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【論文】 

身体部位詞の多義性とその習得 

視覚器官〈目〉の日中対照を通して 

 

呉 琳* 

（北海道大学） 

 

概要 

身体部位詞の多義性は多くの先行研究が指摘している問題である。その指導に際して，一

つの語に対して複数の語義を教える方法があるが，学習者は様々な派生義や用法を覚えな

ければならないという点から考えると，記憶の負担がかなり大きい。基本義はどのような

プロセスを経て派生義になったのか。そして，派生した意味同士には関連性が見られるの

か。本研究は，こうした多義的な言葉や派生義に関する問題に取り組むことで，日本語教

育推進のための基礎研究を試みるものである。 

以上のような問題意識に基づき，本研究では，視覚器官を表す日本語の「目」と中国語の

「眼」を手掛かりにして，身体部位詞の多義性について考察を加える。先ずは，有薗

（2013）が日本語の「目」，「耳」，「鼻」の意味拡張を分析するために提示した行為のフ

レームについて，それが中国語の「眼」にも適用可能であることを示す。次いで，中国語

の「眼」の意味拡張を分析し，日本語の「目」の意味拡張と対照する。最後に，両言語の

異同を明らかにし，日本語教育への応用について提言する。 
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身体部位詞を対象とする多くの先行研究が指摘す

るように，身体部位詞は人間や動物の身体の部分を

表すだけでなく，さらに基本義から様々な意味へと

拡張している（有薗，2008，2013；田中，2002a，

2002b；支，吉田，2003 など）。例えば，「口」は本

来身体の一部としての意味を表すが，「口が悪い」
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では「口」は〈話し方〉1の意味を，「口を減らす」

では〈摂食する人〉の意味を，「口を合わせる」で

は〈意見〉の意味をそれぞれ担っている（有薗，

2013）。 

このように多義性を持つ身体部位詞は少なくな

く，その指導に際しては，一つの語に対して複数の

語義を教える方法がある。しかし，学習者は様々な

                                                           

1 以下，言語表現の意味や概念は〈 〉で括って表す。 
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派生義や用法を覚えなければならないという点から

考えると，記憶の負担がかなり大きい。基本義はど

のようなプロセスを経て派生義になったか。そし

て，派生した意味同士には関連性が見られるか。も

し見られるとすれば，それは何か。 

以上の問題を解決するための手がかりとして，本

研究は視覚器官を表す日本語の「目」と中国語の

「眼」の多義性について論じる。日本語の「目」に

相当する中国語として，「目」，「眼」，「眼睛」の三

語があるが，「目」は古い言い方の名残であり，現

在では四字熟語以外にはあまり使用されない。ま

た，「眼睛」は身体部位の「目」のみを意味し，意

味拡張が起こらない。従って，本研究は現代中国語

において多様な用法が見られる「眼」のみを対象と

する。 

 

1．先行研究 

これまでのところ，日本語の「目」と中国語の

「眼」に関する対照研究は皆無ではないが，形態的

な側面から分析が行われているものが多い。また，

意味的な側面に焦点を当てた研究もあるが，派生義

の分類に留まり，それぞれの意味同士の関連性や基

本義から派生義に至る意味拡張のプロセスは明示さ

れていない。例えば，支，吉田（2003）は日本語

の「目」の意味と中国語の「眼」の意味を次の三種

類に大別している。第一種は視覚器官としての目か

ら生じた意味，第二種は目の形から生じた意味，そ

して，第三種は接尾辞としての用法（日本語側の

み），助数詞としての用法（中国語側のみ）であ

る。しかし，それぞれの意味にどのような関連性が

あるかという問題について，支，吉田（2003）は

特に触れていない。 

これに対して，有薗（2013）は行為のフレーム2

を提示し，「目」の拡張した意味同士を関連付けよ

うとしている。行為には，その行為をする人，行為

に用いる道具，行為の対象，行為に要求される方

法，その行為を順調に行うための技術や能力，そし

て，その行為の結果産み出される生産物など，様々

な要素が関わり，行為に関わるこれらの諸要素は，

ひとまとまりの知識構造，即ち，行為のフレームを

形成している。行為のフレームにおける諸要素は図

1に示す。 

有薗（2013）によると，我々が何らかの行為を

行う際，身体部位が様々な行為の道具として機能す

                                                           

