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１．漢字教育と白川 静

筆者は１９７０年代から８０年代の初めに掛けて初等教
育・中等教育を受け，その中で漢字に関する最初の
教育を受けた。
自らの記憶を辿ると，そこで受けた漢字教育は漢

字の部首を中心としたものであった。部首について
は，「さんずい」や魚偏などは意味を理解すること
はできたが，「しんにゅう」などは意味もはっきり
分かっていなかった。
漢字の声符（音符）（「決」という字であったら「さ

んずい」が部首（意符）で「夬」が声符）に関しては，
それももともとは意味を有しているのだということ
を考えさせられることはなかった。
そして，つまるところ漢字の字源について教わる

ことはなかった。
白川 静（１９１０－２００６）の一般向けの著作が公刊さ

れ始めたのは，その頃であった。その最初のものと
なる『漢字 生い立ちとその背景』（岩波新書）が出
版されたのは１９７０年のことである。
そして，白川 静の手になる三冊の字書の第一冊

目であり，漢字の字源を解説した『字統』（平凡社）
が出版されたのは１９８４年であった。この『字統』に
おいて完全な形で表された白川の字源学によって，
漢字の字源に対する一般の関心が徐々に高まってい
く。
１９９０年頃からは，日本社会に漢字ブームと言われ
る現象が起き，それは同時に白川 静ブームでも
あったとされる１）。白川 静の学問に対する賞賛が
高まる中で，漢字の字源に対する関心が高まり，そ
れは漢字教育の場にも影響を及ぼした。
宮下久夫遺稿集『分ければ見つかる知ってる漢字

白川 静先生に学んで漢字の学習システムをつく
る』（太郎次郎社２０００）といった，白川漢字学を体系
的に漢字教育に応用しようとする試みも提起される
ようになった。
２００６年には，一般への啓蒙書である小山鉄郎の
『白川 静さんに学ぶ 漢字は楽しい』（共同通信
社）が出版され，また２００８年には白川 静に関する
数少ないモノグラフである松岡正剛『白川 静 漢
字の世界観』（平凡社）が出され，白川漢字学の認知
度は高まっていった。
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２．白川 静の学問

白川 静は単に漢字学者であった訳ではなかっ
た。
白川 静は，『詩経』と『万葉集』を読むことを

自らの学問の出発点に据えた２）。白川 静の志は東
洋，東アジアというものを歴史的に明らかにするこ
とにあった。白川にとっての東洋とは，漢字を共有
する文化圏であった３）。
白川 静の東洋学は，比較文学，比較神話学，民

俗学などを包摂するものであった。その著作は，中
国については『中国の神話』『詩経』『孔子伝』『中
国の古代文学』，日本文学については『初期万葉
論』『後期万葉論』と多岐に渡る。
比較文学的な視点は，その著『中国古代の民俗』

の第四章「詩経民俗学」で，『詩経』と『万葉集』
が互いに相照らすように考察されるところに見出せ
る。
また白川は中国古代史学者でもあった。それは，

『甲骨文の世界 古代殷王朝の構造』『金文の世界
殷周社会史』という著書のタイトルからも窺い知れ
る。
白川の研究において，漢字は研究の対象であると

同時に，東洋を知るための手段でもあった。そして
その反対に東洋学が，漢字の字源を解釈する上での
基盤となった。漢字の字形には，漢字が創られた当
時の古代社会の痕跡が残っており，漢字の成り立ち
を知ることは同時に，それが生まれた時代の社会を
知ることでもあった。
白川 静にとって漢字は中国の文字であると同時

に，日本語の国字である。漢字に対する比較文学・
比較文化的な発想は最終的に，漢字の字源字典であ
る『字統』と独特な日本語古語辞典である『字訓』
の二冊の辞書に結晶していくのである。

３．字源学に起きた歴史的な変化

漢字の字源（註：字源は漢字という文字の起源で
あり，語源は言葉の起源である）に関する歴史的に
最も権威のある書物は，中国，後漢時代，紀元１００
年頃，許慎により著されたとされる『説文解字』で
あった。『説文解字』は歴史的な価値があるばかり
ではなく，現在でも漢字辞典にはその字源解釈をそ

