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中日両国語における「性向語彙」についての対照研究
「働き者」を中心に
施 暉・欒 竹 民

A Comparative Study of “Gender-based Phrases”
in Chinese and Japanese :
With “Capable People” as the Focus
Hui SHI , Zhu Min LUAN
This study finds that the extent of the vocabulary, variety, and production of gender-based phrases in Chinese
exceeds that in Japanese. In a case study of the phrase “capable people”, a phrase with positive connotations, there is
evidence to show that it is also associated with a considerable number of negative evaluative phrases in both Chinese
and Japanese, especially in Japanese. This reflects a change from positive to negative, conforming to the principle of
diminishing slant. Negative evaluations constitute a major feature of gender-based phrases, highlighting the negation
principle lying at the deep level of Chinese and Japanese cultures.
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Ⅰ．はじめに
人間にとっての語彙体系は、その生活の必然に応
じた生活語彙体系とも捉えられる 1。その中で、対

対する価値観や理想的な人間像を解明することが可
能となる。

人評価の有り様を表す言葉として「性向語彙」と呼

性向語彙についての先行の研究を振り返って見る

ばれるが、性向語彙とは、生まれつきの性格や日頃

と、これまで日本の研究者 2 によって、日本語の性

の振る舞い、人柄などを評価の観点から捉えて表現

向語彙の特徴を解明するために、その材料として地

する言葉の総体を指す。これらの語彙は、単なる対

域社会における方言に限定して実態調査と比較が盛

人評価語彙として機能するだけでなく、同時に、自

んに行われて、性向語彙の地域言語研究においては

らが行動する場合の行動モラルの具体的な指標とし

著しい成果が挙げられている。これらによって日本

ても機能するものである。従って、性向語彙は、他

人の対人評価意識の解明、ひいては日本人の人間観

者に対しては評価として機能し、自己に対しては行

を科学的に分析することが可能となり、多角的な方

動規範として働いていて、性質を異にする 2 種のモ

面から日本人、日本社会、日本文化を見ることがで

ラルの具体的な表象ないしはシステムとして存立し

きるようになった。しかしながら、現在、日本語に

ているように見える。しかし、実はそれ自身すべて

おける性向語彙についての研究は、大部分が「方言

の成員に共通に適用される集団的規範（社会的規範

性向語彙」の研究に傾斜しており、共通語及び他国

としての指向価値）の記号システムないしは記号的

語との比較対照研究に関しては全く行われていない

メカニズムであると解される（室山 2000）。つまり、

と言っても過言ではない。

性向語彙の精緻な構造分析を通して、それぞれの言

このような現状に対し、室山敏昭 3 氏は他地域の

語文化における行動原理や対人評価、更には労働に

性向語彙の記述、分析、体系化と相互間の比較研究

キーワード：負性の原理、人並みの価値指向、勤労意識
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の必要性について、次のように力説されている。「異

