。すなわち、不潔なことに触れたり、不吉な話をしたり、上品

でない行為をしたりするのはタブーを犯すのである。 

次は日中卑罵表現の共通点について分析してみる。 

 

 

4-1-1 身体的欠陥身体的欠陥身体的欠陥身体的欠陥 

誰でも体に欠陥があることがほしくない。身体的欠陥のある人はもちろんそ

うである。それは生まれながらの体なので、どうしても元に返っても仕様がな

い。身体的欠陥のある人は自尊心が強いので、体の特徴をからかったら必ず相

手の機嫌を損なって、傷付けるのである。体の欠点は身体的欠陥のある本人に

とって最も気にしていること、一番大きなタブーである。 

そのため、「不具」「廃疾」「つんぼ」「おし」「めくら」「かたわ」「びっこ」「小

人」など、古くから使われている言葉は身体障害者に不快感や差別感を与える

「不快用語」「差別語」として、法律などから追放している。 

このような身体的欠陥に関する卑罵表現は日中ともに見られる。それは身体

障害者の気にしているタブーに触れたからであろう。 

 

 

4-1-2 外観外観外観外観････容貌容貌容貌容貌 

「外観・容貌」を「身体的欠陥」の範囲に入れる学者もいる。両方とも体の
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状態・特徴を卑罵表現の素材として茶化すからである。だが、本稿では身体的

欠陥は生まれつきのものとし、外見・容姿はその人の特徴とし、二つのタイプ

に区別している。 

また、日中卑罵表現の共通点で挙げた「人を動物に喩える」類は人間の身体

的な特徴を捉えて、それを動物などに喩えた卑罵表現なので、ここではこの類

を「外観・容貌」の範囲に入れ、一緒に討論する。 

「ブス、デブ、チビ、禿げ」のような人の外見をからかう卑罵表現は中国語

でも日本語でも極普通である。それは相手の気にすること(個人的なタブー)を

中傷することによって、相手を傷付けるのである。人の身体的な特徴によって

付ける卑罵表現は時にその人の渾名になることがある。その時はもう卑罵表現

として使われていない。むしろ愛称(親愛の気持を込めて呼ぶ名前)である。「気

心の知れた者同志の場合」はこのような卑罵表現の許容度も大きくなってくる。

また、言われた本人がどういう立場におり、どういう性格を持ち合わせている

かによって、受け止め方も違ってくるのではないか。 

 

一方、「人を動物に喩える」卑罵表現は日中ともにあるが、中国語の方はは

るかに多いようである。例えば、中国語では狗腿子(走狗／悪人権力者などの

手先)、狗雜種(人でなし)、癩皮狗(疥癬のできた犬／下品で恥知らずの喩え・

あつかましい奴)、瘋狗(狂犬／理知を失ったように人を罵ること)、狐狸精(男

の感情をあそぶ女性・ずるがしこい人の喩え)、獨眼龍(片目の人)、母老虎(あ

ばずれ女・恐い妻)、笑面虎(表面はやさしく、内心は陰険な人)、兔崽子(役立

たず／人を罵る時に用いる)、鐵公雞(鉄の鶏で羽一本もぬけないこと／けちん

ぽうを言う)、蠢豬(間抜け･のろま)、肥豬(でぶ)、瘦猴(やせっぽち)、王八(妻

を寝取られた男)、畜牲(畜生･人でなし／相手を罵る言葉)などの卑罵表現があ

る。直接動物で人を喩える言葉はほとんど謗りの意味を含んでいるので、その

まま人を罵る言葉となるのではないか。日本語にも「馬面」、「犬畜生」などの
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ような動物名称を使って人を罵る言葉があるが、中国語に比べてだいぶ少ない。 

これらの違いは恐らく日中両国の自然地理条件および文化歴史背景の違い

によるものだろう。中国は大陸国であり、動物の種類が多く、農耕を主に営ん

でいる。中国人は長年動物の習性及び生理上の特徴を学び、動物に関する生活

上の知恵も育ててきた。このように動物の外観や習性で、人間の体格や心理状

態をよく描写している。そして、中国人にとって、動物はあくまでも人間に命

令されて労役に使われたりする以外のなにものでもない。いわゆる畜生である。

そのため、動物で人を喩える言葉は謗りの意味を持っているのも無理ではない。 

それに対して、日本は島国であり、動物の種類が少ないので、動物を人間に

比喩して罵る言い方もまれである。 

 

 

4-1-3 性格性格性格性格・・・・性質性質性質性質・・・・行為行為行為行為 

外観･容貌は人の表で、性格･性質は人の裏である。両方ともにその人の特徴

である。このような卑罵表現はその人の生き方、個性、イメージに対する反映

で、常に批評性を持っている。一種の批評行為だと言える。従って、このよう

な卑罵表現で相手を蔑んだら、相手の個人的なタブーを犯したのではないか。 

 

 

4-1-4 職業職業職業職業 

昔、日中ともに士農工商のような身分制度があり、社会では階層の区別･差

別がある。「賎民」、「奴婢」のような言葉はその時代の産物で、社会的な地位

の面からその人を貶すのである。しかし、現代の横一線の社会では身分差はな

く、平等のため、社会的な地位からその人の職業を貶める卑罵表現はなくなる。

むしろ人格の面からその人を侮辱するのである。「娼妓」はその一例である。

「娼妓」は昔社会的な地位の低い人がやっている仕事なので軽蔑されていた。
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だが、女の眞操を重んじている社会では、このような職業をやっている人の人

格に欠点があると思われ、軽視されている。そのため、人格の面からその人を

侮るのである。 

また、職業に関する古くからの慣習的用語の中に、それ自体侮辱的に使われ

たり、その仕事に携わる人に不快・差別感を与えるものがあって、日本ではそ

のような言葉を「差別語」、「不快用語」として、使うことを避けたり、別の言

い方にしたりするのである。次はその例である。 

ごみ屋・くみとり屋⇒清掃員     あんま⇒マッサージ師    女中⇒お手伝

い 

小使い⇒用務員    バタ屋⇒廃品回収業 

従って、職業に関する卑罵表現はだんだん少なくなりつつある。 

 

 

4-1-5 年齢年齢年齢年齢 

胡士云(1997:88)は次のようなことを語っている。 

 

「要穩准狠地攻擊對方，乃至擊敗對方，應該選擇對方的最弱處。(中略)

另外，被罵人是老人時，會儘量強調 “老” 字；被罵人是孩子時，會儘量

強調 “小” 字；被罵人是女性時，會儘量強調性別，而且多用與性行爲有

關的話語。」 

 

確かに年齢は人の気にすることの一つである。特に年をとった人や女性の最

大の関心事で、年齢にまつわる卑罵表現も最もタブー性を備えているのである。

年齢を気にする人にとって、年齢のことをからかったりすると、機嫌は損なわ

れただろう。 
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4-1-6 国民国民国民国民････人種人種人種人種 

国民･人種･民族にまつわる卑罵表現はどこの国語にも見られる。このような

卑罵表現を概観すると、それは社会的緊迫のあるところで強調され、平均化さ

れ、潜在的に持続されることが知られるのである。今野(1973:74)は例を挙げ、

説明している。 

 

かつて日本人は中国人を「ちゃんころ」と蔑称した。「ちゃんころ」とは元

来「銭」の異称であり、それが小さくてとるに足りないものの意に転じ、つい

に、中国人に対する蔑称になっている。 

この卑罵表現が用いられたのは、日清戦争後から一九四五年頃まで生き延び

ていたことを考え合わせると、その発生は、日本の国家主義の台頭と時を同じ

くしていることが知れ、中国語で中国人が Chun- ko- ren(チュンコウレン)とさ

れていたものが、日本語の「ちゃんころ」に転訛され、同時に、日本語の意味

を付帯させることによって、中国人を蔑視したものと思われる。 

 

その一方、台湾は日本に統治された時から「死日本仔」、「臭日本仔」、「日本

婆」といった卑罵表現が流れてきた。それは台湾人は日本人に対して、悪感情

を抱いたので、このような言葉が生まれたのではないか。しかし、時間が経つ

に伴って、今の若い世代はほとんど日本人に悪感情を抱いていない。このよう

な卑罵表現は使われなくなっている。今後もだんだんなくなると想像できよう。 

 

 

4-1-7 死死死死・・・・血血血血 

どの国にしろ、何の時代にしろ、人であれば命を重んじない人はいない。こ

れは人の生きていく本能である。人間は普通死にたくないし、病気に罹りたく
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ない。特に古代において、人間は死亡や病気に対する認識が少ないのに死亡や

病気がかえって人の命を脅かしているので、人々は心において恐れているので

ある。従って、死･血にまつわる言語表現はタブーだと視されている。また、

不吉なことは死に他ならないと思われているので、死に関する不吉な話をした

ら、タブーを犯したのである。 

以上のような理由で、人間は自分が長く生きていくことが欲しいが、恨んで

いる人を死にまつわる卑罵表現で罵るのである。 

 

 

4-1-8 排泄物排泄物排泄物排泄物 

排泄物、排泄器官、排泄行為など、排泄と関わりのあるものは不潔なことだ

と思われているので、不潔な話をしたらタブーを犯したのである。そのため、

排泄物は卑罵表現の一種になる。 

しかし、日本では排泄に関する卑罵表現は公の場でも言える。男女、年齢、

身分の上下の区別なく、食卓でも、テレビ･ラジオでも「何クソ」、「ミソクソ」、

「クソ度胸」のように「クソ」を自由に使っている。もともと「クソ」(不潔

な意味)は強調するために使われていたが、今は「クソ」を意識していないで

全然強調性がなくなっている。「クソ」は音だけになって、無意味になってし

まうのではなかろうか。 

そして、堀内(1978:56)は排泄物、排泄器官を卑罵表現に利用する原因を次の

ように述べている。 

 

排泄とセックスに関係がある器官の名もよく罵倒に利用される。排泄物

や排泄器官は汚いものとして、そのレベルまで相手を引き下げたり、自

分の身のほどを悟らせようとするわけである。それは人間の隠したい動

物的な面であるために、明るみに出すことによって、憤りを表し、相手
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に衝撃を与えるのである。 

 

 

4-1-9 精神障害精神障害精神障害精神障害 

「馬鹿」、「あほ」など精神障害に関する卑罵表現は日本語の特徴だと筆者は

「3-2 日中卑罵表現の共通点と相違点」で述べた。また、「日本語の悪口とい

えば、「バカ」、「バカヤロウ」、「トンマ」、「マヌケ」、「アホ」ぐらいになって

しまい、あとはほとんど死語同様……」と同じ意見を述べているのは星野

(1987:118)である。 

そうすると、日本語における卑罵表現の典型的な型は対象が何か失敗をした

時や、能力が劣っている時、それをあげつらうこと、ということになるのでは

なかろうか。 

なぜ「馬鹿」のような言葉は日本語の卑罵表現の特徴であるかについて第五

章、第六章で説明する。 

 

 

4-2 相違点相違点相違点相違点についてのについてのについてのについての分析分析分析分析 

堀内(1978:56)は次のように述べている。 

 

「中国語では操你媽(ツァオニーマー)があるが、さらに強めると操你奶

奶(ツァオニーナエナエ)(お前のおばあさんを犯してやる)、操你祖宗(ツ

ァオニーヅゥーヅン)(お前の祖先を犯してやる)、操你八輩祖宗(ツァオ

ニーバーベイヅゥーヅン)(お前の八代前からの祖先を犯してやる)など

と言う。このほか、中国では「おれがお前の父親だっていうことを知ら

ないのか」という罵倒もある。つまり、相手の母親を犯したと言うのだ。

また、「ええくそ」と言う意味で操他媽(ツァオターマー)(やつの母を犯
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してやる)と言うように単なる強意語にもなる。」 

 

「ところが、日本では母親を引き合いに出す罵倒語はあまりない。せい

ぜい「かあちゃんのオッパイでもしゃぶってろ」「おまえのかあちゃん

出べそ」である。筆者の採集例には「かあちゃんにダッコしてもらえ」

というのがあるが、これは相手が小児だということだろうか。「かあち

ゃん」には「奥さん」という意味もあるから、どうも motherfuckerの意

味ではないようだ。」 

 

