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“白”の意味論 

 
 

森     宏 子 

 
1. はじめに 

今年6月、市大中文恒例のチャイナフェスティバルが開催され、新

入生に向けて講演をする機会をいただいた。新入生相手に小難しい話

しもできず、考えた末に「中国語の色彩語について」というテーマに

した。単語レベルで話しができるし、誰でもイメージしやすい。しか

も色は比喩の宝庫である。人間の豊かな発想力やことばの弾力性に気

づいてもらえればとささやかな願いを込めた。本稿は、その講演の準

備時に、意義の整理に悩んだ色彩語の“白”について、再検討し、全体

的な意義ネットワークの構築を試みるものである。 
言語学の観点からいうと、中国語の基本色は白、黒、赤、青、黄の

5色とされる（ちなみに日本語は白、黒、赤、青の4色）

1）
。中国語の

色彩語において“白”は最も多意義である。もっとも、多義性の点で

は“黑”もひけをとらない。“白”と“黑”は比喩的意味の生産力が強

く、対になって「明暗」、「清濁」、「善悪」などのメタファーとなる。

世界に白と黒の色彩語をもたない言語はないという。「光」と「闇」を

象徴する色であり、光と闇は人間にとって認識の原点だからである

2）
。

しかるに“白”が“黑”よりなお多くの意義をもつのはなぜか。それ

は、光の開いた世界と、闇の閉じた世界の差ではなかろうか。 
なお、予め断っておきたいのは、本稿で扱う“白”には、“语素”（形

態素）としてのそれと“词”（語）としてのそれが混在していること

である。語義分析はふつう“词”レベルを対象とするが、“白”の一

部の意義には、“语素”レベルの“白”でしか見られないものがあり、

それを排除してしまうと、途端に“白”の意義はやせ細り、見るべき
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ものがなくなるからである。本文中しばしば「造語レベルでは」と呼

ぶものが、“语素”としての“白”を指す。 

 
2. “白”の意義ネットワーク 

 まず、“白”の全体的な意義展開図を示す

3）
。（シネ＝シネクドキ、メ

タ＝メタファー） 

 

 各意義についての詳細は次節以降にて述べるが、ここではごく簡単

に説明しておく。 
中心義0は「〈物(の色)が〉白い」である。中心義からは副意義（0a）

「顔色が血の気が失せて白い」と（0b）「物が退色・摩耗して白い」が

展開する。（0a）（0b）はいずれも一般的な「白い」から、特定の「白

い」に意味を限定したもので、中心義とはシネクドキ〔類で種〕の関

係。 
中心義からは3つの主意義が展開する。意義1は「白く明るい」。こ

れは光のあるさまを色味（白）に見立てたものである〔特性類似〕。「白

く明るい」から「明らか」へ抽象義展開したものが(1a)「話しがはっ

きりしている」と(1b)「包み隠さず話す」である。いずれも見通しが

よいという特性が引き継がれている〔特性類似〕。 
意義2は「色がついていない」。これは白色が色をもたない特性に着
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目した比喩的意義である〔特性類似〕。ここから「色がついていない」

の「ない」という特性を接点にして、(2a)「何も手を加えていない」、

(2b)「満たすものがない」、(2c)「結果がなにもなく(ある行為を行う)」
が展開する。いずれも〔特性類似〕。(2c)は副詞義である。 

意義3「物が白くてきれい」は、汚れがないさまを「白い」と見立

てたもの〔特性類似〕。ここから比喩的に意義(3a)「物事が道徳的にき

れい」が展開する〔特性類似〕。 
 

3. 中心義０〈物(の色)が〉白い 

 “白”の中心義は「〈物(の色)が〉白い」である。肌の白さ、歯の白さ、

雲や雪、壁の白さなどを表す例が多い。 
(1) 她的皮肤很细很白白白白，眉眼也很清秀。（彼女は肌がきめ細やかで

白く、眉目秀麗である。） 
(2) “天哪！你的牙真白白白白！”（わっ、きみの歯真っ白だね！） 
(3) 墙壁很白白白白，上面连一个黑点都没有。（壁はきれいで、一点のし