2 フレーム（frame）は認知意味論における中心的概念の
一つである。この用語は，もともと人工知能関係の研
究において使用されてきた用語であるが，フィルモア
によって意味論に導入されたものである。類似の概念
を表すものとして，レイコフは理想化認知モデル
（ Idealized Cognitive Model），ラネカーは認知領域
（cognitive domain）という用語を使用している。詳細
は松本（2003），有薗（2013）を参照。 

 

図 1 行為のフレームにおける諸要素（有薗，2013，p. 126） 
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るため，〈道具〉としての身体部位を表す形で，行

為のフレームにおけるほかの要素を表すことができ

る。同一のフレーム内において諸要素は関連してい

るため，〈道具〉を用いてほかの要素を表すことは

メトニミー3による意味拡張である。さらに，視覚

や聴覚などの知覚行為に関わる意味がメタファーま

たはシネクドキーによって上位レベルの高次認識行

為4に関わる意味へ拡張する。この分析に基づき，

「目」は図 2 のような意味に拡張していることが分

かる（実線の矢印はメトニミー，点線の矢印はメタ

ファーまたはシネクドキーによる拡張を表す）。 

                                                           

3  意味拡張に関与する認知プロセスの定義は，籾山
（2002）を参考にする。 

メタファー：二つの事物・概念の何らかの類似性に基
づいて，一方の事物・概念を表す形式を用いて，他方
の事物・概念を表すという比喩。 

メトニミー：二つの事物の外界における隣接性，さら
に広く二つの事物・概念の思考内・概念上の関連性に
基づいて，一方の事物・概念を表す形式を用いて，他
方の事物・概念を表すという比喩。 

シネクドキー：より一般的な意味を持つ形式を用い
て，より特殊な意味を表す，あるいは逆に，より特殊
な意味を持つ形式を用いて，より一般的な意味を表す
という比喩。 

4  知覚・知覚領域は知覚器官を通して事物の存在を知る
認知作用やそれに関わる意味の領域であるのに対し
て，高次認識・高次認識領域は，高度な抽象化と分析
を通して総合的な判断・評価を行うと考えられる上位
レベルの認知作用・それに関わる意味の領域である
（田中，2002a）。また，視覚領域から高次認識領域へ
の拡張を「メタファー・シネクドキー」とする理由も
田中，2002a を参照。 

例えば，「目がいい」の「目」は視覚行為におけ

る〈視力〉を表すと同時に，高次認識行為における

〈鑑識力・判断力〉を表すことがある。「救いを求め

るような目で見る」の「目」は視覚行為における

〈見方〉を表し，「事実を新しい目で見る」の「目」

は高次認識行為における〈判断・解釈の仕方〉を表

す。また，「目を移す」の「目」は視覚行為におけ

る〈視線〉を表し，「心の変化に目を配る」の

「目」は高次認識行為における〈注意・関心〉を表

す。さらに，「目に入る」の「目」は視覚行為にお

ける〈視界・視野〉を表すと同時に，高次認識行為

における〈鑑識力・判断力の及ぶ範囲〉を表すこと

がある。このように視覚行為や高次認識行為の〈道

具〉としての「目」は，視覚行為や高次認識行為の

フレームにおけるほかの要素を表している。 

本研究では，有薗（2013）の提示した行為のフ

レームを用いて，中国語の「眼」の意味拡張を分析

した上で，日本語の「目」と対照する。以下，先ず

第 2 章では日本語の「目」と対応する中国語の

「眼」の意味について，実例を挙げながら検証して

いく。次いで，第 3章では両言語の間で対応しない

意味を確認する。最後に，第 4章では両言語の共通

点と相違点とを整理し，多義性を持つ身体部位詞の

習得方法について提言する。 

 

 

 