以上の話から日中卑罵表現の相違点がよく分かってくるはずである。それは

中国語の卑罵表現では「性」に関係があるとか、対象の「血統」を卑しむとい

う概念的意味が強く意識されているのである。つまり、セックスそのものによ

って相手の血縁のある人を犯す表現が多いのである。日本語では「お前のかあ

ちゃん出べそ」のような母親を引き合いに出すものはあるが、それは子供が使

う、ということで使用が限定され、使用頻度が全体的に見れば低い。そして、

セックスとの関わりもないし、対象の血統を貶めることもない。 

それに、相違点について金田一(1988:683)は「諸外国に多い近親姦，特に母

子相姦をもって罵る例は日本にあまり多くない。」と言い、堀内(1978:58)は「日

本人は近親相姦を罵倒に利用しないだけでなく、セックスそのものもあまり悪

口に出てこない。これはセックスに対する禁圧（インヒビション）や罪悪感が

少ないために、罵倒になるだけのエネルギーがないことと、日本人に特有なは

にかみが働いているものと見られる。」と説明している。 

そこで、次は「セックス」と「血統」の面から分析する。 
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4-2-1 セックスセックスセックスセックスとととと眞操眞操眞操眞操 

沈錫倫(1996:65)はセックスが言語タブーの一種であることを次のように述

べている。 

 

「在中國這樣一個有著悠久渾厚的文化傳統的國度裏，詈語的應用帶著濃

郁的民俗文化色彩，內中也不乏語言禁忌的諸多因素。例如，婚外戀、婚

外性關係歷來是國人所禁忌的行爲，如果詈語內容涉及到這兩方面的話，

那麽國人所用詈語的形式有時就不是直截了當的、赤裸裸的，那是非常粗

俗的。國人出於對性的禁忌心理，有時用象徵語的方式來責駡對方，於是

就有了性禁忌心理的語言衍生物。」 

 

人間社会の存続と家族の長続きにとって、婚姻や生殖は大切なことである。

セックスは人間の生理的な本能と心理的なニーズを反映している。言語でセッ

クスや愛を表現するのはもともと正常なことであるが、儒教の影響における中

国ではセックスと愛は神秘的な色彩を被られ、言語のタブーになっている。上

品でないため、人々は人の前でセックスと関係がある言葉や性器、それに性行

為を口にしようとしないし、避けようとしている。 

例えば、中国語では「烏龜、王八、王八蛋」のような卑罵表現があるが、セ

ックスと関係があって言語のタブーである。このような言葉は一見セックスと

何の関係もないが、沈錫倫(1996:66)、駒田(1978:134)、何滿子(1998:23)の説明

によると理解できる。 

 

「龜，或稱烏龜，通常用作對某一類男子的詈語。這一類男子的妻子有了

外遇，他們卻作爲不貞妻子的受害者而被詈罵爲烏龜。」 

「龜，成爲譏諷男士之妻不貞的禁忌替代詞。現代北方口語中，龜與鼈合

稱「王八」，是男子最忌諱的詈語之一。」(沈錫倫 1996:66、68) 
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「『魏書』の刑罰志に、犯罪者の妻を没収し、妓院を設けて淫を売らせ

たということが記されている。そのようにして妻を没収された者を楽戸

といった。楽戸はみな緑の頭巾をかぶらせられたことから、その頭巾が

亀の頭に似ていたため、彼らのことを亀といった。つまり亀とは、妻を

他人に犯されながら座視している者という意味で、最大の罵語であった。

そのから一般に、妻を寝取られた男のことを亀といい、転じて大馬鹿野

郎という意味にも使われるようになった。」（駒田 1978:134） 

 

「涉及男女間的性關係，則不論男人或女人，都忌諱談論。凡有關男女間

的穢語，也一律引爲忌諱。如罵人語中有 “蛋”，即指男性的睪丸，本來

已是輾轉之詞，但還要進一步以代語忌諱之。『清稗類鈔』雲： 

北人罵人之詞，輒有 “蛋”字，曰渾蛋，曰吵蛋，曰倒蛋，曰王八蛋。

故於肴饌之蛋字輒避之：鴨蛋曰鴨子兒，皮蛋曰松花，炒蛋曰攤黃菜，

溜蛋曰溜黃菜，煮整蛋使熟曰臥果兒…… 

這些忌諱，追根究源都是性忌諱。而且大多數忌諱人們習焉不察，都視爲

理所當然的了。」（何滿子 1998:23） 

 

「王八、王八蛋」のような卑罵表現は始終耳にしているが、なぜ皆が平

気に使っているか、次の説明ができるだろう。それはあまり繰り返されれ

ば、自然に免疫性のようなものが出来、それ自身の激しさや意味を持たな

くなってきているのではないかと思われる。 

そして、以上の例から分かるように、セックスは常に女性の眞操と関わりが

あって、次に女性の眞操について討論する。 

 

眞操とは女性が身を失わない、夫に対して忠実し、別の男性と関係(特に性

関係)を持たないということである。これは中国で、昔から伝われてきた女性
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に対する規範であり、女性の行為の倫理観である。そのため、「婦人貞吉，從

一而終也。」「忠臣不事二主，烈女不更二夫。」「餓死事小，失節事大。」とい

った諺があるのである。なぜ中国は女性の眞操を重んじているか、以下の説明

から理解できる。 

 

「在我們講的，一向從前的貞節觀念，不外都著眼在婦人身上，所謂「家

人利女貞」；所謂「恒其德貞，婦人吉」；所謂「婦無二適之文」；都是

指婦人說的。結婚以前的貞的觀念，不是不講，然重要的是在已婚之後。

已婚的婦人，如不守貞，有亂倫紀、亂宗支的危險，所以看的特重，而

「淫」爲七出之一。」(陳東原 1990:145) 

 

「貞節，是維護父系家庭的需要。在父系制社會中，爲了確定與延續純

正的父子關係，保證父系家庭的正常運轉，不僅需要有婚姻，而且需要

有母系制社會中所沒有的女子片面貞節。也正是爲了保證後天的父親即

是先天的授孕者，防止婚後帶進 “野種”，所以還需要制止母系制社會

中那種男女自由交往的活動，甚至不惜採取纏足等殘酷的生理限制方

式。在盛行父系家庭的傳統中國，人們十分注重祭祖，極爲忌諱亂宗，

而女子如果喪失貞節，則不僅可導致亂宗，而且會影響祭祖，因爲祖神

不享受無血緣關係者的祭祀。」(岳慶平 1990:98) 

 

中国は男性を中心とした父系社会である。父系家族は父から子へ、子から孫

へ、子々孫々、万世万代といったことが望ましい。そのため、女性の眞操は父

系家族の血縁の純粋を守ることに他ならない。血縁の純粋は中国社会にとって

大切なことであるし、このような観念に基づき社会的なタブーが生まれてきた

のである。 

従って、女性を罵る時、常に女性の性、性行為を強調するのは女性の「從一



 54

而終」「守身如玉」といった文化規範の観念を反映しているのではないか。 

 

 

4-2-2 血縁血縁血縁血縁 

「各種語言的下流話（罵人話）都毫不例外地涉及到性與排泄，但是，漢語中

的下流話卻在涉及性與排泄的同時，揉染了輩份、家族、人畜等觀念。」と言っ

たのは姚亞平(1990:157)である。なぜ中国語の卑罵表現には「輩份、家族」と

いった観念を入れているか。それは中国人が血縁の関係を重視しているからで

ある。このことは人に対する呼び方からも見える。日本語で「姑姑，舅媽，阿

姨，伯母，嬸嬸」と言えば、ただ一つの｢おばさん｣が済むのだが、中国語では

上のような別々の呼び方がある。他の親族称呼は次表を参考にする。 

 日本語･漢語  親族称呼の比較 日本語 漢語 指称 称呼 自分との関係 指称 称呼 父の父 祖父  爺爺 爺爺 祖父 
おじいちゃん 母の父 外公  外祖父  老爺 老爺 父の母 祖母  奶奶 奶奶 祖母 
おばあちゃん 母の母 外婆  外祖母  姥姥 姥姥 自分の父 父親  爸爸 妻の父 岳父  丈人 父 お父さん 夫の母 公公 

爸爸  爹 自分の母 母親  媽媽 妻の母 岳母  丈母娘 母 お母さん 夫の母 婆婆 

媽  娘 父の兄 伯父  大爺 伯伯  大爺 父の弟 叔父  叔叔 叔叔 母の兄弟 舅父  舅舅 舅舅 姑姑の夫 姑丈 姑丈 

おじ おじさん 姨の夫 姨丈 姨丈 父の姉妹 姑母  姑姑 姑姑 伯父の姉妹 伯母  大娘 伯母  大娘 叔父の姉妹 嬸子  嬸兒 嬸嬸 母の姉妹 姨娘  姨 阿姨 

おば おばさん 舅父の妻 舅母 舅媽 自分の兄 哥哥 兄 お兄さん いとこ 

伯父･叔父の、自分より年上の息子 
堂兄 

哥哥 
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姑姑･舅舅･姨の、自分より年上の息子 
表兄 哥哥  表兄  表哥 夫の兄 大伯子 妻の兄 內兄  大舅哥 

哥哥 姉の夫 姐夫 姐夫 自分の姉 姐姐 伯父･叔父の、自分より年上の娘 
堂姐 

姐姐 いとこ 姑姑･舅舅･姨の、自分より年上の娘 
表姐 表姐  姐姐 妻の姉 大姨子  大姨姐 夫の姉 大姑姐  大姑子 

姐姐 

姉 お姉さん 兄の妻 嫂嫂  嫂子 嫂子 自分の弟 弟弟 伯父･叔父の、自分より年下の息子 
堂弟 いとこ 姑姑･舅舅･姨の、自分より年下の息子 
表弟 妻の弟 內弟  小舅子 夫の弟 小叔子 

おとうと 
名前で呼ぶ 妹の夫 妹夫 

名前で呼ぶ 

自分の妹 妺妺 伯父･叔父の、自分より年下の娘 
堂妺 いとこ 姑姑･舅舅･姨の、自分より年下の娘 
表妺 妻の妹 小姨子 夫の妹 小姑子 

いもうと 
名前で呼ぶ 弟の妻 弟媳兒  弟妹 

名前で呼ぶ 

(王海清 1986により) 

血縁というと、自分より先、自分より後ろの繋がりがあって、つまり、祖先

と子孫というのがある。そこで、次はこの二つの面から討論する。 

 

 

4-2-2-1 祖先祖先祖先祖先 

「天を敬って、祖先を尊ぶ」ということは中国人の伝統的な信仰であり、倫

理観である。このような信仰は天性に基づき、あらゆる風俗習慣に徹し、文化

の骨組みになっている。「祖先を尊ぶ」習慣は家庭制度を確立し、人が祖先を

忘れれば不孝だと言われている。「生不忘其本」、「飲水思源」、「慎終追遠」と

いう言葉があるのは祖先を忘れてはいけないことを示唆している。孝行は中国
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人の美徳なので、祖先崇拝をしない人はいないといっても過言ではない。祖先

崇拝は中国人の宗教だと言ってよいだろう。松本(1988:117)は同じ事を言って

いる。 

 

「中國人是以儒教做爲人倫的基本綱領，比日本人更重視祭祀祖先、強調

長幼有序。每個家庭的組成都是以縱的關係爲中心，視「孝」爲最高的美

德。」 

 

祖先崇拝は中国家庭の精神基盤であり、家族の長続きの象徴である。このこ

とについて文崇一(1989:28-30)は次のように述べている。 

 

「祖先崇拜，在儀式上是一種行爲，在實質上卻具有延續家族生命和表現

孝思的雙重意義，因爲中國人強調「不孝有三，無後爲大」。（中略）所謂

延續香火，用祭祀先人來表示血統的沒有中斷。祖先崇拜的功能，是把個

人、家族、祖先、子孫整合在一起，每個人都是祖先系統中的一環，死去

的人是現在的祖先，現在的人是將來的祖先，把世界的過去、現在、將來

組在一個圈圈中。中國人誰敢拋棄祖先？這是把宗教和倫理，因祖先崇拜

而結合起來。」 

 

要するに、祖先を崇拝するのは中国人の根づいた観念である。そのため、祖

先は中国人にとって侵すことができない存在におり、祖先を侵したら、タブー

を犯したのである。中国語で祖先に関する卑罵表現が多いのは、このようなタ

ブーを犯すような迫力によって相手を攻撃しているのではないか。 

なぜ中国語の卑罵表現に相手の祖先にまつわるものがあるかについて、山根

(1989:20)、姚亞平(1990:15)は次のような説明がある。 
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「就男性對男性的三百三十四句罵話，來觀察它的內容，幾乎都跟「性」