のまま受け継いでいるものが存在する。落合淳思に
よれば，『説文解字』の字源説のうち，七割から八
割は現在でも妥当であるという４）。
『説文解字』が絶対的であった時代は長かったの
であるが，それを揺るがしたのは，中国清代の考証
学（金石学・音韻学）の成果と，中国の考古学の発展
による新しい資料（史料）の発見であった。金石学と
は金文（青銅器に彫られた文字）や碑文の研究をい
う。
１８９９年，中国で甲骨文字が発見された。（この経
緯については，白川 静『漢字』（岩波書店１９７０）P
７以下に詳しい。）甲骨文字とは，亀の甲羅や動物
の骨に刻まれ，卜占に使われたものである。
『説文解字』の著者とされる許慎は，金文や甲骨
文字を知らなかった。金文，甲骨文字の資料によっ
て，漢字学は『説文解字』を超えることが可能に
なったのである。
とはいえ，新しい資料が現れても，字源学がそれ

を活かして発展していくには，相応の時間を要して
いる。
日本における漢字の字源学の現状について見る

と，日本の漢和辞典に載っている字源の説はほぼ四
系統に分けられる。
一つは『説文解字』の解釈をほぼそのまま載せて

いるものである。昭和４１年刊の長澤規矩也・編『新
漢和中辞典』（三省堂）の「この辞典の使い方」「七
字源」には，「漢字の字形がやさしく覚えられるた
めに文字のなりたちを通説に従って示した。説明上
必要なものには古代の字形をも示した。学界の定説
になっていない新説にはなるべく触れないことにし
た。」（字源項目担当：原田種成）とある。「学界の定
説」とは『説文解字』のことと理解してよい。
白川 静以前に独自の字源説を提示した日本の学

者には，加藤常賢（１８９４－１９７８）と藤堂明保（１９１５－
１９８５）がいる。
加藤常賢の字源説に基づく漢和辞典には，尾崎雄

二郎，西岡 弘，山田俊雄，都留春雄，山田勝美・
編『角川 大字源』（角川書店１９９２）や山田勝美，進
藤秀幸・編『漢字字源辞典』（角川学芸出版１９９５）な
どがある。
藤堂明保の字源説に基づくものとしては，藤堂明

保・編『学研漢和大字典』（学習研究社１９７８），藤堂
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明保『漢字源』（学研教育出版１９８８）がある。
白川 静の字源説は『字統』（平凡社１９８４）で知る

ことが出来る。また新潮社の『新潮日本語漢字辞
典』（２００７）は白川の字解を採用している。
この三学者の字書の字源説を「尿」という字で見

てみると，白川以外は「尻」と「水」からなる会意
文字と解し，今の字形から発して字源を解釈しよう
としている。それに対して白川は甲骨文字の字形か
ら象形文字と判断し，「立って小便している人を横
から見た形」と解釈している。
この例に見られるように，白川は古代文字の字形

を見ることを，その字源研究の原点としていた。
白川 静は，金文や甲骨文字の字形を日本におい

て最も徹底的に研究した漢字学者であった。そして
民俗学，文化人類学，神話学，古代文学などの知識
を背景に，漢字の字源を考察していった。ここに，
白川 静の字源学の歴史的な意義がある。
白川 静以降，字源に関する体系的な説は見当た

らない。落合淳思はその著書において，加藤，藤堂，
白川三者の字源研究を詳細に分析批判した上で，漢
字の数としては限られるが，字源に関する独自の見
解を提示している（落合淳思『漢字の成り立ち』
筑摩書房２０１４，および落合淳思『甲骨文字小字典』
筑摩書房２０１１）。その説を見ると，金文，甲骨文と
いった資料の整備が進み，それを十全に利用する環
境が整ってきたことが分かる。字源学は今の日本の
人文科学の中で，最も知的刺激を孕んだ分野と言っ
てもよいのかも知れない。

４．白川漢字学の魅力

白川 静の字源説をまとめた『字統』は，なにゆ
え人々の間に字源に関する関心を呼び覚ますことが
出来たのであろうか。
白川は，ただ単に古代の漢字の字体から漢字の字

源について新しい説を提出したというにとどまら
ず，それを通じて古代中国の社会，生活，価値観を
明らかにした。それゆえ白川の学問は漢字学という
枠に収まらず，東洋学とも呼び得るのである。
そして，中国の古代社会を古代文字を通じて鮮烈

に描き出したことが，逆にまた漢字に対する新たな
関心を引き起こすことになった。
白川の字源学によれば，文身（入墨）という古代の

習俗が反映した漢字がある。例えば，「文」は聖化
のために胸に入墨をした形という。また，「産」は
出生の際に生まれた子の額に入墨をした字という。
こうした解釈をするには，これらの漢字が作られた
時代に，文身の習俗が広く存在したことが前提とな
る５）。
別の例を挙げると，「無」は「舞」の元の字で，