図 2 視覚行為から高次認識行為への拡張（有薗，2013，p. 134） 
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2．視覚器官〈目〉の意味拡張に見られる
共通点 

 

中国語の「眼」と日本語の「目」の原義は人間や

動物の身体部位であり，物を見る働きをする器官を

指す。この身体部位としての基本的な概念や用法は

両言語の間で対応しており，以下のようにいくつか

の側面から特徴づけることができる。 

 

a 位置：顔の前面に位置し，眉毛と鼻の間に二

つ並んでいる 

b 構造：眼球と視神経を主要部とし，眼瞼・眼

筋・涙器などの付属器からなる 

c 形状：上下の瞼の形によって，大きい目，釣

り目，垂れ目など形状のバリエーションが豊

富である 

d 機能：視覚器官であり，最も重要な感覚器官

の一つである 

 

このうち，機能的な側面に基づいて拡張した〈視

力〉，〈見方〉，〈視線〉，〈視界・視野〉という意味は

両言語において一致している。本章では，中国語の

「眼」のこれらの意味を検証していく。なお，本研

究に用いられる中国語の例文は北京大学中国言語学

研究センター（ Center for Chinese Linguistics 

PKU）の現代中国語コーパスからの引用である。

対象の語を入力して検索をかけ，ヒットした用例に

ついて，出現時代及び内容のわかりやすさなどに対

して筆者が判断を行い，適切なものを引用する。例

文後の【 】内に作者及び作品名など詳しい出典を

示す。また，筆者による日本語訳も付す。 

 

2．1．〈視力〉 

まず，以下の例を見てみよう。 

 

（1） 两个人骑着自行车慢慢往家里去，一路

默默无语。路过鸿嘉置地公司门口，戴嘉眼

尖，一眼看见停着的几辆车中间有一辆是警

车。她暗暗吃惊，想告诉丈夫，又转念一想，

也许是别的什么事呢，别吓着他，便没有开

口。 【当代/电视电影/冬至】 

二人は無言のまま，家に向かってゆっくりと

自転車を漕ぎ進めた。鴻嘉置地会社の前を通

りかかると，戴嘉は駐車場に止めてある車の

中に一台のパトカーをとっさに見つけた。彼

女はドキッとし，夫に言おうとしたが，考え

直し，たいしたことないかもしれないし，夫

を怯えさせないようにと，口をつぐんだ。 

 

（2） 除尽可能多地采用各种方法吸纳广东急

需的实用型人才之外，广东人才市场开始注入

“储备人才”的观念，随着今年大学毕业生分

配制度改革，大学毕业生市场出现，广东不失

时机“抢球”，使那些眼明手快的企业很是

“捞”了一把。 

【当代/报刊/1994 年报刊精选/04】 

広東人材市場はあらゆる方法を取り入れて広

東省が早急に必要としている実務型人材を積

極的に採用するほか，「人材貯蓄」という観

念も導入し始めている。今年の大学卒業生の

分配制度改革に伴い，大学卒業生市場が出現

し，広東省はタイミングを逃さず「人材確

保」を進め，これらをもとに機転のきく企業

は一儲けした。 

 

（1）では，「眼尖」の「尖」は〈先がとがってい

る，先が鋭い〉意味から転じて，〈感覚が鋭い〉さ

まを表す。この場合は，〈視力〉を意味する「眼」

と連結し，複合語全体で〈目ざとい〉という意味を

表す。つまり，メトニミーに基づき，本来視覚行為

の〈道具〉（「眼」）によって，視覚行為に要求され

る〈力〉（〈視力〉）を表しているのである。 



『言語文化教育研究』12（2014）pp. 187-197 

 191 

（2）の「眼明手快」では，単なる〈視力〉ではな

く，〈判断力が確かである〉意味の「眼明」と〈行

動が素早い〉意味の「手快」が結合して四字熟語を

構成している。この場合の「眼」は高次認識行為に

用いられる〈道具〉である。「大学毕业生市场」は

認知作用の対象を示しているが，この「市场」は商

品が交換される物理的に存在する市場ではなく，場

所という具体性を持たなくなった抽象的な市場であ

る。この時，「眼」によって行われる認知活動は，

抽象的な対象に対する総合的な判断・評価という高

次認識行為である。「眼」はメトニミーに基づき，

高次認識行為のフレームにおいて，高次認識行為の

〈道具〉として，高次認識行為に必要な〈能力〉

（〈鑑識力・判断力〉）を表しているのである。 

 