有關，據猜想，這是因爲罵話的最上乘功夫在於具有一句話就壓倒對方的

力量。使對方屈服的「性」方面罵話，對於尊奉孝道的漢民族而言，無論

如何都以表現出冒瀆對方尊親意味的辭句最爲有效，因爲父母在尊親中占

第一位，於是産生了奸恁老母這種醜陋至極的罵話，也是最常被使用的一

句。其次是關於伯叔母、祖父母、三代乃至祖上一百多代、全家。因罵尊

親還不夠，還會波及到祖先和較遠的親戚。」山根(1989:20) 

 

「被罵人的祖宗。如「操你奶奶」、「操你十八代祖宗」等等，都是陳述自

己要與被罵人的長輩發生性關係。而漢語的這種罵人話正反映出漢族的祖

宗崇拜觀念，罵人的人認爲，以性罵人還不解恨，只有將其長輩祖宗牽進

來，才能給人以足夠的傷害。」姚亞平(1990:15) 

 

 

4-2-2-2 子孫子孫子孫子孫 

 

「家族香火的延綿，久已被中國人視為人生最重大的義務，「絕後」乃成

為中國人意識中最大之不幸和恐懼。這種想法，和從此所形成的人生觀，

一直籠罩在從傳統到現代每一住中國人的心中。（中略）中國人重視家族

延續，寄生命目的於家族後代的觀念，也深刻地影響了中國人性格之形

成。為了避免家庭世系的中斷，故而強調宗族、氏族的延續；個人的存在，

不是以個人為目的，而是為了團體（宗族或氏族）的存在及延續。」(李

亦園 1988:124) 

 

上の話のように、子孫がいることは中国人にとって家を存続させていく欠か

せない要素である。「後を絶つ」という言葉は中国人にとって不吉な言葉であ
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る。 

そして、孝行は中国文化の特色の一つである。儒教の観点から見れば、「子

供がいること」は最も孝行を果たしているのである。すなわち、親と祖先の命

を長続きにするのは孝行である。そのため、「不孝有三，無後爲大」という言

葉があるのである。「子供がいること」はただ家族の命が長続くことだけでは

なく、祖先を祭ることの延長でもある。このような観念は血縁と心理の土台に

基づき、生まれたのではないか。 

また、儒教道徳では「三従

2
、四徳(行)

3
、七去

4
」の道徳が強く要求されてい

る。いかに女性として有能であっても「石女」すなわち不妊女は軽蔑され、「子

無きは去る」と離婚理由の第一に挙げられた。このことは祖先から子孫への連

続をかなり重視していることの証拠である。 

従って、子孫の長続きを重んじている中国人にとって、「後を絶つ」のよう

な卑罵表現は社会的なタブーである。相手に「後を絶つ」と呪ったら、相手は

必ず傷付けられたり、侮辱されたりするのである。 

姚亞平(1990:157)と神谷(1999:322)は次のように同じことを言っている。 

 

「罵被罵人的後世。中國人對後代的延續極其重視，強調多子多福，女子

不育，可以休之，男子不育，可謂不孝，而且 “不孝有三，無後爲大”，

正因爲如此，人們才認爲罵人無後是最大的傷害。如 “絕後”、 “絕戶”、 

“不會下蛋的母雞”。」 (姚亞平 1990:157) 

                                                 
2三従：生まれては父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う。 
3
 四徳（行）：婦徳・婦言・婦容・婦功（機織・裁縫・洗濯・料理）。 

4
 七去：夫が妻を離婚しようとするときの、いわゆる「七去」の原因。 ① 妻が子のない場合。 ② 妻の身持ちがよくない場合。 ③ 妻が夫の父母の意に従わない場合。 ④ 妻が夫に対して口論をなす場合。 ⑤ 妻に盗みの行為がある場合。 ⑥ 妻に嫉妬心が強い場合。 ⑦ 妻に不治の病気のある場合。 
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「在封建社會，人們 “把生育行爲倫理化，把生育觀念道德化。視生育後

代爲一個人對宗祖應盡的義務和責任”。因此， “以無後爲不孝之一，凡

年至四五十，尚未有子者，輒引以爲大懼……視亡國之痛尤過之”。當這

種生育觀與祖宗崇拜、鬼神迷信和因果報應觀相互滲透時，給中國人心理

上造成的壓力就更沈重了。因此，詛咒人絕後，無異於給被罵者現世的和

後世的生活罩上一層不祥的陰影，以致造成心靈上的傷害。人們還認為絕

後是 “不積陰德”的結果，於是，不用說觀念陳舊的人，即使是現代人被

人如此咒罵時，也會在人格上和感情上覺得深受侮辱而非常不愉快。」 (神

谷 1999:322) 

 

以上の説明から分かることは祖先崇拝と子孫の長続きは中国人の根づいた

観念である。祖先と子孫は血縁の延長線にある両端であり、祖先と子孫を重視

するのは血縁を重んじる同様である。このような観念に基づき、血縁にまつわ

る卑罵表現は社会的なタブーだと思われているのである。相手の血縁を侮辱す

ることは社会的なタブーを犯すし、相手を侮ったり、不愉快を感じさせたりす

るのである。 

 

 

4-3 まとめまとめまとめまとめ 

一、 共通点についての分析： 

卑罵表現は相手を傷付けるために使われたものなので、相手のもっとも気に

することや短所を意識的に攻撃することによって、相手は一番傷付けられたの

ではないか。そのため、最大限に相手を傷付けるのは相手の欠点、欠陥、悪い

ところなどを卑罵表現として使うことである。それは相手の個人的なタブーに

触れたからである。つまり、相手の身体的欠陥、外見、性質、職業、年齢、人



 60

種、精神状態など、相手の気にすることは、全部卑罵表現の素材になることが

できる。日本語にも中国語にも類似した表現がある。 

また、不潔、不吉、上品でない話・行為などは社会的なタブーなので、不潔

なことに触れたり、不吉な話をしたり、上品でない行為をしたりするのはタブ

ーを犯したのである。そのため、死･血にまつわる言語表現は不吉なタブーを

犯すし、排泄物と関わりのある卑罵表現は不潔なタブーに触れたのである。 

 

二、 相違点についての分析： 

中国語の卑罵表現では「性」に関係があるとか、対象の「血統」を卑しむと

いう概念的意味が強く意識されているのである。つまり、セックスそのものに

よって相手と血縁のある人を犯す表現が多い。 

中国は男性を中心とした父系社会である。そのため、女性の眞操は父系家族

の血縁の純粋さにとって肝要なことである。血縁の純粋は中国社会にとって大

切なことであるし、このような観念に基づき社会的なタブーが生まれてきたの

である。 

また、祖先崇拝と子孫の長続きは中国人の根づいた観念である。このような

観念に基づき、血縁にまつわる卑罵表現は社会的なタブーだと思われているの

である。そのため、祖先は中国人にとって侵すことができない存在におり、祖

先を侵したら、社会的なタブーを犯したのである。「後を絶つ」のような卑罵

表現も社会的なタブーに触れた言葉である。従って、相手の血縁を侮辱するこ

とは社会的なタブーを犯すし、相手を侮ったり、不愉快を感じさせたりするの

である。 

中国語で祖先に関する卑罵表現が多いのは、このようなタブーを犯すような

迫力によって相手を攻撃しているのではないか。 

 

第第第第５５５５章章章章  日中日中日中日中でででで「「「「家家家家」」」」とととと「「「「血縁血縁血縁血縁」」」」とのとのとのとの異同異同異同異同 
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梅棹(2000:168)は日中で「家」と「血縁」との異同を次のように述べている。 

 

「日本のイエは、血縁原理よりも、財産経営を中心とする経済原理に力

点がおかれた利益共同体であるという意味において、まさにゲゼルシャ

フトであります。そのため、血のつながる相続人がいない場合には、非

血縁者と養子縁組をしてでも、共同体の存続がはかられるのです。血縁

共同体としての論理よりも、家産の継承体および経営体としての論理の

ほうが優先されたわけです。」 

「インドや中国などでも、家産経営体的な組織がみられますが、それら

は基本的に血縁原理が経済原理よりも優先された共同体ですので、ゲマ

インシャフトとしての色彩がつよく、日本のイエのようにゲゼルシャフ

トとしては、じゅうぶんに機能していません。血縁共同体としての論理

が優先すると、経営体としての機能はどうしても低下せざるをえないよ

うです。」 

 

そして、「人們常說中國的道德是以家族為中心的，中國的道德非常重視血統。

而在日本更重視作為封閉性的社會組織的「家」，而不那麼重視血統。因此才有

可能常常從社會地位比較低的異姓族中領養養子。」（中村 林太譯 1990:314）の

話のように、中国は血縁を重視し、日本は家を重視するのである。 

また、日中で「家」と「血縁」との異同を見ることを通して、日中の人々の

伝統的な観念が分かるはずである。人々は普通昔からの伝統的な観念に従い、

行動をとったりいろいろなことをしたりするのである。この事は日中の事業承

継・家産相続の例からも見える。陳其南(1988:132)は次のように同じ事を言っ

ている。 
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「中國人比較強調家庭成員系譜關係的延續性，而家戶經濟體只不過是用

來達成延續系譜關係的工具。這些特質相當清楚地反映在私人企業的結構

和所有權的轉移過程上。特別是與日本做比較時更為突出。」 

「相對的，建立在傳統家族倫理上的日本式企業，其業主和員工卻能以

「家」或企業共同體之延續為職志。甚至視個人的生命為有限，而「家」

和「企業」的生命則無涯，當然「家」或「企業」的存續要優先於個體的

存續了。「家」不但要延續下去，而且不能由新家或分家來取代。「絕家」

對於日本人來說，就如同中國人的「絕房」或「絕嗣」一樣嚴重。」 

 

以上見てきたように、日本人は「家」を重視し、中国人は「血縁」を重んじ

るという観念が根付いているのである。そのために、日中での相続観の違いに

従ってこの現象が見られるので、次にそれぞれ事業承継・家産相続の例をいく

つか取り上げる。 

 

 

5-1 「「「「家家家家」」」」をををを重視重視重視重視するするするする日本日本日本日本 

まず日本社会の「家」の概念を学者の観点により説明する。次に笠谷(1999:8)

の指摘した日本の「家」の特徴の一つ――系譜性を見ることを通して日中で系

譜的継承の対象が違うことでにほんは「家」を重視し、中国は「血統」を重ん

ずることを証明することができる。つまり、養子継承者の選択基準の違いによ

って、日中で「家」と「血縁」に重点を置くことが異なっているのを理解する

ことができる。 

次いで、藤本義一は『後継者の条件』で日本人は「家」を守るために江戸時

代から現代にかけて徹底した血統排除の方法を取っていると述べている。それ

は「血統より暖簾」大阪商人「相続の知恵」という大阪の商人の独自の後継者

認定制度(跡目相続)である。すなわち、会社、商売の繁栄を図るために一切の
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情けを切り取り、暖簾(業務、店)の継承から息子を外して、もっぱら経営万能

の手腕を持つ外からの血を導入するのである。藤本の説明を見ることによって、

日本人は「家」を守るために事業を一族で継承していきたいという場合、適当

な人がいない、いてもなり手がないというような時には、「血縁」に拘らず、

娘がいたら娘婿を迎える、あるいは養子を取るとかして、最適の人がなってく

れる方法を選ぶのである。 

そして、「事業承継」と「相続」との違いを見ることによって、経営者の意

思に基づき、自分の事業を養子に継がせるのもできる。日本人は「家」を永遠

に続けていくためには、才能･知恵を持っている外部の血を入れる例はしばし

ば見られる。  

それから、キッコーマン、松下電器などの企業継承や、賀川家、宇田川家、

佐藤家などの医業継承は適切な二代目がない場合、外部の血を入れることにも

ためらわなかった。それらの例を取り上げて、日本人は「血縁」より「家」を

重視することが証明できる。 

 

 

5-1-1 日本社会日本社会日本社会日本社会のののの「「「「家家家家」」」」のののの概念概念概念概念 

有賀(1966)は東北農村を主たるフィールとして研究したところに基づいて、

日本の「家」なるものの特徴として、その世帯構成の中に下男・下女などの非

血縁者を抱えている点に着目し、かつそれらをも家族の一員として扱う拡大さ

れた擬制的家族であるところにその本質があるとした。「家」は信仰・経済・

道徳・自治などの生活機能を備えており、血縁・非血縁であることを問わず、

この機能の遂行に共同で参加する人間が家族であると論じたのである。 

次いで中根(1970)が家族社会学の観点から「家」の問題を体系的に論じた。

「家」を構成する根本条件を「父子単一継承」の原理として定式化した。つま

り、日本の「家」はただ一男(多くは長男)によってのみ継承され、自余の男子
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を他家の養子や分家形成という形で外部に放出していくような直系性を、その