みもない。） 
補語に用いられ、「白くなる」という変化を表す。 

(4) 头发都变白白白白了。（髪がすっかり白くなった。） 
(5) 传说伍子胥一连几夜愁得睡不着觉，连头发也愁白白白白了。（伝説で

は伍子胥は何日も心配で眠れず、髪も白くなった。） 
(6) 下雪了，地上，树上，房顶上都变白白白白了。（雪が降り、地面も木

も屋根もすべて白くなった。） 
「白い（物）」で物の属性を表す。 

(7) 白色、白发（白髪）、白胡子（白いひげ）、白眉毛（白い眉毛）、

白齿（白い歯）、白云（白雲）、白雪、白烟（白煙）、白猫、白

马（白馬）、白熊、白鸟（白鳥）、など。 
特筆すべきは、物の白さをリアルに描く状態形容詞が豊富に存在す

る 4）
。 
(8) 她笑了。露出白白白白白白白白的牙齿。（彼女が笑った。真っ白な歯が現れ
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た。） 
(9) 床单雪白雪白雪白雪白雪白雪白雪白雪白的。（シーツは（雪のように）真っ白だ。） 

 
3.1. 意義0a〈顔色が〉血の気が失せて白い 

 意義 0a は「〈顔色が〉血の気が失せて白い」で、中心義の一般的な

「白色」がとくに人の顔色に限定されたもの。怒りや驚き、苦痛で顔

色を失うさまを表す。補語に用いられることが多く、変化を表す。肌

の色の血色のよい状態から白く変化したところに着目している。 
(10) 他的脸色气得发白白白白了。（彼は怒りで顔が白くなった。） 
(11) 许建国吓得脸都白白白白了。（許建国は驚いて顔色がすっかり白く

なった。） 
(12) 疼得脸都白白白白了。（痛みで顔がすっかり白くなった。） 
(13) 韩约走到门边，神情紧张，脸色也发白白白白了。（韓約はドアの近

くまで行った。緊張の面持ちで、顔色も白かった。） 
このような場合、日本語では、白より青を多用する傾向があるのでは

なかろうか。（顔が）青くなる、青ざめる、青白い、など。 
 造語レベル（“语素”としての“白”）では“惨白”、“苍白”、“蜡白”、
“煞白”、などがある。こちらはどちらかというと「青白い」の意味。 

(14) 脸色很苍白苍白苍白苍白。（顔面蒼白。） 
(15) 他惊跳，刚刚恢复血色的嘴唇又倏然间变得惨白惨白惨白惨白了。（彼は驚

いて飛び上がり、血色がもどったばかりの唇がまたたちまち

青白くなった。） 
 

3.2. 意義0b 〈物が〉色あせて白い 

 意義 0bは「〈物が〉色あせて白い」の意義である。これも中心義の

一般的な「白色」が「色あせて白い」に限定的に使用されている。例

えば、衣服を長く着ているうちに、肘や襟元が何かにすれて白っぽく

退色してしまったさまや、紙などが長く日光にあたり色あせてしまっ

たさまを表す。補語に用いられ、変化を表す。前述の意義 0a は一時的
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な身体の変化をいい、血色が回復する可能性はあるが、本意義 0bは色