語彙についての比較研究を行うことは重要且つ必要

文化間のコミュニケーションを円滑に推進するため

である。本文はその一環として先ず中日両言語にお

にも、「性向語彙」という表象によって、個々の文

ける「働き者」に対しての評価語－性向語彙に焦点

化におけるミクロな差異を明らかにしていくことが

を絞って比較を通して両国の共通点と相違点を解明

必要とされよう。異文化間の接触が進めば進むほど、

すると同時に、各自の勤労意識、労働規範の特質等

ミクロな差異の相互関係が重要になってくるからで

にも迫ってみたい。

ある。したがって、今、早急になすべきことは、日

次項では、中日両言語における「働き者」の性向

本の地域社会はもとよりのこと、地球上に存在する

語彙についての分析と比較に先立って中日両国の

多くの地域社会を対象とした「性向語彙」の綿密な

人々が日常生活の中で用いている性向語彙の全体像

個別的記述である。それらの結果を総合的に分析し

を把捉すべく、調査、収集によって得られた性向語

ていくことこそ、異文化の共存の将来の方向を予測

彙について統計的手法を使い、語彙量や使用の特徴

させるものとなろう」（室山 1999:27）。

等を抽出、記述した上で、二言語の共通点と相違点

4

この示唆を受け、本研究 は中国・日本・韓国三

の解析に努める。主として、中国語と日本語の共通

言語間の比較を通じて、多言語間の性向語彙のシ

語における性向語彙の使用量（語彙数）を中心に取

ソーラス（性向語彙の生成、意味用法、）を解明す

り上げ、日常生活の場面において対人評価を行う場

るための比較研究の試みとして位置付けられる。つ

合、両国人の対人評価に関する着眼点（関心の焦点）

まり、中・日・韓三国は、歴史的、文化的な背景が

を比較することによって、その行動モラルのメカニ

異なるが、同じアジアに隣接し、古くからの交流が

ズム、社会的規範、理想的人間像などを実証的に探

盛んに行われてきた事実を踏まえながら、言語使用

ろうとする。

面においての意識調査を通じて、言語と文化の関連
性を見出し、実証することができると考えられる。

Ⅱ．調査概況と計量分析

「物知り、怠け者、利口」等のような性向語彙は
どの言語にも存在している。言うまでもなく中・日・

１．調査概況

韓三言語とて例外ではなく、その語彙数は大量であ

アンケート調査は 2003 年 7 月から 2010 年 10 月

るのみならず、それぞれ多様多彩に富んだ特徴も具

にかけて 408 名の中日両国人（社会人それぞれ 104

わっている。意味と評価という特質を具する性向語

名、年齢層：30 代、40 代、50 代、60 代以上、男女

彙を通してその国、民族及び社会の深層に潜んでい

各 13 名、大学生それぞれ 100 名、男女各 50 名）を

る価値観、人生観、道徳観や行動規範等が反映され

対象に、日常的に使用する（共通語の）対人評価語

る。性向語彙は「対人評価語彙」とも称され、その

彙について、アンケート用紙に「性向語彙」を記入

国の人の「対人評価の実態とその構造的特質を言語

させる形式で行った。つまり、巻末に添付してある

の側にあって最も具体的かつ端的に示すものであり、

調査表に列挙されている意味項目に当てはまると思

他者の生まれつきの性格や日ごろの態度、振舞いな

う対人評価語を自由に記入する方法を取った。更に

どを評価の意識に基づいて把握し、表現する言葉の

追加調査として表記や評価度合い等を巡って面接調

まとまりである」（室山 2000:6）とされる。尚、性

査も実施した。調査表は室山氏が日本方言調査のた

向語彙に関する多言語間の対照研究の重要性と意義

めに構築した 106 意味項目を踏まえながら、中日両

についても室山敏昭氏は「＜性向語彙＞の比較研究

国文化等の特徴を表出できる 5 意味項目を加えて合

が極めて重要な意味を持つことになると考えられる。

計 111 意味項目から構成されたものである（文末に

なぜなら、＜性向語彙＞の構造分析と深い解釈を通

添付してある調査票を参照）。その下位分類に対し

して、世界の諸民族の＜人間観＞と＜労働観＞の世

て上位分類としては「Ⅰ . 動作・行為の様態に関す

界像認識が明確に見えてくる可能性が存するからで

るもの、Ⅱ . 言語活動の様態に関するもの、Ⅲ . 精

ある。それだけではない。世界の諸民族の＜秩序構

神の在り方に関するものという三つの意味分野に大

成＞の構成原理を客観的に把握することもまた、可

きく分節し、各意味分野の内部を 4 段階からなる階

能になると考えられるからである」（室山 2000:253）

層構造に組替え、全体を立体的な構造体として構築

と解き明かしている。従って、異なる言語間の性向

したもの」（室山 2000:50）となっている。

中日両国語における「性向語彙」についての対照研究

２．計量分析
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返し使われる語彙数の多いということが主たる要因

性向語彙の量的特徴を把握するにはその使用量、

であると言えるが、それのみならず、同じ語がいく

使用頻度及び使用範囲というような量的な観点から

つもの意味項目に跨って多く見られ、「同形異義語」

の調査、分析が必要で且つ不可欠である。それは性

が大量に存在していることもその一因でもあると考

向語彙の量的調査、分析を通して、人々が注目、関

えられる。換言すれば、中日両国人は対人評価の如

心を寄せる意味分野とそうでない意味分野を明らか

何に応じて同じ性向語彙を上手に使い分けていると

にすることができ、また、使用量の多寡、使用頻度

言えよう。例えば、「変わり者」という対人評価語

の高低からその社会的規範や価値指向も垣間見得る

は各々第 37「滑稽な事をする人」、第 85「強情な人・

所以であろう。因って、調査では先ず両国の 111 意

頑固者」、第 98「人付き合いの悪い人」、第 104「ひ

味項目に現れた性向語彙について計量的に分析を行

ねくれ者」、第 107「気難しい人」及び第 110「個性

い、その総語彙量を求めた上で男女使用差を明らか

の強い人」といった 6 もの意味項目に亘って登場し

にする。語彙数を統計処理するに際して、延べ語数

ているが、その分多義性と広義性を表すこととなる。

と異なり語数という両視点に立って計量に当たった。

国別に見れば、中国語の延べ語数は 17833 語あって、

延べ語数とは語彙の多様性を無視し、同じ単語でも

日本語の 12926 語より 4907 語多い。つまり、中国

用いられる度ごとに加算して得られる総数で統計す

人の対人評価においては、多義の同形語が多用され

る方法である。即ち、各意味項目に対しての語彙の

て表現の固定的傾向性が看取されているようである。

使用量から人々の対人評価の関心度を測ることがで

男女共有語数に目を転じてみれば中日両国語では

きる。一方、異なり語数とは言葉の多様性に焦点を

それぞれ 1611 語で 21.1％と 1058 語で 15.2％となり、

当てて、同じ単語が何回用いられてもこれを一語と

中国語より日本語の方で性差が一層鮮明であること

カウントし、全体で異なる単語がいくつあるかを集

が示唆されているが、性差があると言われる日本語

計するやり方である。この統計法によって、各語の

としての然るべき結果である。対して、中国語は日

使用量と頻度、造語法、また語の種類から各意味項

本語と異なり性差のあまりない言語であると知られ

目についての注目度、関心度の度合いを判断するこ

ているが、性向語彙に限って見れば男女による差異

とができる。

が明白となり、男女の独有語が大量に存在している

統計の結果から次のことが判明した。両国人とも

ことは、注目に値すべきことであると同時に、中国

大量の性向語彙を持っており、対人評価という言語

語には果たして性差がないのかという点についても

行為を積極的に営んでいることが明らかになったが、

再考を要する。

中国語の性向語彙は異なり語数といい、延べ語数と

更に、今回の調査によって中日両国語における性

いい、いずれも日本語より多く生産性に富んでいる

向語彙は「馬鹿、怠け者、おしゃべり」などのよう

と言ってよい。更に注目すべきことは延べ語数が異

なマイナス評価語が「働き者、正直者、上手な人」

なり語数を大幅に上回っている点で、これは言うま

といったようなプラス評価語を遥かに超えているこ

でもなく中日両国人の間で同じ性向語彙として繰り

とが分かった。加えて、異なり語数の 111 意味項目

表1.  中日両国語における性向語彙の総語彙数
総語彙数

中

国

日

男女共有語

男

女

異なり語数

4549

4705

1611

異なり語数の割合

60%

61.6%

21.1%

延べ語数

9511

8322

53.3%

46.7%

延べ語数の割合

合計
7643

17833

本

男

女

男女共有語

4013

3987

1058

58%

57%

15.2%

6336

6590

49%

51%

合計
6942

12926
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においてもその語彙量として最多の 10 意味項目の
5

将に大任を是の人に降さんとするや、必ず先ず其の

中でマイナス評価が圧倒的に多かった 。そればか

心志を苦しめ、其の筋骨を労せしめ、其の体膚を餓

りか、たとえプラス評価意味項目にも少なからぬマ

えしめ、其の身を空乏にし）」。つまり、勤労倹約は

イナス評価語が現れている。斯様な「下降性傾斜の

中華民族の伝統的美徳であり、人々の情操を陶冶

原理」（負性の原理）」は日本方言においても明らか

し、人格を磨くのみならず、儒家思想が唱導してい

6

に機能していると確認されている 。このようなマ

る「立身、斉家、治国」の根幹でもある。中国人は

イナス評価は中日両国の性向語彙を織り成す顕著な

「勤労倹約」について独特で且つ深い認識を持って

特質で、中日両国社会においてマイナス的な価値指

いると言えよう。例えば『尚書 · 大禹漠』に「克勤

向が根付いていることも物語っている。

于邦，克倹于家（克く邦に勤め、克く家に倹にして）」、
『左氏伝 · 宣公十二年』に「民生在勤、勤則不匱（民

Ⅲ．
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生は勤むるに在り。勤むれば則ち匱しからず）」、
「克
勤無怠、以垂憲乃後（克く勤めて怠ること無く、以