家族構成の核心とすると捉えられている。 

他方において、日本の「家」に対して社会システム論の観点から斬新な見解

を施したのが村上ほか(1979)共著の『文明としてのイエ社会』である。同書で

は日本の「家」の本質は血縁家族としてではなく、経済的な機能性を持った経

営体として捉えられる。それは日本中世における武士＝在地領主の所領開発と

所領の経営、そしてその家産の永続的継承を目的として構成されたものであり、

そのイエ的な組織形成の原理が、それ以後の日本社会の諸々の組織形成におい

て原型的な意義を担い、日本社会の近代化、資本主義の形成に際しても主導的

な役割を果たしたとする議論である。 

また笠谷(1999)は比較史の観点から日本の「家」について系譜性・直系性・

団体性・自立性という四つの特徴を指摘している。系譜性について日本社会に

おける系譜的継承の対象は父系、母系、双系といった親族血統ではなく、「家」

そのものと考えたほうがよいであろうと述べている。 

要するに、「家」はもちろん血縁家族によって担われるものであるし、「家」

の構成メンバーの中心に夫婦･親子といった家族の人間が位置することも疑い

ないのであるが、それにも拘わらず「家」は家族や親族といった血縁集団の範

疇を超えた特有の客観性を帯びているというのが日本の「家」の構成の特徴で

はないかと思われる。 

 

 

5-1-2 養養養養子継承者子継承者子継承者子継承者のののの選択基準選択基準選択基準選択基準 

笠谷(1999)は日本の「家」について系譜性・直系性・団体性・自立性といっ

た四つの特徴を指摘している。ところが、系譜性について中国社会における系

譜意識の強さは周知のところであるが、日本の「家」とは系譜性の内容におい

て、どのような異同を示すであろうか。換言するならば、系譜の系統を秩序付



 65

けている原理は何であるのか。系譜において受け継がれている対象は何である

のか。それについて笠谷は実に「養子継承者の選択基準」が違うことと述べて

いる。そういう問題を見ることを通じて、日中で「家」と「血縁」の異同を理

解することができる。 

次は笠谷(1999:8-11)が述べた内容の要約である。 

日中の「家」の系譜性の内容においてどのような異同を示すであろうか。こ

の問題に端的に応えてくれるのが、それぞれの社会において系譜上の正当な継

承者が欠如するという状況に至った時に、該当系譜集団の内部で取られる対応

の形態であり、殊に正当な継承者の代替としての養子継承者の選択の基準につ

いてである。 

東アジアの世界では養子の制度は系譜的連続を維持するために不可欠のも

のと考えられている。ここでは系譜的継承はただ男子を通してのみ実現されう

ると観念されており、養子はこのような実男子が存在しない場合の代替物とみ

なされている。 

しかしながらまた他面では、その養子の選択基準において中国の社会と日本

の社会とでは著しい違いを見せている。これは双方の社会において系譜的連続

の中で継承している対象の相違に由来するものであろう。 

中国の社会における養子選択の基本をなすのは、いわゆる「異姓不養」の原

則である。中国の社会における系譜的連続の基本が父系血統の継承にあること

を示すもので、同姓であることは父系血統を同じくすることの象徴的表現とな

る。 

日本社会における養子の選択基準においても、やはり父系親族が重んぜられ

ることは中国社会と異ならない。しかし根本的な相違点は、父系親族以外に母

系親族も許容されており、はなはだしきは姻族および非血縁者までもが養子の

対象となっていたことである。そしてこの社会の特徴的な養子形態として知ら

れるのが婿養子の制度であった。 
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被相続人の女子の配偶者を、婚姻と同時に被相続人の養子とするというこの

制度は日本社会においては普通に広く行われている。中国などの社会において

も現実には存在しないわけではないけれども、それらは例外的な取り扱いを受

けることになるであろう。しかし日本社会においてはこの婿養子は慣習的制度

として確立されており、通常の父系親族の養子と比率的にも遜色のないぐらい

に頻出していることが知られる。 

日本社会において婿養子が広く認められ、慣習的制度として確立されている

という事実は、この社会における系譜的継承の対象が父系血統ではないことを

示唆するものであろう。 

日本社会における系譜的継承の対象は父系、母系、双系といった親族血統で

はなく、「家」そのものと考えたほうがよいであろう。 

以上、「養子継承者の選択基準」の違いによって、日中で「家」と「血縁」

に重点を置くことが異なっていて、日本は「家」を重視し、中国は「血縁」を

重んじるということが分かった。 

 

 

5-1-3 「「「「血統血統血統血統よりよりよりより暖簾暖簾暖簾暖簾」」」」 

後継者選びは、経営者にとって最大の課題である。特に創業者の場合、自分

の子供に会社を継がせたいと願うのは自然の情である。ところが、これがなか

なか難しい。ひとつ間違えば、せっかくそれまで苦労して築き上げた会社を潰

してしまうことにもなりかねない。そのため、「血統より暖簾」という方策が

生まれたのではないか。次いで藤本は『後継者の条件』(1995)で述べている大

阪の商人の独自の後継者認定制度――「血統より暖簾」の説明を見る。 

 

「血統よりも暖簾が大事」という言葉は大阪の商人の独自の後継者認定制度

である。商人精神が何よりもこれを示している。いい加減な息子よりも知恵才
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能に長じた有能な婿養子のほうがいいという考えである。これは大阪から発生

して江戸に及んだ。一見冷淡なようだが、実際にはこれほど冷静な経営理念は

ない。 

明治の初めに、この独自の経営理念が文章化されて『永代日用記録』等の形

で残されている。そのいくつかを並べると次のようになる。 

――当家に男子出産致すとも別家または養子に遣わすべし。 

――それまでは召し使い同様に使うべし。 

――男子相続は後代までも永く永く決して相成らず。 

―― 当家相続は養子に限り、堅く定め置くものなり。 

――これによって男子惣領にても、万事子弟の様に取扱うべし。 

いずれにしても、かなり厳しく断定的である。長男を重んじるなどという風

潮は微塵もないばかりか、男子そのものを“血統”の中で信じる必要はないと

定める。 

さらに血統上の男子の扱いを次のように具体的に定めている。 

――当家相続致すべき者は女子ゆえ男子我意を申し募り候えば、見世重役と相

談の上、隠居させ、妻をめとらせ、相当の月並遣わし、余分のものは一切遣わ

し申す間敷く何事も自由には致す間敷く万一、不法の儀あらば速かに勘当を致

すべし。 

もし、男がこういうふうにしたいと勝手な意見を持ち出したなら、店の重役

(大番頭等)と相談し、適当に大店より隔離して月々に若干の手当てを与えて、

妻をめとらした方が無難であるという。世間に顔向け出来ないような不始末を

起こすか起こしそうな気配の見えた時は、勘当という手段で放遂した方が家を

守るには正しいという。徹底した血統排除の方法である。 

そして、次のように結論付けるのだ。 

――この儀深く遠慮を以て取り決め置く上は、浮世の親に現在の愛にも引け心

得違い決して致す間敷く、若し主人の感考を以て掟相破り我意の振舞い致すに
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於ては、親子共押込み等いささかも斟酌無くに計うべし。 

親の情といったものは一切関係がないのが商いの原点であるという。子供が

哀れだとか可愛そうだという甘い考えで後継者に仕立てあげれば、これはすで

に過保護の典型であり、店の運営はたちまち坂を転がり落ちていくものだと思

えと諫している。もし、この過保護政策をとったならば、たちまちにして『親

苦、子楽、孫地獄』とか『親苦、子楽、孫奈落』『親苦、子楽、孫乞食』の運

命をたどり、俗にいう三代目が家潰すという悲劇になっていくというのだ。 

これは立派に現代でも通用するであろう。 

 

以上分かることは、大阪の商人というのは息子に継がせるというシステムを

立てると危ないから、婿取りを原則にしたことである。要するに、必ずしも長

男が後継者として最適任とは限らないし、実子の中に経営者としての人材に恵

まれない場合もある。そのため、「信頼できる赤の他人に任せたほうがまし」

と考えたのも無理ではない。そうしないと、「暖簾を汚す」、「暖簾を傷付ける」、

「暖簾の上に胡座をかく」というものになってしまうかもしれない。やはり息

子が才能知恵を持っていないと思ったら、後継者にすることはあきらめたほう

がいい。 

ともかく日本人は血統だけで企業を発展させるのは基本的に無理があると

思う。血統を守ることを主眼にするのならば企業の発展はあきらめるべきだし、

企業の発展を考えるならば会社は社会の公器だと認識する以外にないではな

いかと思われる。 

 

 

5-1-4 「「「「事業承継事業承継事業承継事業承継」」」」とととと「「「「相続相続相続相続」」」」のののの違違違違いいいい 

「事業承継」というと「相続」と同じものと考える人が一般的である。それ

では本当に「事業承継」と「相続」は同じであろうか。ここで、佐野(1995)の
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見方に基づき、両者の関連を整理してみる。 

事業承継とは、一般的に「一定の事業目的に基づいて経営するという社会的

に大きな仕事を受け継ぐこと」と定義される。つまり、人の死亡が伴うもので

はなく、経営者の意思に基づいて実行されるものである。 

相続とは、「一定の親族関係にある者の間において、その一方の死亡により、

財産の権利･義務の一切を承継すること」であり、人の死亡が必ず伴うもので

ある。 

つまり、「事業承継」は「相続」と異なり、経営者の意思によって(生前に)、

中長期な期間の中で(経営計画の中に織り込んで中長期経営計画の中に)、後継

者としてふさわしい人物を選出し(親族の場合もあるし、それ以外の場合もあ

る)、その後継者を教育して、債権者、従業員、取引先等にも認知させて、事

業(経営権)を上手にバトンタッチすることである。 

「事業承継」と「相続」の違いを整理すると次表のようになる。 

 

「事業承継」と「相続」の違い 

 事業承継 相続 

発生原因 経営者の意思 親族の死亡 

発生時期 一定時点に限らず期間的

に行われる 

親族の死亡時 

引き継ぐ人 原則１人 

親族に限らない 

法的に定めない 

１人とは限らない 

親族 

法的に定められている 

対象 事業(経営権) 財産(物品) 

 

「事業承継」は経営者の意思によってバトンタッチするので、後継者に恵ま
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れない時は、外からの血を導入するのも許容される。経営者の息子が経営者の

素質を持っている保証はない。その時、オーナーシップは守り資本と経営とを

分離してしまえば事業は永遠に安泰できる。日本人は家業、家産、家名を守る

ために、経営者の意思によって、才能･知恵を持っていない息子を外して、娘

婿に継がせるのもできる。次は事業を自分の息子にバトンタッチしないで、養

子・専門経営者に継がせる例である。 

 

 

5-1-5 企業企業企業企業、、、、医業医業医業医業のののの例例例例 

厳しい経営環境下にあって、いま、多くの企業が世代交代期に入っている。

そして多くの経営者が、後継者を選定するにあたって、自分の息子、あるいは

娘婿と考えている。しかし、企業経営が高度化している現在、息子などが経営

者としてふさわしいかどうかよく考えてみる必要がある。後継者の選定は、そ

うした意味で、企業存続の視点から、最も重要な経営課題である。 

日本人は「家」を守るために、適切な息子がいない場合、「血縁」に拘わら

ず、外部の血を入れることにもためらわない。以下はその例である。これらの

例を見ることによって、日本人は「血縁」より「家」を重んじることが証明で

きる。 

 

  

5-1-5-1 キッコーマンキッコーマンキッコーマンキッコーマンのののの例例例例 

次は佐藤良也が『後継者の条件』(1995)で取り上げた例の要約である。 

日本固有の調味料しょうゆを軸に、食文化企業として独自の道をめざしてい

るキッコーマンは、八家の複合同族経営体である。かつて大宅壮一が「まさに

ジャングルだ」と表現したほどに複雑な同族関係にもかかわらず、同族企業に

見られがちな内紛やお家騒動はない。その秘密の一つとして、暗黙の「後継者
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選びのルール」が存在していることが指摘できよう。各家は男子ひとりしか入