あせたまま元には戻らない。 
(16) 耀邦一件咖啡色呢子大衣已褪了色，领子磨白白白白了，而且熨也熨

不平。《人民网》（ (胡)耀邦のこげ茶色のオーバーは色あせ、

襟元がすれて白くなっており、アイロンをかけてもぴんとし

なかった。） 
(17) 王先生穿着一件袖口打补丁，洗得发白白白白的蓝布中山装，白发稀

疏，眼睛明亮，坐在一张陈旧的皮转椅上。（〔破線部のみ〕王

さんはそで口につぎのあたった、洗濯で白く色あせた青の中

山服を着ていた。） 
(18) 门上那幅红对联都被阳光晒白白白白了。（入口の対聯が陽にやけて

白くなっている。） 
(19) 瞥见架上一本书，书脊是褪白白白白了的深蓝色，书名已经模糊，取

下来一看，竟是这本《增广英字指南》。（〔破線部のみ〕ふと書

棚の 1冊の本を見た。背表紙は白く色あせた紺色で、書名も

ぼやけていた。） 
 

4. 意義1 白く明るい 

 意義 1 は「白く明るい」の意義である。光のあるさまを色味(白)に
見立てたもの。言語普遍的に白は黒と対になり、「光」と「闇」の対立

を表し、「明暗」のメタファーとなる。例えば中国語では、“白”と“黑”
で「昼夜」の対立を表わす。“白天”は「昼間」を指す。対して、夜を“黑
天”とはあまり言わないが、成語“黑天白日”に見られる。“白天黑夜”
とも。いずれも「昼も夜も四六時中」の意味。“白班”で「日勤」、夜勤

は“夜班”。やはり“*黑班”とはいわず非対称ではある。おそらく“黑班”
などというと、“黑”の否定的な意味（道徳的に黒く汚れた）が強く喚

起されるからではなかろうか。ブラック

・ ・ ・ ・

企業のような。 
 “白”が表す「明るさ」は、月が明るく輝くさまを表す例が多い。透

明感のある輝き、澄んだ明るさであり、“淡”と併用されるのもうなず
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ける

5)
。 

(20) 她看见月光从窗帘缝隙间投到地上，冷冷的一片，很白白白白很淡的

月光。（彼女は月光がカーテンの隙間からゆかにさし込むのを

見た。冷たくて、白く淡い月光を。） 
(21) 这一天，夫妻两个抱著孩子去报户口，人家问说，这孩子叫什
麼名字，玉兰说：「生下娃娃的那一夜，月亮白白白白白白白白的，照著孩子，

好像月娘娘送来的凤凰一样，就叫她月凤好了。」（〔破線部のみ〕

赤ん坊が産まれたその夜、月が真っ白に輝き、子供を照らし、

月の女神が鳳凰を遣わしてくれたかのようだった。） 
(22) 灯光白白白白得刺眼。（照明が目に刺すほど白く明るい。） 

次例は夜が明けて空や辺りが薄っすら明るくなる（白む）さまを表し

ている。この逆は“天黑了”（日が暮れる）。 
(23) 天已经发白白白白了，雨也停了。（空が白み、雨も止んだ。） 
(24) 大厅里的玻璃窗发白白白白了，天刚朦朦亮，汤富海就起床了。（ホー

ルの硝子窓が白くなり、夜が明け始めたばかりであったが、

湯富海は起きた。） 
(25) 走着走着，东方发白白白白了，马英弄不清走到什么地方，不敢进村，

只是催着大家快走。（歩いているうちに、東の方がしらんでき

た。馬英はどこを歩いているのか分からなかったが、村には

寄らず、みんなに急ぐよう促した。） 
 造語レベルでは、明るさを表す“亮”、“皎”と結合した“白亮”（明る

く輝く）、“皎白”（月光が白く輝く）など。 
(26) 现在是冬天了，四周的积雪发出白亮白亮白亮白亮的光。（今は冬。あたり

に降り積もった雪が真っ白な光を放っている。） 
(27) 月色皎白皎白皎白皎白。（皓皓と輝く月明り。） 

 

4.1. 意義１a〈話し(の内容)が〉はっきりしている、明らかで

ある 

 光によって物が照らし出されると、物がはっきり見える。意義 1a
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は、比喩的に見通しがきく状態をいう。「明るい」から「明らか」への