2．2．〈見方〉 

 次に，（3）～（5）の例を見てみよう。 

  

（3） 爸爸说，“你去看她时，就代替我和你妈

妈向她问好吧，我们不是那种势利眼的人

家……” 

 【当代/文学/大陆作家/莫言/红树林】 

お父さんは言った。 

「彼女に会いに行ったら，ちゃんと父さんと

母さんの代わりに挨拶してよ。うちは地位や

財力で人を差別するような家庭じゃないから

……」 

 

（4） 现在社会上有一种势利眼，他们敬权，

敬钱，不敬老。 

【当代/报刊/1994 年报刊精选/11】 

今の社会では，権力や金銭を敬い，老人を敬

わない現金な人間がいる。 

 

（5） 接着是在电视中播映电影，于是，人们

又把电视称之为“小电影”或“屏幕电影”。

电视早先在人们眼里不过是把各种艺术门类作

品“送货上门”的一种现代化技术手段而已，

谈不上艺术。 

【当代/应用文/中国儿童百科全书】 

そして映画のテレビ放送が始まると，人びと

はそれを「スモール映画」や「スクリーン映

画」などと呼んだ。以前，テレビは私たちに

とって，ただ様々な芸術作品を「家まで配達

してくれる」現代的技術の一種にすぎず，芸

術とは言えなかった。 

 

（3）の「势利眼」では，「势利」は〈権勢・財力

を持つ人にこびている〉，または，〈権勢・財力を持

たない人に横柄である〉さまを表す。この意味を担

う「势利」と〈～のような見方で見る〉ことを表す

「眼」が連結して，語全体で〈相手の地位や財力に

よって相手を差別する〉ことを表している。また，

例文（4）の同じ「势利眼」では，〈相手の地位や財

力によって相手を差別する人〉（現金な人間）を表

している。つまり，視覚行為のフレームにおいて，

〈道具〉（「眼」）の形式で，視覚行為に要求される

〈方法〉（〈見方〉），視覚行為の〈行為者〉を表して

いるのである。 

（5）の「在人们眼里」は直訳すると，〈人々の目

の中で〉という意味になるが，これは単に人々の目

に映る事実だけでなく，それに人々の解釈が加わっ

ているため，高次認識行為における〈解釈の仕方〉

という意味を担うようになった。例えば，「在人们

眼里，他就是个神」（〈みんなからみれば，彼はまさ

に神である〉）では，彼の存在を神に譬えるという

解釈のプロセスが伺われる。つまり，単なる視覚行

為から高次認識行為へと拡張したのである。高次認

識行為の〈道具〉としての「眼」が高次認識行為に

要求される〈判断・解釈の仕方〉を表している。ま

た，（4）の視覚行為の〈行為者〉を表す意味は日本

語にはない意味であるということに注意されたい。 
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2．3．〈視線〉 

また，次の例を見てみよう。 

 

（6） 我一直觉得自己是个聪明的女人，我的

成功便证明了我的智商很高。我不会随便卷入

演艺圈的是是非非，我只站在岸边冷眼旁观。 

【当代/史传/中国北漂艺人生存实录】 

私はずっと自分のことを頭のよい女性だと

思っている。私の成功はまさに私の IQ が高

いことを証明している。私は簡単に芸能界の

波にまきこまれることなどなく，ただ傍らか

ら冷静に見ているだけ。 

 

（7） 一对大个子上街实在太招眼，更何况对

李月明来说，球迷们还有谁不认识她呢？ 

【当代/报刊/1994 年报刊精选/08】 

街を歩く背の高いカップルは人目を引く。ま

してや李月明といえば，なおさらだ。彼女の

ことを知らないファンなどいるはずがない。 

  