性向語彙は社会や文化等を投影する鏡として、当

て憲を乃の後に垂れよ）」とあり、また鄭玄の『戒

然ながらその表現形式、意味用法等に人々の価値指

子益恩書』にも「勤力務時、無恤飢寒」とあるよう

向が潜んでおり、人々の生活様式や行動原理等もそ

に、勤勉であれば、飢寒の虞なしと力説されている。

の中に染み込んでいる。「語言本身是中性的，併不

更に中国において古今に亘って幅広く愛読されてい

存在正負之分，但語言的使用者却可以按照其社会観

る啓蒙書『三字経』においても「尚勤学（勤学を貴

念和価値観念，賦与語言一定的語義色彩（言葉自体

ぶ）」と訴え、「学且勤、自勤苦（学び且つ勤む、自

は中性的なものであり、正と負という使い分けがな

ら勤め苦む」と提唱されている。また、松本一男

いものの、言葉の使用者がその社会的規範や価値観

氏がその著書『中国人と日本人』においても「勤

等に則って言葉に正負等の多様な意味合いを付与す

勉」を中国人について特筆すべき長所であると称え

る）筆者訳」（王暁朝 2006:268）と説かれているよ

ている（1987）。更に、ポルトガル出身のイエズス

うに中日両国の「働き者」に対する評価語を巡って、

会の宣教師ジョアン・ロドリゲス（Joāo Rodriguez，

プラス（正）、マイナス（負）及びニュートラル（中

1561 ～ 1634）は歴史的観点から中日両国人を比べ

性）という評価視点（関心の焦点）に立脚して、分

た結果、中国人は「器用さ精励さ」という国民性

析、比較を行い、両国人の勤労意識、価値指向及び

を有する人々であると称賛している（2000）。因っ

理想像を探ってみたい。

て、「勤勉倹約」は中国人の不変の価値観として長

言うまでもなく、勤労意識と言えば、どの民族に

い歴史の中で貫徹され、重要視されていると言えよ

もある。中国人は悠久の歴史の中で「勤労」を名誉

う。それに対して、日本は夙に儒教思想を受け入れ、

とし、「怠惰」を恥とするという価値観を築き上げ

その影響を受けてきたのである。その故に、日本人

ている。このような「勤労、勤学」という価値観念

も中国人と同様、「勤勉」を尚び、「怠惰」を貶すと

は変わることなく儒家の典籍、子孫末裔を教育する

いう民族性があると、古くから外国人から高評され

ために書き記され、家訓・家法として人々の日常生

ている。例えば、スウエーデンの植物学者等で著名

活の中に深く浸透し、根付いているのである。正に

であるカール・ペーター・ツンベルグ（Carl Peter

「中国人歴来就以勤労節倹、廉明正直著称于世。他

Thunberg，1743 ～ 1828）がその『ツンベルグ日本

們以労働自立自強、形成了熱愛労働、吃苦耐労、誠

紀行』において日本人には「よく働く」という特質

実勤奮的優秀品質（中国人は古来「勤労倹約、清廉

があると指摘した上で、更に従順、正義愛好、ある

潔白、誠実正直を以て世に知られ、よく働き、自立

程度の自由主張、活動的、質素、経済的、誠実、勇気、

自彊をモットーとして、労働を愛し、忍耐強く苦労

賢明などの民族性も並べて称揚した（2000）。ドイ

に耐え、誠実で且つ勤勉であるという優れた品格

ツ人シーボルトもその著書『日本』において日本人

が出来上がった」（張岱年・方克立 1994:288）と指

の勤勉、節度、気前のよさ等の特徴を取り上げて称

摘された通りである。『孟子・告子下』にも次のよ

えていた（2000）。現代でも日本人は「勤勉」を以

うに説かれている。「故天降大任于是人也、必先苦

て世に名を馳せ、括目すべき日本経済の復興、奇跡

其心志、労其筋骨、餓其体膚、空乏其身（故に天の

を作り上げてきた。そのあまりにもよく働くことで

中日両国語における「性向語彙」についての対照研究
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人１倍仕事に熱中する人 ― 過剰価値