社させない、ナンバーツーが次期社長になるーという、きわめてわかりやすい

「ルール」である。 

キッコーマンの前身である野田醤油株式会社は一九一七年一〇月、千葉県野

田で醤油醸造業を営んできた茂木、高梨八家の合同によって発足した。 

その八家を、合同に際しての挨拶状に示されている順序に従って記載すれば

次の通りとなる。いずれも名前は世襲されてきたものである。 

一、茂木佐平治 

二、茂木七郎衛門 

三、高梨兵左衛門 

四、茂木七左衛門 

五、茂木房五郎 

六、茂木啓三郎 

七、茂木勇右衛門 

八、堀切紋次郎 

 

社長を出すことができるのは、合同に参加した八家から高梨、堀切の両家を

除いた六家に、茂木七郎衛門家の傍系から重役陣に加わるようになった中野家

を加えた七家ということになる。 

中野栄三郎は一族合同を果たし初代社長になった茂木七郎衛門の次男であ

る。東京で醤油問屋を営んでいた実父の弟中野長三郎の養子となったが、養父

が野田醤油の監査役に迎えられたことから、その後継者として野田醤油入りし

た。つまり茂木七郎衛門の傍系ということになる。 

 

ここで歴代社長とその任期、就任時におけるナンバーツーないしナンバース

リーの名を列挙しておこう。ここから、いくつかの「ルール」が見出せるはず
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である。なお年齢も就任時のものである。 

 

【初代】茂木七郎衛門(57)大正六年十二月～昭和四年四月►常務＝茂木七左衛

門(39)、茂木佐平治(26) 

【二代】茂木七左衛門(51)昭和四年五月～同十八年二月►常務＝茂木佐平治

(38)、中野栄三郎(43) 

【三代】茂木佐平治(52)昭和十八年二月～同二十一年二月►常務＝中野栄三郎

(56) 

【四代】中野栄三郎(59)昭和二十一年二月～同三十三年二月►常務＝茂木房五

郎(53)、茂木啓三郎(48) 

【五代】茂木房五郎(65)昭和三十三年二月～同三十七年二月►常務＝茂木啓三

郎(59)、高梨兵左衛門(45) 

【六代】茂木啓三郎(63)昭和三十七年二月～同四十九年二月►副社長＝高梨兵

左衛門(58) ►専務＝茂木七左衛門(55) 

【七代】茂木佐平治(60)昭和四十九年二月～同五十五年三月►副社長＝茂木克

己(59) ►常務＝中野孝三郎(47) 

【八代】茂木克己(65)昭和五十五年三月～同六十年十一月►常務＝中野孝三郎

(53) 

【九代】中野孝三郎(59)昭和六十年十一月～平成七年二月►専務＝茂木友三郎

(50) 

【十代】茂木友三郎(60)平成七年二月～►専務＝高梨兵左衛門(61)、吉田節夫

(65) 

注：   は養子である。 

 

このリストから分かる「跡継ぎのルール」： 

１、「年功」がきわめて重視されていることである。才気ある経営手腕よりも、
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むしろ「年功の重み」が重視される。これがこの会社の「社長選びのルー

ル」の基本である。 

２、トップ機構がきわめて簡素化されていることである。社長と筆頭常務が代

表権を持ち、会長、副社長、専務を置かないことを原則としている。 

副社長のポストが置かれたのは、副社長は高齢で、六〇歳前後というこ

の会社の「社長適齢期」にあったからである。まさに社長に準ずる役員と

して遇するという意味を込めての副社長であった。 

また、啓三郎、友三郎ともに社業専念とはいかぬ事情があり、これをカバー

するために専務を置いたのである。 

３、ナンバーツーが次の社長になることも原則になっている。この例外も一回

だけある。茂木啓三郎が茂木佐平治に社長を譲ったケースである。啓三郎

は七左衛門への政権移譲を図ったが、七左衛門がこれを固辞し、筆頭常務

であった茂木佐平治を推したのである。 

 

家の名誉を担って…… 

キッコーマンは創業以来今日までに一〇人の社長を出しているが、傑出した

能力を持ち、強力なリーダーシップを発揮できる人物ぞろいで、社員の信望も

厚い。 

そこで、同族経営でありながら、なぜそうした人材が輩出できたかだが、八

家の複合同族経営ということに一つの理由が見出せると思う。世襲で社長の座

を相続する一族経営に比べると、こうした同族経営の方が社長候補の人材を選

択する上で、はるかに幅が広いことになる。 

そして各家が「自分の家からよき経営者を出そう」と子弟教育に力を入れて

きたのである。八家は合同に当たって「入社できるのは各家男子ひとり」と申

し合わせたが、このことが「入社させるひとり」の質を高める。“人づくり競

争”を促すことになったのである。 
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つまりは各家はそれぞれに子弟の教育に力を入れ、その中から適切な者を入

社させてきたのである。しかも、そのためには外部の血を入れることにも、た

めらわなかった。“中興の祖”である茂木啓三郎は、野田争議における働きが

認められ、初代茂木啓三郎の養子になった人物であるし、茂木克己も初代社長

となった茂木七郎衛門の長男順三郎の養子である。 

ところで、今常務として新規事業の開発を担当している茂木賢三郎は、茂木

啓三郎の次男で、現社長の弟である。そうなると「各家男子ひとり」の申し合

わせはどうなるのか、という疑問の声が出てくると思うが、賢三郎は茂木七左

衛門の養子となり、七左衛門家から入社しているのである。 

こうしてキッコーマンに入った各家の後継者たちは、それぞれの家の名誉を

担って出世競争に参加していく。 

 

 

5-1-5-2松下電器松下電器松下電器松下電器のののの例例例例 

松下電器のトップ・マネジメントの変遷 

松下幸之助 ― 高橋荒太郎 ― 松下正治 ― 山下俊彦 ― 谷井昭雄 ―  

（創業者）     (専門)       (二代目)      (専門)      (専門)       

森下洋一 ―中村邦夫 ― 松下正幸 

(専門)      (専門)     (三代目) 

１、 創業者企業時代 

・幸之助が生存し、社主・社長・会長・相談役といったポストで最高意思決定

を実行。 

松下電気産業株式会社は 1935年(昭和 10)12月 15日に設立された。創業者

は松下幸之助である。1961年 1月に幸之助は社長を退き、会長として後方か
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ら経営を見守っていきたいと発表した。全く予期せぬ社長退任の弁である。こ

の時、創業者企業の時代における専門経営者は大番頭・高橋荒太郎である。高

橋は 1944年常務で、49年専務である。幸之助が会長となり婿養子の松下正治

に社長を譲る（＝世襲路線）と高橋は副社長に就任する。幸之助が 73 年に会

長を辞して相談役になると、高橋は後任の会長となり 77年まで務める。同年

正治が会長に就任し、自らは顧問へ。1986年、勤続 50年を節目に経営の第一

線から完全に引退する。 

２、 経営者企業への移行期 

(１)山下俊彦取締役が社長に就任 1977年 2月 

・「松下電器を松下家の松下から、会社公器としての松下電器に脱皮させるこ

と」 

1977年 1月 17日、高橋荒太郎会長の退任に伴い、新たに会長に松下正治社

長が、社長に満 57歳の山下俊彦取締役が内定、2月 18日の取締役会で正式に

選任された。この若返り人事は世間に清新な驚きを巻き起こした。 

1986年 2月に山下俊彦が社長を退任して相談役に、谷井昭雄副社長が社長に

就任した。そして、89年経営者企業化を進めようとする専門経営者社長・谷

井が家族企業への揺すり戻しに面し、森下洋一が次任の社長になった。 

(２)三代目・松下正幸の役員就任 

晩年の幸之助は「実力もないのにわしの孫というだけで、役員にしたらあか

んのや」と言ったことがある。この事は世襲路線の修正、つまり経営者企業へ

の転換、同族経営排除の考えである。 

また、山下は 97年に「創業者の孫というだけの理由で松下正幸氏が副社長

になっているのはおかしい。年内にしかるべき措置を取りたい」と言った。極

めてストレートな経営世襲批判である。 
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３、経営世襲問題への終止符 

・ 2000年 4月、中村邦夫専務の社長就任発表。谷井の後任・森下洋一社長の

指名。 

森下は「松下電器は社会の公器であり、その経営を担うのにふさわしい人物

が舵取りをする。創業家は象徴として今後も尊重する」と言って、中村を指名

した。 

 

 

5-1-5-3医師医師医師医師のののの家業家業家業家業のののの継承継承継承継承のののの例例例例 

以下の例は杉立(1999)が取り上げた例の要約である。 

江戸時代中期以降において近代医学の発達の上で多大な貢献をした、賀川

家・宇田川家及び佐藤家の医業継承の実態について考える。 

 

一、賀川流産科  阿波賀川家 

 

阿波賀川家略系譜 

①玄悦(子玄)＝②玄迪(子啓)＝③玄昌(子全)―④延年(子永)＝⑤玄岱(子修)＝⑥

頼孝(子徳)＝⑦為憲(子成)＝⑧文煥(玄道)＝⑨玄庵―⑩一郎―⑪清子＝⑫明孝

―⑬潤 

注：―実子、＝養子を表す 

 

玄悦の没後、養子の玄迪が家督を継ぎ累代阿波藩医に任じられた(阿波賀川

家)。他方、玄悦の長男玄吾は、一貫街の生家を出て御所に近い上京に別家し

て産科を業とした(京都賀川家)。何故家督を玄迪に譲ったのであろうか。玄悦

は実子玄吾には自分が精魂を傾けた産科術を托するに不安を感じたが、刻苦勉
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励する門弟玄迪に信頼感を抱いたものであろう。 

阿波藩医を継いだ玄迪は安永八年十月、四一歳で没した。男子がいないため

玄迪の実弟岡本玄通の三男玄昌を養子に迎え、長女と娶わせた。男子延年を残

して四五歳で没した。二一歳の延年は賀川家にとっては始めての嫡男である。

しかし、二七歳で没した。その時遺子頼孝は六歳であり、家督を継ぐことがで

きないので、横堀の医師押切孫助の三男で、十数年前から賀川家に入門し産科

に習熟していた玄岱を養子に迎えて、延年の未亡人琴江を配して家業を継がせ

た。玄岱と琴江との間に為憲が生まれたが、不幸にも玄岱は三五歳で世を去っ

た。為憲はまだ六歳であった。そこで延年の子頼孝一七歳が家督を継ぐ。とこ

ろがその二年後に頼孝は没した。頼孝には妻子はなかったので、玄岱の子で十

五歳の為憲が家督を継ぎ、近くに住む賀川家高弟の奥劣斎が後見役として援助

した。 

さらに不運が続いて七代為憲は五年後に没し、ここに賀川玄悦、岡本玄適の

血統は賀川家から消失した。 

為憲逝去のあと、賀川家ではもっとも信頼のおける奥劣斎の甥で、その養子

となっていた文煥を賀川家に養子に迎えた。文煥は六三歳で没した。 

九代玄庵は文煥の一人娘ハルと結婚して、徳島医学界の近代化に貢献して七

七歳で没した。一二代明孝氏はなお活躍中であり、一三代潤氏は徳島市内で医

業を開いている。 

 

二、蘭学の家  宇田川家 

 

 

宇田川家略系譜 

①玄仲―②玄仙―③道記＝⑤玄髄＝⑥玄真＝⑦榕庵＝⑧興斎―⑨準一 

                 ∥ 
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④玄叔 

注：―実子、＝養子を表す 

 

津山藩医宇田川家三代―玄髄・玄真・榕庵―、日本和蘭医学ひいては西洋科

学の摂取発達の上に果たした功績は大きい。しかもその前後、玄叔から興斎に

至る五代の当主は、何れも養子であることは注目に値する。 

初代玄仲は元禄後期江戸に出て初めて医師となった。玄仙はその跡を継ぎ、

その子の道記は伝統医として医名が上がり、津山藩医として召出された。しか

し八年後、道記は没した。その時長男玄髄は六歳であり、道記の遺言により弟

の玄叔が跡式相続を仰せつけられ、玄髄は叔父夫婦の手で育てられたが、玄叔

が天明元年(1781)五六歳で没したので、玄髄が家督を継ぎ藩医となった。 

玄髄には男子が二人あったが何れも夭逝したので、安岡玄真が末期養子とし

て跡を継いだ。そして、玄真は息子に恵まれなかったので、養子願を藩主に願

い出て許可された。榕庵は養父玄真が天保五年(1834)に没したので、津山藩医

としての家督を継いだ。 

榕庵には子がないため、天保一四年(1843)門弟である美濃藩医飯沼慾斎の三

男興斎を養子とした。準一は興斎の実子で、物理学者となったが、昭和になっ

てその後は絶えた。 

 