（6）の「冷眼旁观」では本来〈寒い〉さまを意味

する「冷」が〈冷静である〉意味に転じて，〈視

線〉の意を担う「眼」と結合し，四字熟語全体で

〈冷静な視線で傍観する〉，つまり〈冷淡な態度を取

る〉意味を表している。この場合は，視覚行為の

〈道具〉を表すことによって，視覚行為の結果生じ

る〈生産物〉（〈視線〉）を表しているのである。 

（7）の「招眼」は〈集める〉意である「招」と

〈注目〉の意である「眼」が連結して，語全体で

〈注目を集める，人目を引く〉意味になる。この場

合の「眼」は単に視覚行為のフレームにおける〈生

産物〉の〈視線〉を表しているのではなく，高次認

識に関わる意味を表している。つまり，「眼」は高

次認識行為のフレームにおける〈道具〉の形で，そ

の行為の結果生じる〈生産物〉（〈注意・関心〉）を

表しているのである。 

2．4．〈視界・視野〉 

最後に，以下の例を見てみよう。 

 

（8）就在前两天，江山市居民老汪将家中的一

套旧式家具送到这里，卖了 400 多元钱。他

也喜不自禁：“这些旧家具，留着碍眼、占居

室，没啥用处，扔了又可惜。如今，送到这里

卖掉，可以再买一件新家具了。” 

【当代/报刊/市场报/市场报 1994 年 A】 

つい先日，江山市市民の汪さんは自宅の旧式

の家具セットを運んできて，400 元余りで

売った。汪さんはウキウキして言った。 

「こんな古い家具を家に置くと目障りで，余

分なスペースも取るし，何の役にも立たな

い。だからと言って，捨てるのももったいな

い。今ここで買い取ってくれてよかった。ま

た新しい家具が買えるよ。」 

 

（9）现在有的地方对引进外资提供许多优惠条

件，而对国内的私人投资就不放在眼里。 

【当代/报刊/人民日报/1993 年人民日报/3 月

份】 

現在，外国資本の導入に対して特別な優遇を

付与している一方，国内の個人投資家に見向

きもしない地方がある。 

 

（8）の「碍眼」は〈邪魔になる〉意味を表す

「碍」と〈視界・視野〉の意味を表す〈眼〉が結合

して，語全体で〈視界や視野の邪魔になる〉意味を

表す。つまり，視覚行為のフレームにおける〈道

具〉の「眼」を用いて，視覚行為に伴う力が作用す

る〈範囲〉（〈視界・視野〉）を表しているのであ

る。 

（9）の「放在眼里」は直訳すると，〈眼中に置

く〉意味である。「国内的私人投资」は〈入れる，

置く〉意味を表す「放」の対象を示している。この
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認知対象は視覚行為そのものの対象ではなく，関心

を持って注目するという高次認識行為の対象であ

る。従って，「眼」は高次認識行為のフレームにお

ける〈道具〉として，その行為に要求される〈能

力〉（〈鑑識力・判断力〉）の及ぶ〈範囲〉を表して

いる。 

以上，中国語の「眼」は視覚行為の〈道具〉を表

すことから，メトニミーに基づき，視覚行為に要求

される〈能力〉（〈視力〉），〈方法〉（〈見方〉），視覚

行為の結果生じる〈生産物〉（〈視線〉），視覚行為に

伴う能力が作用する〈範囲〉（〈視界・視野〉）へ拡

張する。それぞれの意味はさらにメタファーまたは

シネクドキーに基づいて，高次認識行為に関わる意

味（〈鑑識力・判断力〉，〈判断・解釈の仕方〉，〈注

意・関心〉，〈鑑識力・判断力の及ぶ範囲〉）へ拡張

することを見てきた。これらの意味は日本語の

「目」が表す意味と対応している。 

このほか，中国語の「眼」は視覚行為のフレーム

において，視覚行為の〈道具〉を用いて，視覚行為

の〈行為者〉を表すことがある。また，図 2から分

かるように，日本語の「目」が表す〈視覚対象〉と

いう意味は中国語にないものである。これについて

は，有薗（2013）の議論を参考にし，次章で取り

上げる。 

 