ニマル」とまで揶揄されている。日本人はこのよう

↓

  【下降】

働き者 ― 指向価値 ―（人並み）

な「敬業愛業（真面目に働き、仕事を大事にする）」、

↑

「苦労を厭わずに頑張る」「こつこつ働く」という勤

  【転換】

怠け者 ― 過小価値

勉な国民性があって初めて日本を世界の経済大国に
まで築き上げることができるようになったと言って
よい。言い換えれば、経済大国の座を獲得でき、支

つまり、日本の地域社会では「指向価値」が評価

えたのは外でもなく日本人の勤労意識に因るもので

される対象となると考えられるが、これについて「誰

あろう。尚、かかる古き良き伝統を受け継ぎ、広め

もが協働できる＜平準的な労働＞を地域社会におけ

るべく、日本では会社の入社教育においても学校教

る労働秩序の規範（指向価値）として位置づけ、そ

育においても「自ずと働き、進んで仕事する」とい

れから逸脱する＜過小価値＞と＜過剰価値＞を設定

う現代社会を生きる若者の勤労意識を育むように心

し、それを共に否定することによって地域社会の成

掛けているのである。それについては日本の小中学

員に共通して課せられる＜指向価値＞を鮮明に焦点

校の道徳教育指導要領からもその一斑を覗うことも

化しそこへ収斂するという、実に巧みなメカニズム

できよう。例えば、「働くことの大切さを知り、進

である」（室山 2000:62）と解される。言わば人並み

んでみんなのために働く」（3、4 学年）、「働くこと

の労働は「指向価値」と見なすが、働き過ぎれば、
「過

の意義を理解し、社会に奉仕する喜びを知って公共

剰価値」となり、怠けたりすると「過小価値」となる。

のために役に立つことをする」（5、6 学年）、「勤労
の尊さや意義を理解し、奉仕の精神をもって公共の

１．中国語の「働き者」について（異なり語数 98 語、

福祉と社会の発展にと努める」（中学生）等が挙げ

延べ語数 272 語）

られる。
但し、日本の方言社会における勤労意識について

下記の表はプラス（正）、マイナス（負）及びニュー

は決して誰よりもよく働くということを称えるわけ

トラル（中性）という三つの評価視点から中国語に

ではなく、「人並み」の働きの方が却って評価に値

おける「働き者」の性向語彙について分類したもの

すべきであるといったような勤労観が社会的通念と

である 7。

なっているようである。これに関して室山敏昭氏が

中国語の「働き者」に関しての対人評価語におい

日本方言の性向語彙を調査、分析した結果、「仕事

てプラス評価語は 82 語に達して、全体の 84.6％を

に対する意欲・能力のある人」についての評価基準

占めている。これは「働き者」がプラス評価の意味

は次のような構造図となる（室山 2000:63）。

項目として然るべき数値である。とはいえ留意すべ

表2.  （正）（異なり語数82語）
労模
模範的労働
者 60

老黄牛
牛のように
よく働く人
14

能手
働き者 11

標兵
模範的労働
者の称号の
一つ 10

三八紅旗手
模範的女性
の称号 8

労働模範
模範的労働
者8

強人
高い能力の
ある人 8

能人
よくできる
人8

紅旗手
模範的労働
者の称号の
一つ 7

能干
よく働く 6

好把式
やり手 5

不知累的人
疲れを知ら
ない人 5

干練
てきぱきす
る3

先進工作者
先進的労働
者の称号 3

能工巧匠
名匠、名工
3

高手
名人 3

模範
各種の模範
的労働者等
3

玩活儿
真面目 2

技工
技術者 2

頂梁柱
大黒柱 2

吃苦耐労
苦労を厭わ
ない 2

麻利
仕事速い 2

本事人
能力のある
人2

先進个人
団体に対し
て先進的個
人の称号 2

利落
手早い 2

強
強い、優れ
る2

巧手
巧みな人 2

人才
人材 2

農民
農民 2

敬業的人
真面目に働
く人 2

厲害
すごい 2

好手
名手、腕利
き2

行家里手
玄人 2

精英
優れた人 2

内行
プロ 2

棒
立派 1
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精明
要領がいい
1

工人
労働者 1

勤勤懇懇
一所懸命 1

巧手的人
器用な人 1

任労任怨
献身的 1

高級技工
高級技術者
1

大能人
とても上手
い人 1

聖手
神の手、名
人1

台柱子
中堅 1

超人
超人 1

勤快的人
勤勉な人 1

精明強干
凄腕 1

心霊手巧
賢くて器用
1

里外一把手
敏腕 1

雷鋒
自己犠牲的
な精神で人
民に奉仕す
る人の代名
詞1

榜様
モデル、手
本1

真強
本当にすご
い1

強者
剛腕 1

火火的
全力で 1

有事業心
積極的 1

有韌勁儿
忍耐強い 1

不怕苦累
苦労、疲れ
を厭わない
1

積極向上
積極的で向
上する 1

兢兢業業
真面目で着
実1

能者
できる人 1

精干
凄玉 1

仔細
細かい 1

勤快
勤勉 1

有責任感
責任感ある
1

十大傑出青
年
若者の手本
としての十
人の優れた
青年の称号
1

積極上進
積極的で進
歩する 1

勤奮的人
孺子牛
有本事
勤勉で奮闘 （親が牛に扮 有能な人 1
する人 1
して子供を
喜ばせるよ
うな）献身
的な人

有能耐
有能 1

高能人
能力の高い
人1

推土机
ブルドー
ザー 1

棟梁之才
重責を担う
人1

高級人才
優秀な人材
1

能干的人
働き者 1

女中豪傑
女傑 1

利索
手際よい 1

厨師
コック、料
理人 1

勤快人

勤勉な人 1

勤奮能干
勤勉で頑張
る1

快手
仕事が速い
人1

（注：表中の数字は延べ語数を表すもの、以下同）
表3.  （負）（異なり語数6語）
牛叉
度外れ 1

牲口
家畜 1

老憨牛
鈍牛みたいな頑固
者、愚か者 1

呆傻
あほ 1

傻
馬鹿 1

白骨精
『西遊記』に登場す
る白骨の妖怪 1

表4.  （中性）（異なり語数10語）
牛人
凄い人 2

拼命三郎
牛
女強人
工作狂
蜜蜂
我武者羅に 働き蜂 1
牛みたい 2 キャリア
仕事マニ
ウーマン 2 ア、仕事バ 頑張る者 1
カ2

大腕
大物 1

鬼才
鬼才 1

万金油
老牛
何でもでき 牛（馬）の
る人 1
ように働く
者1

きことに、語数として少量ではあるがマイナス評価

イナス性向語彙を通して「人並み」の働きで、働き