 

三、佐藤家と順天堂 

 

 

佐藤家略系譜 

                   つる 

佐藤―①泰然＝＝②尚中＝＝③進＝＝④達次郎――寛――有山登 
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                (山口舜海) (高和介石) (河合達次郎) 

                   松本良順 

                   林董 

注：―実子、＝養子を表す 

 

泰然は良順を親友の松本良甫の養子に差出し、良甫の一人娘と結婚させた。

自家の跡は、山口舜海を養子として、継いだ。 

一八六七年、尚中と妻サダとの間に生まれた男子の統三郎は退身、百太郎は

病身、そして哲次郎は幼少虚弱のため、相応の者を養子として家業を相続させ

ることを願い出て許された。高和介石は名を佐藤進として尚中の長女静と結婚

した。 

さて話をもとに戻して、泰然は何故、門人の中から山口舜海を養子(後継者)

に選んだか。泰然には男子が三人あった。長男惣三郎は病弱のため医師にはな

らず、山村氏を継いで順天堂会計を負担した。三男董は姉の夫の林洞海の養子

となったが、官界に入り遂に外務大臣となり伯爵を授けられた。次男良順は早

くより医学を学んでいたが、松本家の養子となった。そして新政府に召し出さ

れて初代陸軍軍医総監となり、西洋医学の行政方面で活躍して男爵を授けられ

た。このような非凡な人物である実子の良順を他家に養子に出して、門弟の尚

中に家督を譲った理由は何であったか。 

順天堂の繁栄を持続するためには、後継者は必ずしも実子である必要はなく、

身近に優秀な人物が居ればその人に托することが肝要であると、泰然は常々考

えていたと言われている。これに関して『順天堂史』(1980)上巻の一文を見る

と泰然は舜海こそ順天堂後継者として最適と考えたのであろう。 

以上挙げた諸家は医学史に名を残す名医家の例である。 

実際にどれほどの養子による相続があったか。『新宮医方史』に載る下表を

掲載させていただく。これによると純系がほぼ三分の一、養子系家数がほぼ三
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分の二である。 

 

寛政重修諸家譜所載医家の継代数(純系および養子系の家数) 

 継代数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 計 家数合計 

15 17 35 47 53 25 ９ 12 ５ ５ 223 純系家数 

10 10 20 15 ８ ３ １ ３ １ １ 72 養子回数 

１ 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 6 1 2 3  養子系家数 

家数 ５ 6 1 11 3 1 23 8 1 13 20 8 4 9 7 3 2 1 4 2 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 151 

出典 『新宮医方史』(1985) 

 

医業を実子から実子へと継承して、しかも繁栄させていくことは、何時の時

代でも困難な課題である。医業を継ぐべき実子がいない場合、或はいても意に

満たない場合、適当な養子を選んで家業を継がせた例が多い。この場合、血統

より技芸(医術)の優劣に重きを置いた。 

現代の医療制度また社会の実態を見ると医師の業務はきわめて多様化して

きた。世襲制など望むべくもない。唯に類似した組織として、法人による私立

病院の理事長職があるが、これも累代実子が継承することは困難であり、また

メリットも少なくなっている。 

今後ますます複雑化する医療社会において、近世に盛行した養子による医業

継承は考えるべき一手段である。 

5-2 「「「「血縁血縁血縁血縁」」」」をををを重重重重んずるんずるんずるんずる中国中国中国中国 

中国人は血縁を重視することは「4-2-2 血縁」の節で述べているように祖先

と子孫を重んずることから証明できる。そして、中国での親族称呼は日本より
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かなり複雑のことからも中国人は血縁の関係を重視するのが理解できる。また、

陳其南(1988:129-131)が述べている「中国人の家族制度と日本人の家族制度」

についての見方を見ることを通して、中国人は「系譜」つまり「血縁」を重視

するのに対して、日本人は家の継承体、経営体、つまり「家」を重んずるので

あるということが解釈できる。次は陳の述べている内容である。 

 

「中國人的家族制度是以系譜理念為中心的，而家戶功能團體的構成和持

續完全要建立在系譜理念的基礎上。這是中國家族制度一項很重要的特

色，是西方式或日本式的家族制度所沒有的現象。」 

「傳統中國人的觀念皆以宗族、家族或房的延續為重，這些觀念具體表現

在姓氏的傳承、祖先的崇拜、財產的繼承和孝道的德行上。」 

「傳統中國人最擔心的一件事是絕後、絕嗣或絕房，所謂「不孝有三，無

後為大」。」 

「中國人只重系譜觀念上的宗祧延續，而忽略了延續家戶經濟體的重要

性。與傳統中國做比較，日本家族制度的中心思想則在於延續具體存在的

家戶經濟共同體，為了家戶延續的需要，可以調整血緣的系譜傳承關係。

日本人稱此家戶為「家」，他們對這個「家」的觀念就同中國人對「房」、

「家族」、「宗族」和「宗祧」等系譜觀念一樣，特別強調其傳承和延續。

簡單地說，日本人所重視的家戶生活團體正好是中國人所忽視的，而中國

人所重視的系譜血緣關係日本人則視為是次要的。」 

「日本人所謂的「家」不但有家產和家屋，而且有家名和固定的家業。」 

 

以上見てきたように、「祖先崇拜」、「敬天尊祖」、「不孝有三，無後為大」と

いう言葉は中国人の血縁重視の表現である。これらの言葉だけではなく、「七
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出

5
」、「三多九如」というのも中国人の血縁重視の言い回しである。 

中国人は家の血縁を続けさせていくためには子供、子孫(特に男の子)を重視

しているのである。李亦園(1988:115)の説明から男の子の大切さが分かってく

る。 

 

「中國的家庭制度，往往稱之為「父系家庭」。當我們說中國家族是「父

系家庭」時，我們實際上只是在說，中國人的家系傳承是依父傳子，男性

一線承沿而下的家系，舉凡家族財產、姓氏之繼承，甚至死後地位之確定，

都僅及於該家族中男性的後代，而排除了所有女性的後代。」 

 

そのために、女に対して強く要求されている「七出」ということの中に「子

無き」というのは「男の子がいない」ことである。いかに女性として有能であ

っても、不妊女であれば軽蔑され、「子無きは去る」と離婚理由の第一に挙げ

られた。それに、家長は実子を得るために、妾を置くことも許された。不妊女

の本妻よりも男嗣子を得た妾の地位のほうが強くなった。こういうことがある

のは中国人は血縁の存続を重視していることの表しである。また、「三多九如」

という言葉に「男の子が多い」のはその一つの要素である。この言葉は中国人

の血縁重視観が強いということを示唆する。 

要するに、中国人にとって家の血縁を存続させていくには男の子は欠かせな

い存在である。祖先崇拝、子孫(男の子)の大切さは中国人の血縁重視の表しで

ある。 

 

その一方、「中國家族社會基本的組織法則—父系法則，仍在相當地程度上左

右著現代人的生活。關於這一點，現代企業的組織型態就可作為一個絕佳的範

例。在基本的組織型態上，現代的企業和傳統的家族可說是兩種絕然相異的產

                                                 
5
 七出：P.58の説明をご参照｡ 
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物；前者的基礎是契約關係—基於法律上共同認可所組成的團體，而後者的基礎

郤是親屬關係—基於血緣或婚姻關係所組成的親屬團體。（中略）但是，在今日

的中國社會裏，二者相混的情形郤是屢見不鮮，家族企業這個代稱在現代中國社

會裏早已不是一個新鮮的名詞。親屬關係，不但成為公司中用人、行事上必要的

顧慮，甚至社會大眾也依然以一種對待一個家族團體的眼光來看待企業團體。（中

略）家族企業之形成不也正反映出中國傳統家族文化的影響—表面上是基於契約

所組成之團體，骨子裏郤脫不開家族原則的影子？」(李亦園 1988:122)の話のよ

うに、中国人の企業にとって、人を雇う時には、人の才能のほかに、親族･血

縁関係があるかどうかも考慮に入れる要因の一つである。 

 

また、陳其南(1988:137)は「由於家族倫理的支配，中國人的傳統觀念往往會

把一個私人企業內的員工劃分為「自己人」和「外人」兩大類別，並按系譜而有

親疏遠近。（中略）費孝通用「差序格局」來形容這種如一輪輪波紋狀，以自己

為中心向外推，越推越遠，關係也越薄的人際網路。這種平面延展的序列關係正

好與日本式沿縱線垂直延伸的社會關係型態相反。中國人的許多私人企業通常就

是根據此種差序關係的優先性來用人，特別是經理級的人才。差序關係的維持動

力是來自這種特別的社會價值觀—個人永遠以自己和家屬之利益為最優先的考

慮—將家族視為最高價值。」と述べているように、中国人の企業においてトッ

プのリーダーは常に血縁のある人たちである。中国人は血縁を重視するため、

親族の利益を優先させるのは自然の情である。岳慶平（1990:128）は「傳統中

國 “任人唯親” 現象的大量存在可說說血緣關念的盛行和血緣關係的重要。（中

略） “任人唯親” 是道德責任，中國人將重用親戚看作自己的本份，如某人的社

會地位提高了，親戚們都指望他盡其所能，提攜更多的自家人。」と言っている

ことは中国人は血縁を重視している民族であることをもう一度証明する。次は

中国人の企業の例を取り上げて、経営者は常に自分の息子に企業を継承させて

いく立証である。 
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5-2-1  四大金融集団四大金融集団四大金融集団四大金融集団――――霖園霖園霖園霖園、、、、和信和信和信和信、、、、新光新光新光新光、、、、富邦富邦富邦富邦 

台灣最具有競爭優勢的共有四大金融集團，分別是霖園集團、和信集團、新

光集團及富邦集團。 

目前這四大金融集團其實都有「金融百貨公司」的架構，霖園集團旗下除了

最為人熟悉的國泰人壽以外，還有匯通銀行、東泰產險及剛成立的國泰投信。而

和信集團除了中國信託銀行以外，旗下還有中國人壽、中信證券及中信投信。新

光集團也擁有新光人壽、台新銀行、新光產險、台證證券及台灣投信。至於富邦

集團旗下陣容，有富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券及富邦投信。 

由於目前這四大金融集團的第二代企業家已逐步接掌大權，如霖園集團的蔡鎮

宇、蔡宏圖兄弟，新光集團的吳東進、吳東賢、吳東亮及吳東昇兄弟，和信集團

的辜仲諒，富邦集團的蔡明忠及蔡明興兄弟。因此，未來金融版圖的擴張也成為

二代主最大的考驗。 

 

  

5-2-2自動車業界自動車業界自動車業界自動車業界――――裕隆裕隆裕隆裕隆、、、、三陽三陽三陽三陽、、、、中華賓士中華賓士中華賓士中華賓士 

裕隆企業集團執行長嚴凱泰、甫接下三陽工業副董事長的慶豐集團少主黃景

宇、中華賓士汽車公司少東劉楚明等汽車業界第二、第三代，紛紛冒出頭，並擔

任公司要職，汽車業交由年輕一輩接班，儼然形成一股風潮。  

  

以上の例から分かるように、企業に家族的な色彩が濃いのは中国人の独特な

特色である。有能な経営者は事業を直接に自分の息子に継がせるのが中国人の

企業文化である。そして、一代目は二代目に後を継がせるために、常に二代目

を会社のトップマネジメントの位置に置いて、一定の時間の研修をし、タイミ
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ングがよかったら、すぐにバトンタッチするのである。外の血・専門経営者を

入れることは少ないのである。専門経営者は常にアシスタントである。自分の

事業を家族の人に継がせていきたいという観念は「血縁重視」に基づいている

のである。不能な二代目がいれば、その事業は倒産してしまうことがしばしば

見られる。そのため、中国人の事業は百年以上の歴史を持っているのは少ない。 

それに対して、日本人は「家」の存続を気にしているので、常に有能な人に

後を継がせるのである。専門経営者であれ、婿養子であれ、知恵･才能を持っ

ている人であれば、その人にバトンタッチするのである。外部の血を入れるこ

とは躊躇わない。そのため、日本の家族企業は往々にして何百年の歴史を持っ

ている。デパート業界を例にして、「伊勢丹」はすでに百年の歴史を持ってい

る。「松屋」は 1896年に、「高島屋」は 1831年に、「大丸」は 1717年に、「三

越」は 1673年にオープンした。それぞれに百年以上の歴史を持っている。「三

越三百年の商法」、「大丸二百五十年史」、「伊勢丹百年史」などの本が見られる

のは日中で「家」と「血縁」重視の違いから生じたのではなかろうか。 

 