展開である。例えば、“明”と“白”が合体した“明白”はもはや明るさを

いうのではなく、物事が「明らか」であることを意味する。“这个问题
很明白。”（この問題ははっきりしている）。“明白”はさらに、「明らか」

＝（内容が）はっきりしている＝わかりやすい＝よくわかる、となっ

て「わかる」の意義もあわせもつ。“明白了吗？”（わかりましたか）。 
 “明白”の“白”は“语素”だが、“词”としての“白”が「明らかで

ある」、「はっきりしている」の意味で使用されるのは、話しの内容に

ついていう場合に限定されるようである。 
(28) 赵薇则说，所有歌词里她最喜欢那一句“前任也曾经是对的
人”。“这句话很白白白白，很直接，不太像歌词，但应该会让很多人

有共鸣吧。”《人民报》（趙薇はあらゆる歌詞のなかで「元カ

レもかつてはいい人」が一番好きだという。「この歌詞ははっ

きりしていて、ストレートで、あまり歌詞っぽくないけど、

多くの人に共感してもらえるはずよ。」） 
(29) 吴仪从不打官腔，讨论问题从不兜圈子，说话很白白白白、很透。《人

民报》（呉儀はこれまで一貫してお役人的な杓子定規な答弁は

せず、発言ははっきりしている。） 
(30) 高云翔表示，“这是一个内心丰富的角色，碍于帝王身份，很
多话不能说得很白白白白很透，但可以从眼神里读出一丝他的情感。”
《人民报》（高雲翔はいった「これは感情豊かな役柄です。皇

帝という身分のために、はっきり言えないことがたくさんあ

りますが、目から気持ちを読むことができますよ。」） 
(31) 在说明为何要进口美牛时，国民党各级官员都把话说得很白白白白，

没有美牛，就没有 TIFA，（後略）。《人民报》（なぜアメリカ産

牛肉を輸入しなければならないかを説明する際、国民党の役

人たちが言うことは明らかである。アメリカ牛がなければ、

TIFA がないということだ。） 
 独立成分（插说）の“说白了”の使用頻度も高い。「はっきり言って」、
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「分かりやすく言えば」の意味。 
(32) 西北一些地方为什么穷，说白说白说白说白了，就是因为缺水。（西北のあ

る地域がなぜ貧しいかというと、はっきり言って、水がない

からです。） 
(33) 信用消费说白说白说白说白了就是分期付款，即消费者在购买商品或享受服

务时先付一定比例的款项，余款在规定的期限内分若干次付清。

（信用消費とは、分かりやすく言うと分割払いである。つま

り消費者が物を購入したりサービスを受けた際に先に一定の

お金を払い、残りは期限内に数回に分けて払うことである。） 
(34) 所谓非洲“边缘化”，说白说白说白说白了，就是轻视、丑化乃至放弃非洲的

倾向。（いわゆるアフリカの「周辺化」は、はっきり言うと、

とりもなおさずアフリカ軽視であり見捨てることである。） 
造語レベルでは、前述の“明白”以外に、“大白”（明らかである）、“平
白”（平明である、わかりやすい）など。“平白”は平らで明るいこと。

平坦で明るいと、さえぎるものがなくよく見える。そこから比喩的に

ことばや内容が見通しやすい、わかりやすいとなる。 
(35) 真相大白大白大白大白。（真相が明らかになる。） 
(36) 但遗憾的是，成功的广告太少太少，大量的广告平白平白平白平白直露乏味。

（残念なことに、うまい広告はごくわずか。大半の広告は平

板でひねりがなく面白味に欠ける。） 
 
4.2. 意義１b 包み隠さず話す 

 意義１bは「包み隠さず話す」という抽象義である。意義１b は、“辩
白”（釈明する、弁解する），“表白”（釈明する、弁明する），“自白”
（自分の考えや立場を表明する）、“坦白”（告白する、白状する）など、