3. 視覚器官〈目〉の意味拡張に見られる
相違点 

 

3．1．中国語にない日本語の意味 

まず，以下の表現を用いて，中国語にない日本語

の意味を確認する。 

 

（10）見た目，ひどい目に合う 

（11）台風の目，騒動の目 

（12）サイコロの目，秤目 

 

（10）はそれぞれ〈外から見たようす・感じ〉，

〈嫌な経験をする〉という意味を表し，「目」は目に

見えた〈人〉，〈物事〉に出会った体験を表してい

る。つまり，視覚行為の〈道具〉を用いて，その行

為の〈対象〉（静的である〈対象の外見〉と動的で

ある〈対象としての出来事の経過〉）を表してい

る。視覚器官としての「目」の機能的な側面に注目

し，メトニミーに基づいて，視覚行為のフレームに

おける〈視覚対象〉を表しているのである。 

（11）の「台風の目」，「騒動の目」の「目」は

〈動きの中心にあるもの〉を意味する。「目」は人間

の顔における重要な部位として際立ち，その重要度

が高いことからみると，これは「目」の位置的な側

面に焦点を当て，メタファーに基づいて拡張した意

味であると言えよう。 

（12）では，「サイコロの目」の「目」は〈サイ

コロの面につけられた一から六までの点〉を指して

いる。また「秤目」のように，物差しや秤などの計

量器に打った，量を読むための刻みのしるしも

「目」という。これらの表現は「目」の形状的な側

面に焦点を当て，メタファーに基づき，〈点状ある

いは線状のしるし〉という意味に拡張したのであ

る。 

 

3．2．日本語にない中国語の意味 

次に，以下の表現から日本語にない中国語の意味

を見てみよう。 

 

（13）针眼儿，泉眼  

  針の穴，湧出口 

（14） 节骨眼儿，字眼 

    肝心なところ，言葉遣い 

  

（13）の「针眼儿」，「泉眼」の「眼」は〈小さな

穴〉を意味している。これは「眼」の形状的な側面

に焦点を当て，メタファーに基づいて拡張した意味
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である。 

（14）の「节骨眼儿」，「字眼」の「眼」は〈肝要

な点，かなめ〉を表し，「眼」は心の窓であると言

われるほど，重要な器官であるから，この意味に拡

張したのは，「眼」の位置的な側面に焦点が当てら

れ，メタファーによる意味拡張である。 

以上，日本語の「目」と中国語の「眼」の用法に

見られる相違点5を分析した。 

 

4．おわりに 

本研究では，有薗（2013）が提示した行為のフ

レームを用い，中国語の「眼」はそれに基づいてど

のような意味に拡張しているかについて，日本語の

「目」が拡張した意味と対照しながら検討してき

た。 

日本語の「目」と中国語の「眼」は本来視覚行為

の道具であり，視覚行為の行為者や手段・方法な

                                                           

5  上に述べたように，このほかにも，日本語の「目」の
接尾辞としての用法，中国語の「眼」の助数詞として
の用法は両言語の相違点として挙げられるが，詳しく
は支，吉田（2003）を参照。本研究では，このような
周辺的な用法は触れる程度にとどめておく。 

ど，ほかの要素と一緒に視覚行為のフレームを構成

している。我々はある対象を把握する際に，その対

象を直接把握するのに何らかの困難を伴う場合，別

のより把握しやすいもの，あるいはすでによくわ

かっているものを参照点として活用し，本来把握し

たい対象を捉えるという認知能力を持っている（籾

山，2002）。このような参照点能力は人間の基本的

な認知能力であり，言語的活動において遍在的に用

いられている。 

例えば，視覚行為を行う時，その能力や手段・方

法などは抽象的であるため，より把握しにくい対象

である。従って，人間の体において機能的に働く道

具としての「目」が優先的にメトニミーの媒体とし

て選ばれ，視覚行為に必要な能力，手段・方法，そ

して行為の結果生じる生産物などを表すのである。

以上の分析結果を踏まえ，日本語の「目」と中国語

の「眼」の意味拡張をまとめたのが，図 3 である

（実線の矢印はメトニミー，点線の矢印はメタ

ファーまたはシネクドキーによる拡張を表す）。 

両者の意味拡張に見られる共通点として以下の 3

点が挙げられる。 

 