 

5-3 まとめまとめまとめまとめ 

一、家族や親族といった血縁集団の範疇を超えた特有の客観性を帯びている

というのが日本の「家」の構成の特徴である。そして、「養子継承者の選択基

準」について、父系親族以外に母系親族も許容されており、はなはだしきは姻

族および非血縁者までもが養子の対象となっていたことである。日本の社会の

特徴的な養子形態として知られるのが婿養子の制度であった。このことは系譜

的継承の対象が父系血統ではないことを示唆するのである。つまり、日本社会

における系譜的継承の対象は父系、母系、双系といった親族血統ではなく、「家」

そのものと考えたほうがよいであろう。 

それに対して、中国の社会における養子選択の基本をなすのは、いわゆる「異
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姓不養」の原則である。中国の社会における系譜的連続の基本が父系血統の継

承にあることを示すもので、同姓であることは父系血統を同じくすることの象

徴的表現となる。 

以上、「養子継承者の選択基準」の違いによって、日中で「家」と「血縁」

に重点を置くことが異なっていて、日本は「家」を重視し、中国は「血縁」を

重んじるということが分かった。 

 

二、日本人は「家」を守るために「血統より暖簾」―徹底した血統排除の方

法を取っているのである。会社、商売の繁栄を図るために一切の情けを切り取

り、暖簾(業務、店)の継承から息子を外して、もっぱら経営万能の手腕を持つ

外からの血を導入するのである。つまり、日本人は「家」を守るために事業を

一族で継承していきたいという場合、適当な人がいない、いてもなり手がない

というような時には、「血縁」に拘らず、娘がいたら娘婿を迎える、あるいは

養子を取るとかして、最適の人がなってくれる方法を選ぶのである。 

 

三、キッコーマン、松下電器などの企業継承や、賀川家、宇田川家、佐藤家

などの医業継承は適切な二代目がない場合、外部の血を入れることにもためら

わなかった例である。これらの例は、日本人は「家」を永遠に続けていくため

には、才能･知恵を持っている外部の血を入れることの立証である。 

 

四、「祖先崇拜」、「敬天尊祖」、「不孝有三，無後為大」、「七出」、「三多九如」

という言葉は中国人の血縁重視の表現である。四大金融集団―霖園・和信・新

光・富邦、自動車業界―裕隆・三陽・中華賓士などの例は全部「血縁重視」に

基づき、自分の事業を家族の人に継がせていきたい例である。そのため、企業

に家族的な色彩が濃いのは中国人の独特な特色である。有能な経営者は事業を

直接に自分の息子に継がせるのが中国人の企業文化である。しかし、不能な二
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代目がいれば、その事業は倒産してしまうことがしばしば見られる。従って、

中国人の事業は百年以上の歴史を持っているのは少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第６６６６章章章章    「「「「家家家家」」」」とととと「「「「血縁血縁血縁血縁」」」」とのとのとのとの観念観念観念観念からからからから生生生生ずるずるずるずるタブータブータブータブー文化文化文化文化 

中国語の卑罵表現では「性」に関係があるとか、対象の「血統」を卑しむと
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いう概念的意味が強く意識されているのである。つまり、セックスそのものに

よって相手の血縁のある人を犯す表現が多い。それに対して、日本語における

卑罵表現の典型的な型は対象が何か失敗をした時や、能力が劣っている時、そ

れをあげつらうこと、ということになるのである。つまり、「馬鹿」、「バカヤ

ロウ」、「トンマ」、「マヌケ」、「アホ」など智能に関する卑罵表現は日本語の特

徴である。なぜそういった言葉が日中の卑罵表現の特徴であるか、それは社会

的なタブーを犯したからである。 

ここで言うタブーは心理状態の一種で、法律、制度で禁じられたものではな

い。人々は普通昔からの伝統的な観念に従い、行動をとったり、さまざまなこ

とをしたりするのである。若し人々の従う観念・行動の基準を破ったら、そこ

からタブーが生ずるのである。 

第５章でいろいろな例によって、日本人は「家」を重視し、中国人は「血縁」

を重んずることを明らかにした。次は日中で「家」と「血縁」との観念から生

ずるタブー文化を探究していく。 

 

 

6-１１１１ 中国中国中国中国でででで「「「「血縁血縁血縁血縁」」」」のののの観観観観念念念念からからからから生生生生ずるずるずるずるタブータブータブータブー文化文化文化文化 

中国で「三多九如」の言葉のように、「男の子が多いこと」が望ましいので

ある。それは中国は男性を中心とした父系社会である。そのため、女性の眞操

は父系家族の血縁の純粋さにとって大事なことである。血縁の純粋は中国社会

にとって大切なことで、このような観念に基づき、社会的なタブーが生まれて

きたのである。 

従って、女性は「從一而終」、「守身如玉」といった文化規範の観念によって、

女性を罵る時、常に女性の性、性行為を強調しているのである。 

また、「烏龜、王八、綠帽子、龜兒子、龜孫子」といった卑罵表現は一見男

性を罵るのであるが、実は女性を侮辱するのである。なぜかというと、次の図
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のように、妻が犯されたので、夫は「烏龜、王八、綠帽子」と侮られるのであ

る。そして、その息子は「龜兒子」と、その孫は「龜孫子」と呼ばれるのであ

る。このような卑罵表現は全部相手の血統を疑って、血縁関係が乱れていると

いう意味を示唆するのである。 

 

          (人に犯された) 

             妻 

 

             夫              息子           孫 

    (烏龜、王八、綠帽子)    (龜兒子)       (龜孫子) 

 

 それから、中国で人を罵る時、単なる相手の母親の不行跡を非難すること

だけではなく、おばあさんも、何十代前の祖先も全部侮辱する対象になること

ができる。このような卑罵表現は外国人から見れば、不思議だと思われるかも

しれない。相手の何十代前の祖先の居場所が分からないからである。お願いし

たいほど捜してほしいだろうと外国人が言うかもしれない。しかし、中国人に

とっては大きな意義があるのである。それは中国人は祖先を崇拝しているし、

自分の身で祖先と同じ血が流れていることは間違いないことを重んじるので

ある。つまり、相手の母親から前の祖先を卑罵の対象になるのは、相手の血統

が乱れていることを示唆している。なぜ相手の母親から前の祖先を卑罵の対象

にするかというと、それは相手の血縁は母親から前の祖先からのである。相手

の母親、おばあさん、何十代前の祖先の不行跡を非難することによって、相手

を侮辱し、恥じを欠かせるのである。もし、相手の妻を卑罵の対象にすれば、

血縁を疑われるのは相手の子供で、攻撃したい相手ではないのである。 

要するに、中国人は血縁(男の子)を重んじるので、血縁が純粋であるかどう

かは中国人の家業継承において大きな意義があると思われる。そのために、血
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縁の純粋を保つことは中国人の伝統的な観念で、犯すことのできないタブーな

のである。血縁にまつわる卑罵表現は社会的なタブーだと思われているのであ

る。従って、相手の血縁を侮辱することは社会的なタブーを犯すし、相手を侮

ったり、不愉快を感じさせたりするのである。お母さんがやられたような卑罵

表現は中国人にとってもっとも傷付けられる言葉だと言えよう。 

 

 

6-２２２２ 日本日本日本日本でででで「「「「家家家家」」」」のののの観念観念観念観念からからからから生生生生ずるずるずるずるタブータブータブータブー文化文化文化文化 

第５章で取り上げた松下電器、キッコーマンなどの例から、日本人は「家」

を永遠に続けていくために、一切の情を切り取り、暖簾の継承から息子を外し、

もっぱら経営万能の手腕を持つ外からの血を導入することが分かった。つまり、

事業を一族で継承していきたいという場合、適当な人がいない、いてもなり手

がないというような時には、「血縁」に拘らず、娘がいたら娘婿を迎える、あ

るいは養子を取るとかして、最適の人がなってくれる方法を選ぶのである。こ

のようなことから日本の社会で人は知恵･才能を持っているかどうかは大事で

あることが分かった。人は社会で他人に認められる要件は知恵･才能である。

「馬鹿」、「バカヤロウ」、「トンマ」、「アホ」、「マヌケ」など智能に関する卑罵

表現は人の知恵･才能を否定するし、人を攻撃するのである。日本で智能にま

つわる卑罵表現が多いのはこのようなタブーに触れたからのではないか。 

ところで、同じ日本で地域によって生ずる卑罵表現が違っていることが可能

である。例にすれば、「ばか」と「あほ」と「タワケ」である。人を罵ったり、

叱ったりする時に、東京では「ばか」と言うのが普通である。しかし、京都や

大阪では「あほう」を主として使い、名古屋になると、「タワケ」である。土

地によって違っているし、このような卑罵表現から生ずるニュアンスも異なっ

ている。 

この「ばか」、「あほう」、「タワケ」の本来の意味はいずれも「愚鈍」であっ
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て、「お前は愚鈍だ」ということで人を罵り、また叱るのである。そして、「ば

か」の方を普通に使っている東京では、相手から「あほう」と言われると、「ば

か」と言われた時よりもショックが大きい。京都･大阪の人は「あほう」と言

われるよりも「ばか」と言われた時のほうが、救いようなく罵られたという感

じがするようである。これは関東と関西で認められるニュアンスが違うことか

ら生まれてきたのではなかろうか。ある新聞によると、関東の人が関西に遊び

に行って、関西の人を「ばか」と罵ったら、関西の人に殺されたという。人を

殺すのは死刑に処するはずであるが、その人はただ何年間牢屋に入れられたと

いう。裁判官の説明によると、殺人事件が行われたのは両地で認められる卑罵

表現のニュアンスが違うことから生じたので、もとより軽く処罰するのである。

もし、罵る人は関東の人ではなく、関西の人であれば、その殺人犯は死刑に処

するのである。このことから国にせよ、地域にせよ、互いの文化を理解するの

は必要なことが分かった。互いの文化についての理解が不十分で、生じた誤解

も深いのではないか。 

要するに、日本人は「家」を重視するので、家業を守るために、自分の子供

にしろ、養子にしろ、才能･知恵のある人を後継ぎにするのである。「血統より

暖簾」という言葉は無理ではない。そのために、人は才能･知恵を持っている

かは事業承継にとって欠かせないことである。と同時に、社会で重視される要

件である。従って、人の才能･知恵を否定すること(馬鹿といった言葉を言うこ

と)はその人に対するタブーで、もっとも相手を傷付けるのではないか。  

 

 

6-３３３３ まとめまとめまとめまとめ 

中国人は血縁(男の子)を重んじるので、血縁が純粋であるかどうかは中国人

の家業継承において大きな意義があると思われる。そのために、血縁の純粋を

保つことは中国人の伝統的な観念で、犯すことのできないタブーなのである。
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血縁にまつわる卑罵表現は社会的なタブーだと思われているのである。従って、

相手の血縁を侮辱することは社会的なタブーを犯すし、相手を侮ったり、不愉

快を感じさせたりするのである。お母さんがやられたような卑罵表現は中国人

にとってもっとも傷付けられる言葉だと言えよう。 

 

それに対して、日本人は「家」を重視するので、家業を守るために、自分の

子供にしろ、養子にしろ、才能･知恵のある人を後継ぎにするのである。「血統

より暖簾」という言葉は無理ではない。そのために、人は才能･知恵を持って

いるかは事業承継にとって欠かせないことである。と同時に、社会で重視され

る要件である。従って、人の才能･知恵を否定すること(馬鹿といった言葉を言

うこと)はその人に対するタブーで、もっとも相手を傷付けるのではないか。 

 

ところで、これまでは日中の卑罵表現の特徴･タブー性を述べてきたが、ア

メリカではどうであるか、簡単に討論してみたい。アメリカの卑罵表現の特徴

について、学者は次のようなものがあると指摘している。 

 

「アメリカでもフランスでも言語表現が複雑なわけですよ。というのは

ボキャブラリーがものすごく多いんです。おやじやおふくろの悪口が多

い。それから性的なことが多いですね。日本ではそれに当たるものが少

ない。」(杉山ほか 1978:9) 

 

「英語には日本人の発想にないような性器、性行為、排泄行為に関する

悪態語が多く、公開の場で言うことは社会的にきびしく制約されてい

る。」(比嘉 1976:120) 

 

堀内(1978:50-59)はアメリカの罵倒語が次のようなものがあると述べてい



 93

る。 

① のろい言葉(God! , My God! , Oh God! , God damn you!) 