“语素”の“白”からなる動詞が中心である。なお、“坦白”は形容詞の

機能もあわせもつ。 
 これらは、秘密の内容を隠していることを「闇」と捉えて、それを

みんなが知る状態にする（＝白日の下にさらす）ことを、「明るい」状



“白”の意味論 
 

-9- 

態にすると見立てている。 
(37) 殷凤熙向志旭表白表白表白表白：“喜欢你，我喜欢你。”《人民报》（殷鳳煕

は志旭に告白した。「好きです。あなたが好きです。」） 
(38) 他自己曾在一次公开演讲中自白自白自白自白：“我是一个足球迷。”《人民

报》（彼〔引用者注：習近平のこと〕はかつてある講演で明ら

かにした。「私はサッカーファンなのです。」） 
(39) 关于他离婚的原因，他很坦白坦白坦白坦白地告诉过我。（離婚の原因につい

て、彼は包み隠さず私におしえてくれた。） 
 

5. 意義２ 色がついていない 

 “白”の中心義は「白い色をもつ」ではあるが、白色はあざやかな色

をもたない無彩色なので、そこから「色がついていない」の意義に転

じる。例えば、 
(40) 白白白白葡萄酒（白ワイン）⇔ 红红红红葡萄酒（赤ワイン） 
(41) 卵白白白白／蛋白白白白（卵白）⇔ 卵黄黄黄黄／蛋黄黄黄黄（卵黄） 
(42) 白白白白茶（はくちゃ）⇔ 绿绿绿绿茶（緑茶）、红红红红茶（紅茶） 

「色がついている」ものとの対立関係において称される。 
 中国の“白酒”は無色透明の酒である。「無色透明」も「色がない」の

ひとつのケースととらえられる。 
(43) 白白白白酒（蒸留酒の総称）、白白白白醋（無色透明の酢） 

日本の「白酒」は文字通り白濁した酒である。 
 

5.1. 意義 2a  何も手を加えていない 

 意義 2aは「何も手を加えていない」という意義である。手を加えず

元の状態のままであることを表わす。「色がついていない」という「な

い」の特性に着目した意義である。まず、代表的な例として： 
(44) 白白白白饭（味付けもおかずもないただのごはん）、白白白白开水（白湯

さ ゆ

） 
 この“白”は「プレーンな」と考えると分かりやすい

6)
。ベーシック

な状態。“白饭”は調理した“炒饭”などに対して、“白开水”は茶葉を加
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えた“茶水”などに対してそう呼ばれる。 
 次の 3例は無記入の用紙。 

(45) 白白白白纸（白紙の紙）、白白白白卷（白紙の答案用紙）、白白白白票（はくひょ

う） 
“白纸”は印字してある紙に対して、“白卷”は解答が記入してある用紙

に対して、“白票”は記名している投票用紙に対していい、いずれも元

の状態のままそのままであることをいう。その他に、 
(46) 白白白白地（更地）、白白白白田（休閑地）、白白白白茬儿（白木） 

 “白地・白田”は利用されずにいる土地、“白茬儿”は皮を剥いだだけ

で何も塗っていない材木をいう。 
 

5.2. 意義 2b 満たすものがない 

 意義 2bは「満たすものがない」の意義である。色がついて「ない」

という特性と「満たすものがない」との間に類似性を見出す。入れ物

として見立てられたものに対する「中身がない」という意味である。

例えば、私たちは一時的なパニックに直面した時、よく「頭の中が真っ

白になった」というが、衝撃のあまり、頭（入れ物）の中の意識や記

憶（中身）がなくなることをいう。 
 意義 2bを代表する語は“空白”（空っぽ）である。“空”も「空いてい

る、中身がない」ことだから、“空白”は「ない」もの同士の同義結合。 
(47) 突然一发炮弹落在他身边爆炸了，他感到浑身猛地收缩一下，
大脑一片空白空白空白空白，然后就什么也不知道了。（当然近くで砲弾が爆

発し、彼は全身が収縮し、頭の中が真っ白になるのを感じた

が、そのあとは何も覚えていない。） 
(48) 他的科研成果，填补了这一学术领域的空白空白空白空白。（彼の研究がこ

の学術領域の空白を埋めた。） 
 その他、“空口说白话”（でまかせをいう）の“白话”は「中身のない

話」。“白手”は何も持たない手、「素手」。素手は“空手”ともいう。 
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5.3. 意義 2c 結果がなにもなく(ある行為を行う） 