語と中性評価語もそれぞれ 6 語、10 語見られ、称賛、

過ぎないように人々に諭し、労働秩序、共同労働の

評価するという一辺倒ではないことが明らかである。

協働性、穏やかな人間関係等を構築、維持しようと

つまり、中国人はその労働価値観として一途に「よ

するのである。例えば「牲口（家畜）、老憨牛（牛

く働く」ことを追求するのではないし、また働けば

みたいな頑固者、愚か者）等のようなマイナス性向

働くほどよいという価値指向でもなく、「過剰価値」

語彙は仕事にだけ熱中したり、働き過ぎたりするよ

が存在 ･ 機能していると言えよう。この「過剰価値」

うな人間を揶揄、風刺すると同時に、斯様な人が「傻

の働きによって、プラス評価に値すべき「働き者」

（馬鹿）、呆傻（あほ）」と見下される。それだけで

の性向語彙にはプラス評価語のみならず、マイナス

はなく「老牛（牛馬のように働く者）、拼命三郎（我

評価語も現れている所以である。中国人は斯様なマ

武者羅に頑張る者）」にならずに、程よく人並みに
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109

仕事をしたりするように諌め、戒めることにもなる。

常生活において人を励ましたり、称えたりするのに

マイナス評価語に対して、プラス性向語彙につい

頻用されるばかりか、「何かにつけて日本人は「頑

ては次の如き評価視点が挙げられる。
Ⅰ勤勉で努力する人
１多様な模範的労働者、手本

張ります」「頑張れよ」と言います。挨拶代りの代
表格です」（芳賀 2004:133）とまでなっている。つ
まり、「頑張る」は「働き者」に対しての評価語と

プラス評価語の示すように、中国人の理想的な「働

して最も代表的な性向語彙の一つであり中国語にお

き者」は中国で各分野において、生産や技術開発に

ける各種の「労働模範」のような栄光や鮮やかなイ

顕著な成績を収めた者（男女別、年齢別）に様々な

メージを伴うことなく、地味で誰もができるという

表彰の称号が与えられ選出されて「労働模範（模範

ような特徴を持っている。このような「頑張る」は

的労働者）、標兵（労働者の手本）」等となる。その

中国語にはそれに対応できる固定的な表現形式がな

人たちは「働き者」の中で最も代表格であり主たる

く、場面や文脈等に応じて訳すらしい。それに対し

評価基準ともなる。この点については当該意味項目

て日本においては「頑張り屋」が至る所で目に留ま

の異なり語彙と延べ語彙の使用量と使用頻度から察

り、
「働き者」のプラス評価語として多用されている。

知される。「労模（模範的労働者）」が延べ語数 60

2「工人（労働者）、農民、技工（技術者）」等の

語で、延べ語彙として最多となり､次いで、
「標兵（模

ような職業特徴のある人

範的労働者の称号の一つ）」が 10 語、
「労働模範（模

社会主義の中国では「労働者、農民」は体制を支

範的労働者）」が 8 語、「三八紅旗手（模範的女性の

える基幹であり国家の主人公であるため、特に毛沢

称号）」、「紅旗手（模範的労働者の称号の一つ）」が

東時代には「苦労を厭わなく働く」人として褒め称

7 語、
「先進工作者（先進的労働者の称号）」が 3 語、
「模

えられそのイメージが定着し、今日に至り「労働

範（各種の模範的労働者等）」が 3 語、
「先進个人（団

者、農民」が「働き者」を評価するのに用いられて

体に対して先進的個人の称号）」が 2 語、「十大傑出

いる。社会体制が違う日本では、「労働者、農民」

青年（若者の手本としての十人の優れた青年の称

のような性向語彙が作られないはずである。その他

号）」が 1 語となり、延べ語数として合計 102 語に上っ

に、中国人は「技工（技術者）、高級技工（高級技

て全語彙数の 38％を占めているということからも、

術者）、厨師（料理人）」等のような職種に注目して

中国人の目に映っている「働き者」は様々な形で推

その特徴を巧みに捉え、「上手くよく働く人」を評

薦、選出され、各種の表彰称号という栄冠を手中に

価するのに喩えているが、日本語で斯様な発想でで

収め優遇、称賛を受けモデルとして人々の注目の的、

きた性向語彙が見出せなかった。一方、上述したよ

学びの対象となるといったような人たちではあるが、

うに中国人の民族性と言えば、「勤勉さ」はその著

社会活動や日常生活において人並みに働いたり、暮

しい特質として挙げられるものの、中国語の「働き

らしたりしているようなどこにでもいる普通の人々

者」の性向語彙には「中国人」というプラス評価語

ではないことが看取される。もちろん、「労働模範」

が現れていない。対して、日本語には「働き者」の

等のような「手本、モデル」は組織の活性化、社会

プラス評価語として延べ 3 語「日本人」が登場して

の好循環、人々の進取、向上意識の高まりにとって

いる。即ち「日本人」という名称は、日本国民とい

必要且つ不可欠であるが、地道で不平不満を口にせ

う固有名詞から性向語彙に変わり、日本語の独特な

ず、諦めも投げ出しもすることなく、精一杯頑張る

対人評価語となり、「頑張って働く人」を称えるの

というような一般人も大いに評価、賛美、激励しな

に用いられる。尚、その形成は経済大国日本を築き

ければならない。下述のようにこの点について中国

上げるために、働き蜂のように我武者羅に働き、仕

人は日本人と好対照をなしており、全く異なった評

事マニアの日本人とまで揶揄されていたといった背

価視点を呈出している。日本人の「働き者」に対し

景にある。「日本人」という対人評価語の生成と使

ての性向語彙においては中国人の「労働模範」等の

用は外でもなく日本民族の自信及び価値指向の現れ

ような評価語は全く見られないが、替りに延べ語数

であると同時に、日本人の自虐的な国民性とか民族

として手本、モデルでなく、普通の人間としての「頑

自尊心の喪失とかいうような世評に対しての有力な

張り屋」が最多となっている。かかる結果、先行研

反論ともなっていると言ってよかろう。

究の言説と合致しているが、例えば「頑張る」は日

３苦労を厭わず、不平不満を口にせずに働く人
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それは「老黄牛（牛馬のようによく働く人）、孺