② キリストさま(Jesus Christ! , Jesus! , Christ! , Heavens! , Hell!) 

③ 排泄物を利用(Shit! , Bullshit!) 

④ 肛門と性器(ass , ass kisser , asshole, cock, prick) 

⑤ 性行為から(fuck, fuck you! , Up yours! ) 

⑥ 母親を持ち出す(motherfucker, mothereater, motherkisser) 

⑦ あだなと悪口ごっこ(lemon, bear, dog) 

 

以上見てきたように、アメリカの卑罵表現の特徴は性器、性行為、排泄物、

のろい言葉、キリストさま、人を動物に喩えるもの、人間･職業に対するもの

が多いことである。 

人間の身体的な特徴を捉えて、それを動物などに喩えた渾名や卑罵表現は日

中でも欧米でも、極普通である。また、各国語の人間と職業に対する卑罵表現

には共通点が多い。アメリカの卑罵表現の中で討論したいのは性にまつわる表

現である。英語の卑罵表現は性行為から生まれたものがとくに多い。その代表

はおなじみの fuckである。Fuck youは日常的に用いられて、人に向かって

fuck you！と言うのは敵意を含み、響きが強い。中国での卑罵表現も性的なも

のが多いが、違うことは卑罵の対象のである。中国では母親、おばあさん、何

十代前の祖先を卑罵の対象にするのであるが、アメリカでは you (君)を直接

に卑罵の対象にするのである。なぜこういう違いがあるか、それは中国とアメ

リカでのタブー文化が違うから生じたのではないか。中国人は血縁の繋がりを

かなり重視しているので、血縁のある人は侮辱されたら、自分が攻撃された同

様である。その一方、アメリカでは相手を中傷するため、相手の家族を卑罵の

対象にしなくて、直接に相手を対象にすることからアメリカで「人権」はかな

り重んじられているのではないか。 
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従って、アメリカ人は「人権重視」という観念に基づいているので、「Fuck you」

といった卑罵表現が生まれたのである。つまり、「Fuck you」と言うのは犯す

ことのできない人権タブーに触れることによって、相手を傷付けるのである。 

要するに、卑罵表現はタブーを犯すことで、その使用は禁じられているので

ある。つまり、卑罵表現そのものが反社会的で、常に人々の気にすることやタ

ブーだと思われることを破るのではなかろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第７７７７章章章章    結論結論結論結論 

7-1 まとめまとめまとめまとめ 

先行研究を本にして、下の表のように向けられる対象によって卑罵表現の内
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容を「直接相手を対象とするもの」と「直接相手を対象としないもの」という

二類に分けることができる。日本語の卑罵表現はほとんど前者に属する。その

一方、中国語では後者に属するのはたくさんあるので、中国語の卑罵表現の特

徴だと言えよう。そして、前者に属する卑罵表現を見て、日本語でも中国語で

も同じ言葉を使って相手を中傷するので、それは日中卑罵表現の共通点ではな

かろうか。 

 

日中卑罵表現の分類 

直接相手を対象とするもの(共通点) 

 日本語 中国語 

身体的欠陥 
めくら、つんぼ、びっこ、小人、

めかち、できもん…… 

瞎子、聾子、跛子、侏儒、獨眼龍、

癩痢頭…… 

外観･容貌 

でぶ、ねこずら、禿げ、ちび、

太鼓腹、おかめ、不細工、鼻べ

しゃ…… 

肥豬、胖子、麻花臉、禿子、矮東

瓜、水桶腰、醜女（男）、塌鼻子、

洗衣板…… 

人を動物に

喩える 

お化け、チンパンジー、出目金、

猿、たこ、かば…… 

妖怪、猩猩、突眼金魚、猴子…… 

性格・性

質・行為 

けち、嘘付き、汚い、最低、で

しゃばり、生意気、老いぼれ…

… 

小氣鬼、大騙子、髒鬼、低級、愛

現、自大、自私、老糊塗、懦夫…… 

国民･人種 
ロ助、ちゃんころ、黒ん坊、毛

唐人、、赤毛、アメ公…… 

死日本仔、臭狗、倭奴…… 

精神障害 

ばか、間抜け、とんま、あほ、

どじ、ぼけ、のろま、たわけ…

… 

笨蛋、呆子、豬頭、傻瓜、蠢材…… 

年齢 
鬼婆、じじい、こせがれ、がき、

悪太郎、老体…… 

老太婆、老不死、小鬼、惡婆婆…… 

職業 
薮医者、坊主、芸者、ちんどん

屋、ごみ屋、女中…… 

妓女、乞丐、奴才、奴隸、掃廁所

的…… 

死、血 
死ね、死んじまえ、くたばれ、

血ぃみるど…… 

不得好死、死在路傍、死人、夭壽

短命…… 

排泄物 
くそったれ、小便たれ、くそじ

じい、へたくそめ…… 

吃糞…… 

 

直接相手を対象としないもの(相違点) 

 日本語 中国語 

母親 ？ 
操你娘、王八蛋、他媽的、雜種、

烏龜、龜兒子、龜孫子、戴綠帽、



 96

狗東西…… 

セックス ？ 操…… 

祖先 ？ 操你祖宗十八代、操你奶奶…… 

後代 ？ 絕子絕孫、絕後…… 

 

中国語の卑罵表現では「性」に関係があるとか、対象の「血統」を卑しむと

いう概念的意味が強く意識されているのである。つまり、セックスそのものに

よって相手の血縁のある人を犯す表現が多い。それに対して、日本語における

卑罵表現の典型的な型は対象が何か失敗をした時や、能力が劣っている時、そ

れをあげつらうこと、ということになるのである。つまり、「馬鹿」、「バカヤ

ロウ」、「トンマ」、「マヌケ」、「アホ」など智能に関する卑罵表現は日本語の特

徴である。なぜそういった言葉が日中の卑罵表現の特徴であるか、それは社会

的なタブーを犯したからである。 

 

日本人は「家」を守るために「血統より暖簾」―徹底した血統排除の方法を

取っているのである。キッコーマン、松下電器などの企業継承や、賀川家、宇

田川家、佐藤家などの医業継承はその例である。会社、商売の繁栄を図るため

に一切の情けを切り取り、暖簾(業務、店)の継承から息子を外して、もっぱら

経営万能の手腕を持つ外からの血を導入するのである。つまり、日本人は「家」

を守るために事業を一族で継承していきたいという場合、適当な人がいない、

いてもなり手がないというような時には、「血縁」に拘らず、娘がいたら娘婿

を迎える、あるいは養子を取るとかして、最適の人がなってくれる方法を選ぶ

のである。 

日本人は「家」を重視するので、家業を守るために、自分の子供にしろ、養

子にしろ、才能･知恵のある人を後継ぎにするのである。そのために、人は才

能･知恵を持っているかは事業承継にとって欠かせないことである。と同時に、

社会で重視される要件である。従って、人の才能･知恵を否定すること(馬鹿と
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いった言葉を言うこと)はその人に対するタブーで、もっとも相手を傷付ける

のでる。 

 

その一方、「祖先崇拜」、「敬天尊祖」、「不孝有三，無後為大」、「七出」、「三

多九如」という言葉は中国人の血縁重視の表現である。四大金融集団―霖園・

和信・新光・富邦、自動車業界―裕隆・三陽・中華賓士などの例は全部「血縁

重視」に基づき、自分の事業を家族の人に継がせていきたい例である。そのた

め、企業に家族的な色彩が濃いのは中国人の独特な特色である。有能な経営者

は事業を直接に自分の息子に継がせるのが中国人の企業文化である。しかし、

不能な二代目がいれば、その事業は倒産してしまうことがしばしば見られる。

それなので、中国人の事業は百年以上の歴史を持っているのは少ない。 

中国人は血縁(男の子)を重んじるので、血縁が純粋であるかどうかは中国人

の家業継承において大きな意義があると思われる。そのために、血縁の純粋を

保つことは中国人の伝統的な観念で、犯すことのできないタブーなのである。

血縁にまつわる卑罵表現は社会的なタブーだと思われているのである。従って、

相手の血縁を侮辱することは社会的なタブーを犯すし、相手を侮ったり、不愉

快を感じさせたりするのである。お母さんがやられたような卑罵表現は中国人

にとってもっとも傷付けられる言葉である。 

又、「烏龜、王八、綠帽子、龜兒子、龜孫子」といった卑罵表現は一見男性

を罵るのであるが、実は女性を侮辱するのである。なぜかというと、妻が犯さ

れたので、夫は「烏龜、王八、綠帽子」と侮られるのである。そして、その息

子は「龜兒子」と、その孫は「龜孫子」と呼ばれるのである。このような卑罵

表現は全部相手の血統を疑って、血縁関係が乱れているという意味を示唆する

のである。 

従って、「×你娘」のような卑罵表現の社会的要因を理解した上で、女性と

しては相手の血統を乱すわけにもいかないので、このような卑罵表現を口にす
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ることはできないし、言っても意味が全然ないのである。 

要するに、現在男女平等、男女対等意識が強くなっていて、男性が「×你娘」

のような卑罵表現を言う不当さを女性は主張している。しかし、単なる「×你

娘」という言葉は女性を侮辱するのではなく、「烏龜、王八、綠帽子、龜兒子、

龜孫子」なども同じ女性を侮辱するのではなかろうか。そのため、このような

卑罵表現に対して考え直す必要があろう。 

 

各国語の身体的欠陥、外観、性格、年齢、人種、死、排泄物などに対する卑

罵表現には共通点が多い。それは相手の最も気にすることや、短所を意識的に

攻撃することによって、相手を傷付けるのである。つまり、相手の個人的なタ

ブーに触れて、相手を侮るのである。 

 

それに対して、各国は文化が違うことによって、そこから生ずる社会的なタ

ブーも異なっている。国それぞれが重視する文化は違うので、タブー言語であ

るかどうかと認める基準も違っている。そのため、中国で社会的なタブーを犯

した卑罵表現は日本で必ずしも卑罵表現と認められるとは限らないし、日本人

にとって、それは何の意味もない言葉かもしれない。 

従って、その国の文化を理解すれば、なぜその国にそのような卑罵表現があ

るか、が分かってくるのであろう。翻訳する時は、ただ辞書を引いただけで、

字面の意味を翻訳するばかりではなく、その言葉の裏の意味も分かるはずであ

る。 

 

 

7-2 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

卑罵表現には、相手との距離を広げ、互いに敵対させる機能がある反面、連

帯や愛や変革を生む積極面もある。つまり、卑罵表現を言う人の意図が敵対･
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悪意だけでなく、親しみを裏返しに表すものもある。確かに卑罵表現を言う人

の目的･動機がさまざまである。卑罵表現の全体を理解するのはいろいろな角

度から見なければならないが、本稿では単なる悪意･敵意の面から検討した。 

また、卑罵表現について諺のようなフォークロア、芸能、文学などの表現も

考慮に入れなければならないと述べたのは荒井(1981)である。確かに卑罵表現

の全体を把握するのは広義としての卑罵表現も討論すべきである。だが、本稿

では狭義の卑罵表現だけを考察した。 

そして、卑罵表現を成立させる要素にはいろいろなものがある。例えば、語

彙、抑揚･アクセント･リズム、発話に伴う話し手の表現(語気･語勢、目つき、

手振り･身振り)、音声上の変化(音節の融合、撥音化、促音化、連母音の長音

化)、話し手の身分･役割に及んでいる社会的制約などがある。卑罵表現の諸相

を述べるには、決して頻発される語彙のみ検討するだけではない。それに専念

すれば生きて動く卑罵表現の実相は見過ごされてしまう。それにもかかわらず、

本稿では語彙の面だけを検討した。 

それから、星野は卑罵表現の送り手を中心に場面(個人につく卑罵表現／集

団の中で第三者を意識しながらつく卑罵表現)と卑罵表現の向けられる対象

(自身／面罵の相手―個人―／その場にいあわせない人／はやし相手―対立集

団―)という二つの軸を立て、言語対象を分類･列挙している。それは広い視野

から卑罵表現を分類しているが、本稿では対象を「面罵の相手―個人―」とし、

場面を「個人的につく卑罵表現」に限定して討論した。 

以上述べてきたように、親しみを裏返しに表す卑罵表現、広義としての卑罵

表現、語彙面以外の卑罵表現の成立要素、個人以外の対象、個人以外の場面な

ど、卑罵表現の全体を覆う研究に拡大することも必要である。また、日本語と

中国語以外の言語はどうなっているのか。今後の課題は多い。 
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