 意義 2cは「結果がなにもなく(ある行為を行う)」という副詞義であ

る。本意義も色が「ない」の特性つながりで、とくに人の行為に適用

したもの。自分のした行為に対して、それに見合う結果が得られず、

行為が空しいことを表わす。 
(49) 今天他不在家，我白白白白来。（今日彼は留守で、私はむだ足を踏

んだ。） 
(50) “回国吧。要是不报效家乡，这一生也是白白白白活。”《人民报》（帰

国しよう。故郷に恩返ししなければ、この人生むだに生きた

ことになる。） 
(51) 这几个月的努力就又白白白白费了。（この数か月の努力がまたもや

むだに費やされた。） 
(52) 我白高兴了半天。（私は半日ぬか喜びした。） 

 意義 2c にはややタイプの異なるものがある。いま仮に前掲例(49～
52)を A タイプ、こちらを B タイプとする。この B タイプは授受行為

がベースになっており、与えるだけで（対価を）求めないことを表わ

す。 
(53) 票是白白白白送的，一个钱也不要。（チケットはただであげる。一

銭もいらない。） 
(54) 这种东西，白白白白给我也不要。（こんな物、ただでくれるといっ

てもいらない。） 
(55) 哟！唐先生，我可不再白白白白送你茶喝！<老舍：茶馆>（唐さん、

もう金輪際あなたにただでは飲ませませんよ！） 
(56) 老板说一个月给一千块钱，可是唱了两个月，一分钱也没给，
我想要是扭头走了，两个月就白白白白唱了，我就坚持着，自行车胎

扎了都舍不得补，坐公共汽车也要算好了怎么倒能省 5 毛钱。
（〔破線部のみ〕オーナーは月に千元くれるといったが、2か

月歌っても１銭もくれなかった。もし辞めたら、2 か月ただ

で歌ったことになると思い、がまんした。） 
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反対に、求めるばかりで（対価を）与えない例もある。 
(57) 这十多年了，你白白白白喝过我多少碗茶！<老舍：茶馆>（この十

数年、あなたは私の茶をどれほどただ飲みしてきたことか！） 
(58) 一天到晚白白白白看书，会不会遭到店员的白眼？（朝から晩まで本

をただ読みして、店員に白い目で見られなかった？） 
(59) 老头白白白白得了一条纯种牧羊犬，而且还有户口本防疫证，非常高

兴。（おじいさんは一匹の純血種の牧羊犬をただで手に入れ、

しかも検疫証明付きで、とてもよろこんだ。） 
従来の辞書的記述では、Aタイプと B タイプの語義を分けて記述する

ことが一般的であるが、Aも B も要するに「期待される結果がなにも

なく」という意味で同じであり、ひとつの意義として認定できる。本

稿はこの 2 つを分けない方針をとる。なお、類義の“白白（地）”はこ

こでは触れない。 
 

6. 意義３ 〈物が〉白くてきれい 

 意義 3 は「白くてきれい」という意義で、汚れがないさまを“白”に
見立てる。 

(60) 衣服洗白白白白了。（服は洗ってきれいになった。） 
(61) 屋子很大，被单是新换的，洗得很白白白白，浆得很挺，茶壶并没有

缺口，茶杯干净得很。（〔破線部のみ〕部屋は広く、シーツは

新しく取り替えられたもので、きれいに洗われてあり、糊が

かかっている。） 
 造語レベルでは“洁白”、“白净”など。単に「白い」だけでなく「汚

れたところがひとつもない」ことを含意する。 
(62) 我们穿上洁白洁白洁白洁白的工作服，戴上帽子，穿着胶靴进入车间。（私

たちは白く清潔な作業着を着て、帽子をかぶり、ゴム長靴を

はいて生産現場に入った。） 
(63) 洗得白净白净白净白净的莲藕任人挑选，每公斤才卖到 0.3 至 0.4 元钱，有
的 0.2元钱 1公斤也难出手。（白くきれいに洗ったレンコンは
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（買い手に自由に）選ばせる。キロ当たり 0.3～0.4元。キロ