1．「目」と「眼」は視覚行為の〈道具〉を表す

中国語の「眼」 日本語の「目」

＜高次認識行為＞ ＜視覚行為＞ ＜視覚行為＞ ＜高次認識行為＞

＜鑑識力・判断力＞ ＜視力＞ ＜視力＞ ＜鑑識力・判断力＞

＜判断・解釈の仕方＞ ＜見方＞ ＜見方＞ ＜判断・解釈の仕方＞

＜注意・関心＞ ＜視線＞ 機 ＜視線＞ ＜注意・関心＞

＜鑑識力・判断力 ＜視界・ 能 ＜視界・ ＜鑑識力・判断力

の及ぶ範囲＞ 視野＞ 視野＞ の及ぶ範囲＞

＜行為者＞ ＜視覚対象＞

＜かなめ＞ 位置 ＜動きの中心＞

＜小さな穴＞ 形状 ＜点状あるいは線状のしるし＞

図 3 日本語の「目」と中国語の「眼」の意味拡張 
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ことから，メトニミーに基づき，視覚行為に

要求される〈能力〉（〈視力〉），〈方法〉（〈見

方〉），視覚行為の結果生じる〈生産物〉（〈視

線〉），視覚行為に伴う能力が作用する〈範囲〉

（〈視界・視野〉）へ拡張する。 

2．視覚行為に関わる意味がメタファーまたはシ

ネクドキーに基づき，高次認識行為に関わる

意味，つまり，〈鑑識力・判断力〉，〈判断・解

釈の仕方〉，〈注意・関心〉，〈鑑識力・判断力

の及ぶ範囲〉へ拡張する。1，2 はともに視覚

器官という「目」と「眼」の機能的な側面に

焦点を当てた意味拡張である。 

3，両言語はまた「目」や「眼」の位置的な側面

や形状的な側面に焦点を当て，意味が拡張す

るが，全体からみて，機能的な側面に焦点を

当てた意味拡張が「目」や「眼」の意味の中

核部分をなしている。 

 