国の「スーパーモデル」となり、中国人の理想な人

子牛（＜親が牛に扮して子供を喜ばせるような＞献

物像とも言えよう。誠実、信用が欠落し、道徳崩壊、

身的な人）、雷鋒（自己犠牲的な精神で人民に奉仕

人間不信に陥っているという社会問題に直面してい

する人の代名詞）、勤快的人（勤勉な人）、敬業人（真

る現在の中国では、人々は「雷鋒」の生きていた時

面目に働く人）」等のような人々であろう。「老黄牛

代に憧れ、一人でも「雷鋒」のような人が多くなっ

（牛馬のようによく働く人）」は中国人の勤勉でこつ

てほしいというように切望、希求しており、中国語

こつ働く人を称える評価語の代表格とも言える。の

の性向語彙に「雷鋒」が対人評価語として数多く用

みならず、中国において献身的で全力を尽くして仕

いられている所以であろう。

事することは「老黄牛精神」としても称賛され、定

Ⅱ仕事の能力が高い

着されてはいるものの、近年来拝金主義、汚職腐敗
等が横行している中国では、「老黄牛」または「老

4 仕事の能力があり、優れた人
それは「高能人（能力の高い人）、強人（高い能

黄牛精神」は「時代遅れ」とか「頭が固い」とか揶揄、

力のある人）、超人（超人）、精英（優れた人）、頂

嘲笑の的となって、その姿が消えつつある。もう一

梁柱（大黒柱）」というような性向語彙からも察知

つ注目すべきプラス評価語は中国語の独有とも言う

される。

べき「雷鋒」である。「雷鋒」と言えば、中国では

上述した分析から中国人の目に映った「働き者」

広く知れ渡っている実在人物であり、誠心誠意で人

は多様性に富んでいるが、仕事の名人があれば、黙々

民に奉仕するモデルとして老若男女に崇められてい

と田畑を耕す「農民」、こつこつと仕事に励む「労

る。「雷锋」は新中国成立初期、中国各地の農場や

働者」といったような人もある。尚、その性向行為

工場で作業するなどの奉仕活動を続け、若くして殉

についての評価視点は下記のようなものとなる。

職し、死後、毛沢東などの共産党指導者の言葉を引

1 上手く、速く仕事する能力があること

用した日記が発見され、彼は軍人の思想的モデルと

2 苦労を厭わず勤勉であること

して大きく取り上げられるようになった。 1963 年

3 仕事好きで責任感があること

3 月 5 日に毛沢東により「向雷鋒同志学習（雷鋒同

4 努力して向上心のあること

志に学ぼう）」運動が始められた。このスローガン

5 手本としての模範的な役割を果たすこと

は殊に文化大革命中、各種新聞や学校教科書で盛ん

その中の「手本としての模範的な役割を果たすこ

に用いられ、彼は模範兵士として無私の象徴として

と」という評価視点は中国人の特有のものとして重

偶像に祭り上げられたのである。その後も今日に至

要視されていると考えられる。中国では多様な模範

るまで政府のキャンペーンで何度も用いられており、

的なモデルが作られており、彼らが先進的な役目を

3 月 5 日は「雷鋒に学ぶ日」として学生たちがボラ

果たすことによって人々の向上心が昂揚し、健康

ンテイアとなって公園や街路などの掃除をする日と

的な社会の発展 ･ 促進に繋げようという目的があり、

なっている。斯様な背景の下、「雷鋒」は中国人の

中日両国の社会体制及び価値指向の違いを見せてい

「働き者」に対しての評価語彙として登場したので

る。

ある。それに止まることなく、第 7「人一倍仕事に
熱中する人」、第 55「気前の良い人」、第 56「倹約

２．日本語の「働き者」について（異なり語数 69 語、

家」、第 59「世話好きな人」、第 99「人付き合いの

延べ語数 218 語）

よい人、親しみやすい人」、第 100「人格の優れた人」、
第 102「誠実な人、実直な人」等の意味項目にも表

中国語と同じく評価視点で、日本語における「働

れて、多用されている。特に、第 59「世話好きな

き者」の性向語彙について、下記の表のように分類

人」という意味項目においては「活雷鋒（雷鋒のよ

できる。

うな人）」が延べ語数の最多となり、55 語も数えら
れ、それに次いで、
「雷鋒」が 31 語、
「像雷鋒的人（雷
鋒のような人）」が 2 語となっている。正に「雷鋒」
は「同形異義語」として多用されて、
「勤勉」、
「倹約」、
「世話好き」、「高尚な人格」等が一身に集中した中
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表5.  （正）（異なり語数45語）
働き者 25

頑張り屋 24

勤勉 17

勤勉な人 17

真面目 9

真面目な人 7

よく働く人 6

努力家 5

頑張り屋さん 5

まめな人 4

熱心な人 3

日本人 3

できる人 2

勤労者 2

仕事熱心 2

よく動く人 1

働きもの 1

二宮金次郎 1

立派 1

稼ぎ頭 1

精を出す人 1

仕事に集中する
人1

一時も座ってな
い1

早起きは三文の
得1

真面目で身体を
動かし結果を出
す1

エネルギッシュ
な人 1

仕事を頑張って
やる人 1

一所懸命に働く
人1

働きマン 1

パワフルな人 1

精力家 1

実直 1

仕事人 1

お母さん 1

責任感がある 1

まめに働く人 1

やる気がある 1

活力あふれた人 1 仕事師 1

辛抱人 1

一生懸命 1

ガンガン 1

よくやってくれ
る人 1

よく仕事をする
人1

仕事に精を出す
人1

表6.  （負）（異なり語数11語）
仕事人間 5

蟻5

馬車馬のように働く人 1 こまねずみのように動
く1

蜂1

仕事の虫 1

こまねずみ 1

働き病 1

金銭に拘る人 1

働き虫 1

仕事が恋人 1

表7.  （中性）（異なり語数13語）
働き蜂 18

働き蟻 8

働き蟻のような人 2 戦略な能力は不明 1 キャリアウーマン 1 稼ぎ手 1

仕事の鬼 1

仕事をするのが好
きな人 1

せっせと働く人 1

休む暇なく働く人 1 腰が軽い 1

あくせくしている
人1

仕事好き 1

上掲した表の示すように、日本語でも中国語同様、
「働き者」を一方的に褒め称えるだけではなく、「仕

ろ、次のような評価視点が看取された。
Ⅰ勤勉で努力する人

事しかできない」や「働き過ぎ」等のような人また

1 勤勉で頑張る：働き者、頑張り屋、日本人、

は行為に対して辛辣にからかったり、貶したりする

   仕事を頑張ってやる人、二宮金次郎、お母さん

マイナス評価語もあって人々が頑張り過ぎないよう

2 真面目に働く：真面目、真面目な人

に戒め、「過剰価値」の発生を防ごうという狙いが

3 全力で責任感がある：責任感がある、エネル

ある。尚、日本人のマイナス評価視点については以

  ギッシュな人、精を出す人、ガンガン、やる
   気がある

下のようなものが見られる。

4 仕事に熱心である：仕事熱心

1 仕事の他に何もない：仕事人間

等

というようなプラス評価視点は見られるものの、

2 働き過ぎ：働き病、働き虫
3 休まずに働く：馬車馬のように働く人、こまね

知名度の高く、世間に広く知られる「労模（模範的

   ずみのように動く

労働者）、榜様（労働者などの手本）」や「超人（超人）、

4 金のために働く：金銭に拘る人

等

精英（優れた人）」もなければ、濃厚な職業色が具

というような評価に焦点が当てられているが、中

わっている「工人（労働者）、農民（農民）、厨師（料

国人の「馬鹿、馬鹿正直」などのようなマイナス評

理人）」もない。但し中国人には見られなかった「真

価視点は確認できない。マイナス性向語彙に対して

面目に働く」などのような評価視点が目立ち、「働

日本語のプラス性向語彙について分析を行ったとこ

き者」に対しての評価において中国人と異なった日
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本人の価値指向が呈出される。つまり、「よく働き、
苦労を厭わずに働く」ばかりか、「真面目で且つ誠