0.2元でも売れないものもある。） 
(64) 米糠有保皮肤白净白净白净白净的功效。（米ぬかには肌を白くきれいに保

つ効果がある。） 
しばしば“无暇”（傷がない）と結びつく。まさに無垢の状態。 

(65) 皮肤白净无瑕白净无瑕白净无瑕白净无瑕。《人民报》（肌が白く一点のくすみもない。） 
 

6.1. 意義３a 物事が道徳的にきれい 

 意義 3aは、人の心や物事一般に対して比喩的に「汚れがなくてきれ

い」であることを表す。“黑”と対立し、道徳的な「清濁」の対立に通

じる。“黑白”でしばしば「是非」、「善悪」を表す。例えば、“颠倒黑白”
（是非善悪をあべこべにする）、“黑白不分”（善悪を区別しない）、“混
淆黑白”（同前）などはよく知られるところである。 
 さて、“洗白”は物理的な浄化から、悪で汚れた歴史や過去に犯した

罪の浄化に適用される。「無垢の状態」にすることが意識されるので「な

かったことにする」という含みもある。 
(66) 对此，韩方担心日本极右势力会以此来洗白洗白洗白洗白军舰岛相关历史。

《人民报》（これに対して、韓国側は日本の極右勢力がこれを

もって軍艦島関連の歴史を浄化しようとしていることに懸念

している。） 
(67) 由于当时户籍管理政策并不完善，甘某云 2001 年取得陕西户
口“洗白洗白洗白洗白”了身份并于 2008年起藏身惠州市龙门县，直到民警将
其抓获，而在出逃到 2008年这十几年间，他一直在越南、泰国、
四川、浙江、陕西等地辗转。《人民报》（当時は戸籍管理の政

策が不十分だったので、甘某は 2001 年に陝西の戸籍を取得し、

身分を「きれい」にして、2008 年から恵州市龍門県に身を隠

した。） 
“洗白自己”もよく見られる。身に受けた恥や不名誉（＝黒）を洗い落

とすように取り除くこと。日本語の慣用句「汚名をそそぐ（すすぐ）」
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のニュアンスに近い。 
(68) 大局已定，老白又专门作了一个洗白自己洗白自己洗白自己洗白自己式的声明。（大勢は

すでに決まった。白さんはまたわざわざ汚名返上式の声明を

出した。） 
(69) 又像含冤受屈地把自己洗白自己洗白自己洗白自己洗白了一番，诉了一顿苦，竟至擦起眼

泪来。（また、まるで濡れ衣を着せられたようにひとしきり汚

名をすすぎ、苦難を訴え、しまいには涙をぬぐいだした。） 
造語レベルでは、“洁白”が人の心や生活が「汚れてなくてきれい」こ

とをいう。 
(70) 消极的语言，就像污水一样，会污染原本洁白洁白洁白洁白的心灵。《人民

报》（ネガティブなことばは、汚れた水のように、元々はピュ

アな心を汚してしまう。） 
(71) 清贫、洁白洁白洁白洁白朴素的生活，这是我们革命者能够战胜许多困难的

地方。（清貧で、きれいで素朴な生活、それが私たち革命者が

多くの困難に打ち勝つことができる場所である。） 
 “清白”は「潔白な」の意で、行いがきれいこと。 

(72) 据《自然》杂志网站报道，调查还证明了该校另 5个实验室的
清白清白清白清白，它们并没有在论文中造假。《人民网》（雑誌『ネイチャー』

のウェブサイトによれば、調査から当校の別の 5 つの研究室

の潔白が証明され、彼らの論文にはねつ造がなかったと報じ

た。） 
(73) 他完全清白清白清白清白无辜。（彼はまったくの無実である。） 

 