一方，相違点を見ると，日本語の「目」は視覚行

為のフレームにおいて，視覚行為の〈道具〉を表す

形式で，視覚行為の〈対象〉を表すことがある。こ

れに対し，中国語の「眼」は視覚行為のフレームに

おいて，視覚行為の〈道具〉を表す形式で，視覚行

為の〈行為者〉を表すことがある。 

また，目の位置的な側面に焦点を当て，顔におけ

る重要な部位として重要度が高いことから，メタ

ファーに基づく意味拡張が起こる。同様に，目の形

状的な側面に焦点を当て，メタファーに基づく意味

拡張が起こるが，それぞれ拡張した意味は両言語の

間で対応していない。 

今回考察した結果，日本語の「目」や中国語の

「眼」が拡張した意味同士には視覚行為のフレーム

における関連性がみられ，そして，基本義から派生

義までの拡張プロセスについて，両言語は同様であ

るという結論に至った。つまり，有薗（2013）が

提示した行為のフレームは，「目」，「耳」，「鼻」と

いう日本語の身体部位詞の意味拡張のプロセスが明

らかになるだけでなく，中国語の身体部位詞の解明

にも適用可能であるのかを検証した。 

また，筆者の見解によれば，身体部位詞「手」に

関しても，やはり同様の結論が導かれた6。身体部

位を表す〈手〉という基本義から，〈人〉，〈手段・

方法〉，〈腕前〉へと意味が拡張することが，両言語

の間に共通している。つまり，「手」は行為のフ

レームに基づき，何らかの行為に用いる道具を表す

ことから，メトニミーによってその行為を行う人，

その行為に要求される方法，その行為に要求される

能力や技術を表しており，両言語において，拡張の

プロセスは同じである。このように，行為のフレー

ムに基づき，「目」，「手」などの身体部位詞の意味

拡張が起こり，そのプロセスは両言語に共通する。 

言語習得において，語彙を学ぶことの重要性は言

うまでもないことであろう。今回は語彙習得上，特

に難しいとされる多義性を持つ語に対して考察を

行った。習得順番から見ると，学習者はまず初級段

階で「目」，「手」，「口」などの基本語彙を習得す

る。語彙が増加するにつれ，「目が高い」，「目を移

す」，「汚い手を使う」，「口が悪い」など様々な慣用

表現に接触する。これらの慣用表現は全体で決まっ

た意味として使われているが，その全体の意味に

「目」，「手」，「口」という構成要素の意味が貢献す

る部分が多い。この段階で，「目」，「手」，「口」の

多義性が認識されるようになる。しかし，基本的意

味や用法はすぐに習得できるが，慣用的な表現に

様々な派生義として使用される場合は，その習得が

難しくなり，記憶するのに時間がかかる。 

従来の語彙学習に目を転じれば，中国語訳の機械

的な丸暗記が広く行われている。だが，丸暗記は，

語彙の増加に有効な側面がある一方で，学習者に過

度の負担を強いることになり，時には丸暗記を繰り

                                                           

6  呉琳（2014）を参照。 
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返したことで学習者の好奇心を失わせてしまうとい

う弊害もある。特に，身体部位詞を含む表現は両言

語において数多く存在し，支，吉田（2003）の調

査によると，「目」を含む慣用句だけでも日本語に

は 155 句，中国語には 101 句あるという。従っ

て，より効率的に習得させるためには，学習者の表

現に対する理解を深め，表現の意味が生じるメカニ

ズムを明らかにする工夫が必要である。 

例えば，「目」を含む日本語の表現において，

「目」は様々な意味に拡張しているが，中国語にお

いても同様の拡張プロセスが見られるので，共有し

た身体感覚から理解することが可能である。また，

基本義から拡張した多くの意味が目の機能に重点を

置いているということは，視覚器官として機能的に

働く「目」の身体における重要性によるものであろ

う。このように，我々は共通の身体感覚を持てば，

共通の意味基盤を持つのである。 

しばしば指摘されるが，言語教育は，言語の文

字，音声，語彙といった言語そのものの全般を教え

るだけでなく，言語の背後にある発想や文化に対す

る理解も大切である。従って，日本語の記述や言語

習得などの研究以外にも，学習者の母語を分析的に

見る必要がある。中国人による日本語学習には，学

習者の母語である中国語を視野に入れ，中国語によ

るプラスの転移とマイナスの転移を体系的に捉える

ことが，学習効率を高めるのに有効であると考えら

れる。そうすることにより，母語の干渉や習得上の

困難点が予測でき，類似点や共通点についての認識

もなされる。その結果，効率的な学習につながると

思われる。 

日本語教育の目的は，日本語の運用能力を身に付

けた日本語使用者の育成にのみあるのではない。そ

れは同時に，母国語のレベルをも高め，両国語の共

通点と相違点とを認識し，両言語を正しく置き換え

られる言語運用力や文化的知識を備えた人材の育成

にあるべきことを最後に付言し，本論を終えたい。 
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Polysemy of body part vocabulary and their acquisition: A comparative 

study of the words “eye” in Japanese and Chinese 
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Abstract 

According to previous studies, body part vocabulary has many possible meanings. It will be a 

burden on learners if they just recite these meanings unthinkingly. This paper, on the basis of 

the previous studies, has analyzed the reason for the occurrence of polysemy of body part 

vocabulary. Along with it addresses differences & commonalities in the semantic extensions of 

the words “eye” between Japanese & Chinese, and discusses the extension process. 

As can be seen from Arizono’s (2013) study, the words “eye”, “ear” and “nose” in 

Japanese extend their meanings basing on the action frame. This paper verifies that the action 

frame is also available to body part vocabulary in Chinese. This study not only deepens the 

understanding and interpretation of the word “eye” but also benefits the lexical learning and 

teaching. 
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