（正）能干的人（働き者）→不知累的人（疲れを
  知らない人）→超人

実に働く」という勤労観であると言ってよいであろ
う。故に、日本語のプラス評価語には中国人がよく
注目し、大いに称賛する「巧手（巧みな人）、麻利（仕

↓
（中性）拼命三郎（我武者羅に頑張るもの）→工
  作狂（仕事マニア）

事速い）、心霊手巧的人（賢くて器用）」といったよ
うな「巧み、素早い、賢い」性向語彙が見当たらな
い。つまり、中国人が評価に値する「巧みで、素早

↓
（負）老憨牛（牛みたいな頑固者、愚か者）→牲
口（畜生）

く、賢く」という視点の替りに、日本人が「真面目
で誠実」という評価視点に関心を寄せている。換言

中日両国の性向語彙においていずれもプラス評価

すれば、「働き者」に対しての評価と言えば、中国

に値すべき意味項目の「働き者」に対してその価値

人は「速度、器用」を重視するのに対して、日本人

指向がプラス評価から中性評価を経てマイナス評価

は「地道で真面目」を重んじるように見える。この

に下向していく傾向性が現出している。つまり両国

違いが日本人が「馬鹿正直」とまで言われるほど真

社会では「過剰価値」という「負性の原理」が機能

面目であるという世界的な定評を物語ることになる。

して、過不足、人並みに働くことが「指向価値」となっ

かかる勤勉で真面目な日本人だからこそ、日本経済

ているように思われる。それは「過剰価値」が「労

再建の奇跡を創造でき、日本製品の質がよいという

働秩序」を妨げ、和やかな人間関係を損ねるもので

好評を博することができたのであろう。社会主義の

あるためである 8。

中国では「労働者」や「農民」が国の主人公として

一方、動物比喩の性向語彙においては両国語の違

「働き者」と見上げられるのに対して、日本人の目

いは明らかであるが、中国人は「牛、畜生」等の多

に映る「働き者」は職業によるものではなく、言い

用に対して、日本人は「馬、蟻、蜂、虫、こまねず

換えれば、職業はよく働くかどうかと無関係である

み」等を愛用して、それらの習性、行動の特徴に着

が、家族のために献身的に尽くす「お母さん」なら、

目し「働き者」に喩えて評価する。また、日本語で

誰にでも認められて、中国人と違った着眼点が浮き

は仕事ばかりに執着することを「病」に見立てて、

彫りになる。つまり「お母さん」は「働き者」に対

「働き病」という性向語彙が生まれ、仕事に愛着心

しての評価語としてよく働く人を喩えることになる。

を燃やす人を「仕事が恋人」と隠喩し、「働き過ぎ

また、上述したように、「雷鋒」という有名人は中

る」こと、人の様子、姿を生き生きと描き出し、皮

国語におけるプラス評価語として多用されているが、

肉、揶揄する効果が一段と高まるようにしている。

一方日本語では同じ著名人である「二宮金次郎」は

更に中国語の「牛」によって構成された性向語彙に

「働き者」を評価する性向語彙となって、両国人の

ついて微視的に考察すると「働き者」に喩えられて

似通った造語発想を示している。

いる「牛」は黒の「老黒牛」、模様のある「花牛」

日本語における「働き者」に対しての評価視点は

ではなく、黄色の「老黄牛」である。つまり中国語

多用で且つ多重構造を呈出していると共に、「過剰

では、「牛」と言えば、上記した「老憨牛（牛みた

価値」という負の方向に転換している傾向も明らか

いな頑固者、愚か者）と「孺子牛（親が牛に扮して

になっている。

子供を喜ばせるような）献身的な人」のように、毀
誉褒貶両義性を持っているが、「老黄牛」は黄色の

（正）働き者→よく働く人→一所懸命に働く人
↓
（中性）仕事好き→働き蟻、働き蜂
↓
（负）仕事人間→働き病→働き虫

牛として他の「牛」と違い、肯定、称賛というプラ
ス評価義のみで「働き者」を褒め称えるのに喩えら
れる。これは中国人が「牛」という家畜に対して高
い関心を寄せて、細かく観察したりして初めて多様
多彩な比喩用法ができたことを物語るであろう。一
方、日本人は「蟻」、「蜂」等のような小動物に注目

中国語の性向語彙も同じような構造を持っている
と言えよう。

して、それらを対人評価語として「働き者」に喩え
るのである。
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注
１

室山敏昭『生活語彙の構造と地域文化－文化言語学序

ずれもプラス評価に値すべき意味項目の「働き者」

説－』（和泉書院、1998年）、『「ヨコ」社会の構造と

に対してその価値指向がプラス評価から中性評価を

意味－方言性向語彙に見る－』（和泉書院、2000年）、

経てマイナス評価に下向していく傾向性を呈してい

『文化言語学序説―世界観と環境』（和泉書院、2004

る。つまり、両国社会では「過剰価値」という「負

年）等を参照。

性の原理」が機能して、過不足、人並みに働くとい

２

藤原与一の『方言学』（1962年、三省堂）、藤原が

うことが「指向価値」となっているが、日本語にお

『方言学』において、郷里方言の「性向語彙」を分類

けるマイナス評価語が 11 語もあり中国語の 5 語を

し、簡潔な記述を踏まえて、「性向語彙」研究の意義を

大いに上回っているということから日本社会の「負

説いたことに呼応する形で、広島大学方言研究会は、

性の原理」が一層際立っていると考えられる。この

同会の機関誌である『広島大学方言研究会会報』の第

点については日本方言の性向語彙に関する研究結果

13号（1969）、第14号（1969）、第15号（1970）、第16

からも示唆があり、「どの地点、どの地域社会にお

号（1970）の4号にわたって、「各地の性向語彙」を特

いても、共同主観的に措定された平準的な労働を＜

集、掲載した。更に、唯一とも言える共通語の性向語彙

指向価値＞と見なす暗黙の了解が存しており、それ

についての研究として、渡辺友左『社会構造と言語の関

を明らかに超える＜必要以上＞＜人なみ以上＞の労

係についての基礎的研究（3）－性向語彙と価値観－』

働は＜過剰価値＞として否定的に捉え、マイナス評

（国立国語研究所報告47、秀英出版、1973年）が挙げら

価に転換するという実に巧みなメカニズムが働いて

れる。また、多言語間の対照研究として注目すべき研究

いるという事実であった」（室山 2000:137）と解明

は李成浩が広島市立大学に提出した博士論文及びそれを

されている。

基にまとめた『中国・日本・韓国三言語における大学生
の「性向語彙」についての対照研究』（中国伝媒大学出

尚、「働き者」という意味項目において中国人の

版社、2009年）である。

目に映るよく働く人は社会全体に亘って各分野にお
いて選出される様々な「模範的」労働者、職員、女性、

３

室山敏昭は、地域社会の言語において長年実態調査

若者などのような人たちである。つまり、人を導き、

を行い、数多くの研究成果を収めた。主著は、『方言副

代表性のある模範的な「手本、モデル」となるのに

詞語彙の基礎研究』（たたら書房、昭和51年）、『地方

対して、日本人が評価に値する「頑張る」や「頑張

人の発想法－くらしと方言－』（文化評論出版、昭和55

り屋」などのような、どこにでも見られ、誰にでも

年）、『生活語彙の構造と地域文化－文化言語序説－』

できるというごく一般的な人々である。言わば「働

（和泉書院、平成10年）、『「ヨコ」社会の構造と意味
－方言性向語彙に見る－』（和泉書院、2001年）など。

き者」に対しての評価において両国人の顕著な差異
を見せており、違った「働き者」の理想的な人物像

４

『中・日・韓三国「性向語彙」についての比較研究－
三国文化の異同をも併せて論じる－』（2014年国家社会

も浮かび上がるようになる。

科学基金項目（09BYY080）共同研究報告書）（本論：
A4-287頁、資料編：A4-499頁）

付記：本稿は国家社会科学基金項目（09BYY080）
及び欒竹民平成 26 年度海外長期研修によ
る研究成果の一部です。

５

施暉・欒竹民「比較文化視角下的“性向語彙”研究」
（『蘇州大学学報』1、2011年）

６

「負性の原理」について室山敏昭は『「ヨコ」社会の
構造と意味－方言性向語彙に見る－』（和泉書院、2000
年）36頁と59頁において「性向語彙がプラス評価対マイ
ナス評価という二極対立構造を基軸とするといっても、
それは均質的に張り合う単純な二極対立の関係構造を示
すものではなく、負の方向へ著しく傾斜した＜負性の原
理＞を示すものである」、「この＜負性の原理＞という
価値システムが、そのままの形で認識され、運用される
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のであるならば、決して高い労働価値や複雑な人間関係
における望ましい秩序維持の指標やシステムとして機能
し得るはずはないであろう。そこには、おそらく＜負性
の原理＞が地域社会にとって望ましい＜社会的規範＞と
して機能し得る、不可視的な構造や巧妙なメカニズムが
埋めこまれている」と説いている。
７