7. おわりに 

 まず、本文中で扱えなかった“白事”について述べておきたい。中国

では弔事、特に葬儀のことを“白事”という。この“白”は“红”（赤）と

対になる。“红”は生命力旺盛で、活気のあるさまを表わす。それが評

価に適用されると、「喜ばしい」となる。そこから“红事”は慶事、特に

結婚式を指す。“白”はこの反転で、生命力がないさまを表し、“白事”
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は弔事となる。生命力が「ない」は色が「ない」の見立てで、意義 2
の系統と考えられる。ところが“白事”以外に類例が見あたらないので、

“白事”は固定表現として扱うのが適当と考える。 
 本稿を執筆するに当たっては、『英語多義ネットワーク辞典』が心強

い道標となった。“白”と white の意義展開を見比べると、実によく似

ており、人間の認知の普遍性に驚かされる。一方で、“白”の特異性と

いうか“白”にしかない意義があることも分かる。意義 2C の副詞義へ

の意義展開がそうである。また、“白”と日本語の「しろ（い）」を比較

してみるならば、日本語には「しろ」からなる「（場が）しらける」、

「しらじらしい」、「しらばっくれる」などの語彙がある一方、“白”に
こういった類例は見られない。いったいこういう個別現象は何に起因

するのだろうか。語そのもののちがいによるのか、人間のものの見方

のちがいによるのか。対照研究を通してこういう疑問を明らかにでき

たなら、多義研究もより有意義なものになるだろう。今後の課題とし

たい。 
 

〈注〉 

１）Berlin＆Kay(1969)、大河内（1982）参照。なお、Berlin＆Kayの仮説によれ

ば、第4の色はgreen（or yellow）であるが、中国およびその周辺の漢字文化

圏では古来、青と緑を区別せず、青が緑をカバーしてきた。例えば、中国語

の“青蛙”（カエル）、“青椒”（ピーマン）、日本語の「青信号」、「青虫」、韓

国語の“청청청”（青信号）、“청청청청”（カエル）などにその一端がうか

がえる。 

２）瀬戸（1997:29）、瀬戸（1995:51）など。 
３）中心義の定義や、意義展開のパタンについては『英語多義ネットワーク辞

典』（4－7）に従う。紙面という物理的制限から、意義展開を上から下へ序

列式に記述せざるをえないのだが、意義の配列は、意義のつながりを重視し

たものであり、頻度順ではない、という点を強調しておきたい。中心義とは、

意義展開の出発点にあたるものであり、すべての意義を理解する要となるも

のである。けっして使用頻度の高さによって据えられたものではない（もち
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ろん条件が重なる場合もある。“白”などはそう）。中心義から展開する各意

義についても同様であり、中心義からの意義の近さが考慮される。また、本

稿は共時的な意味記述を目的としており、通時的な意義の変遷に対応するも

のではない。 

４）状態形容詞には2音節タイプ、ABB型の3音節タイプあわせて、次のような

ものがある（本文中で採用したものは除く）。白皙、白润、斑白、素白、莹

白、白皑皑、白惨惨、白苍苍、白乎乎、白糊糊、白花花、白晃晃、白茫茫、

白蒙蒙、白森森、白生生、白汪汪、など（古川2001）。いずれの語も何のど

んな白さを描くか、意味がほぼ固定化しており、対象物の選択制限がある。

状態形容詞は、総称としての“白”に対して、その下位カテゴリーに属する。 

      白 ⇔ 黑，红，蓝，黄，…… （属性） 

 

   雪白 白皙 白皑皑 …… （描写性） 

５）“红”が表す「明るい」とは異なるということ。“红”は炎の象徴。 
６）ただし、plain（プレーンな）は「平らな」から、でこぼこがないという特

性つながりで、物に飾りがない→食品に加えられたものがない、に意義展開

したものである（英語多義ネットワーク辞典：707）。 
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用例出典 
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