なお、プラス、マイナス及びニュートラルという評
価分類に際して日中両国のそれぞれ20名母語話者を対象
に、アンケート調査と面接調査を行った。

８

室山敏昭『文化言語学序説－世界観と環境－』（和泉
書院、2004年）

引用文献
室山敏昭、2000『「ヨコ」社会の構造と意味－方言性向
語彙に見る－』和泉書院
室山敏昭、「方言性向語彙の研究－回顧と展望－」平成
11年度広島大学国語国文学秋季研究集会における口頭
発表資料
王暁朝、2006『伝統与後現代』広西師範大学出版社
張岱年・方克立、1994『中国文化概論』北京師範大学出
版社
松本一男、1987『中国人と日本人』サイマル出版社
築島謙三、2000『「日本人論」の中の日本人』（上）講
談社
芳賀綏、2004『日本人らしさの構造』大修館書店
室山敏昭、2004『文化言語学序説－世界観と環境－』和
泉書院
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表：日本語における性向語彙111意味項目
Ⅰ、動作・行為の様態に関するもの

36

調子乗り・おっちょこちょい

Ⅰa、仕事に対する態度に関するもの

37

滑稽な事をする人

A、仕事に対する意欲・能力のある人

＜好奇心の強い人＞

74

冗談言い

＜心にもないことを言う人＞
75

お世辞言い

76

お追従言い

1

働き者

38

物見高い人

2

仕事の上手な人

39

冒険好きな人

3

仕事の速い人・要領のよい人

40

出歩くのが好きな人

77

悪意のあることを言う人・毒舌家

4

仕事を丁寧・丹念にする人

＜感情表出で偏向のある人＞

78

口やかましい人

5

丁寧すぎる人

41

怒りっぽい人

79

他人のことに口出しする人

6

辛抱強い人

42

涙もろい人

80

不平を言う人

7

人１倍仕事に熱中する人

43

良く泣く人

81

理屈っぽく言う人

44

いつもにやにやしている人

B、仕事に対して意欲・能力の欠ける人

＜気温に対して偏向のある人＞

＜性悪なことを言う人＞

8

怠け者・仕事をしない人

9

仕事の下手な人

45

寒がりな人

82

評判言い

10

仕事の遅い人・要領の悪い人

46

暑がりな人

83

言葉使いが乱暴な人

11

仕事を雑にする人

12

仕事を投げやりにする人

47

大食漢

Ⅲ、精神の在り方に関するもの

13

仕事の役に立たない人

48

意地汚い人

Ⅲa、固定的な性向に関するもの

14

放蕩者

49

食べるのが特別早い人

84

堅物

50

大酒飲み

85

強情な人・頑固者

Ⅰb、具体的な動作・行為の様態を踏

51

酒を飲まない人

86

厳しい人

まえた恒常的な性向に関するもの

52

酔っ払ってからむ人

87

優しい人

88

不親切な人

＜飲食に偏向のある人＞

A、対人関係を前提としないもの
<きれい好きな人>

Ⅱc、言語活動の在り方に関するもの

＜金品に執着する人＞
53

欲の深い人

89

陽気な人

15

きれい好きな人

54

けちな人、しみったれ

90

陰気な人

16

特別にきれい好きな人

55

気前の良い人

91

勝気な人

＜汚くしている人＞

56

倹約家

92

すぐに泣き言を言う人

17

片付けの悪い人

57

浪費家

18

不精者

58

道楽者

＜ものごとに動じない人＞

Ⅲb、知能・知識の程度に関するもの

B、対人関係を前提とするもの

93

賢い人・思慮分別のある人

19

沈着冷静な人・落ち着いた人

59

世話好きな人

94

ずる賢い人

20

のんきな人

60

でしゃばり・お節介焼き

95

見識の広い人

16

特別にきれい好きな人

55

気前の良い人

91

勝気な人

＜汚くしている人＞

56

倹約家

92

すぐに泣き言を言う人

17 片付けの悪い人
116
18 不精者

57

浪費家

58

道楽者

＜ものごとに動じない人＞

Ⅲb、知能・知識の程度に関するもの

B、対人関係を前提とするもの

93

賢い人・思慮分別のある人

19

沈着冷静な人・落ち着いた人

59

世話好きな人

94

ずる賢い人

20

のんきな人

60

でしゃばり・お節介焼き

95

見識の広い人

21

大胆・豪胆な人

61

愛想の良い人

96

馬鹿者

22

図太い人

62

無愛想な人

97

世間知らず

23

横柄な人・生意気な人

63

見栄を張る人

98

人付き合いの悪い人

＜ものごとに動じやすい人＞

64

自慢する人

99

人付き合いの良い人、親しみや
すい人
24

落ち着きない人

65

気がきく人

じっとしていられないで

66

気がきかない人

Ⅲc、人柄の善悪に関するもの

25
あれこれする人

100

人格の優れた人

26

気分の変わりやすい人

Ⅱ、言語活動の様態に関するもの

101

あっさりした人

27

小心な人・臆病な人

Ⅱa、口数に関するもの

102

誠実な人・実直な人

28

内弁慶な人

67

口数の多い人・おしゃべり

103

穏和な人・いわゆる善人

29

外では陽気だが家では無口な人

68

無口な人

104

ひねくれ者

30

極端に遠慮する人

69

口の達者な人・能弁家

105

しつこい人

70

口下手な人

106

厚かましい人・図図しい人

107

気難しい人

108

情け知らずな人

109

面子を重んずる人

110

個性の強い人

111

嫉妬心の強い人

＜乱暴な人＞
31

いたずら者

32

乱暴な人

33

腕白小僧・始末に負えない子

34

お転婆

71

35

わがままな人

72

Ⅱb、言語活動の内容に関するもの
＜真実でないことを言う人＞
嘘つき
口のうまい人・口から出任せを
言う人

＜軽率な人＞

73

誇大家