巫女が袖を翻して雨乞いの舞を舞う形であると言
う。漢字が形成される過程に，古代の呪術社会の様
相が反映されているのである。
白川の字源解釈が字源学的にどこまで妥当性があ

るのかは今後の検証を待たなくてはならないが，白
川の解釈は漢字の字源を明らかにする一方，甲骨で
卜占がなされていた当時の人々の社会と生活の一端
を覗かせてくれているのである。それが白川漢字学
の魅力の源であり，漢字を研究資料に古代中国を研
究対象とする白川東洋学が成功を修めた瞬間とも言
えるのである。
白川が引き起こした「ブーム」１）が，字源に対する

国民的な関心を高めたのだとしたら，それは国民に
対する非常な教育効果があったということである。
白川の字源説自体が後日，新しい研究によって修正
されることがあったとしても，白川の学問の魅力
が，漢字の字源という知的対象に目を向けさせた功
績は否定されることはないであろう。

５．白川漢字学に対する批判

白川 静の字源説が『字統』という字書の形でま
とめられたのは１９８４年のことである。それから三十
年経過した今日，その学説の検証が行われるのは当
然のことであろう。
白川の字源説で象徴的なものとして知られ，平凡

社刊の『常用字解』では書物の装丁でもデザイン化
されているのが，耳口の口と区別された，祝詞を入
れた箱という意味での口「サイ」である。
田畑暁生は，論文「白川 静ブームとその問題

点」１）の中で，白川は口「サイ」と耳口の口との差を
明示することを怠っていると批判している。特に
「叫」「吸」「呼」「味」など「口偏」の口につい
て，「形声 声符は～」と書くのみで，はっきりさ
せていないと言う。
だがこれについては，白川はどの部首についても
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「形声 声符は～」と記していることから，特に
「口偏」についてだけ曖昧にしようとする意図はな
かったであろう。『字統』の「口（耳口の口）」の項
には「口耳の口に従う字は，おおむね後起の形声字
である。」とあるのであるから，「形声 声符は～」
とあれば，その部首は口耳の「口」と理解してよい
であろう。
田畑はまた，祝詞を入れた箱という意味での口の

字音が「サイ」であることの根拠が薄弱であると指
摘している。これについては更に検証が必要であろ
う。
落合淳思はその著『漢字の成り立ち 『説文解字』

から最先端の研究まで』（筑摩書房２０１４）において，
過去の字源研究を検証している。そして白川の研究
についても，その問題点を指摘している。
批判の主たる論点は，白川は字源解釈において漢

字の起源が祭祀に関係しているという考えに捉われ
過ぎている，白川が研究活動をしていた時期に既に
利用可能であったはずの資料を用いていない，甲骨
文の字義分析を徹底していれば判明していたはずの
過ちがあるといった点である。
しかし現状では，字源字典という形では白川の著

作を超えるものがない以上，学習者としては，白川
の字書を修正しながら使っていくのが最善の選択で
あろう。
字源学にとどまらない，白川 静の学問の全体を

対象とした研究書は，白川の声望が極めて高いにも
関わらず，見当たらないというのが実情である。落
合が言うように研究者の層が薄くなっているという
事情もあるのかも知れない６）が，白川の学問のス
ケールの大きさを証し立てているのではないかと考
える。

６．白川 静と戦後国語国字改革

第二次世界大戦直後の日本では，国語国字改革が
行われた。漢字については，当用漢字表が定められ
て，使用する漢字の制限がなされた。また一部の漢
字の字体が簡素化された。「かな」については「現
代かなづかい」が定められ，歴史的仮名遣いから移
行することになった。
戦後日本の国語改革に対しては，その無原則を批

判する声は絶えなかった。福田恆存７）や丸谷才一８）の

ような論客は，批判の論陣を張るばかりでなく，自
ら旧字体や歴史的仮名遣いを使用し続けた。
白川 静は旧かなも旧字体も使用していないが，

漢字の形の成り立ちを知らない素人が勝手に字形を
いじくっていると，漢字学者として漢字の字体の簡
素化の無原則を批判した９）。
例えば「臭」という字は，鼻の象形である「自」

と「犬」よりなる会意文字であるが，国字改革にお
いて，根拠もなく「犬」が「大」に変えられてしまっ
た。「器」や「突」も同様の経緯で「犬」が「大」
に変えられてしまっており，学習者にとっては，新
字体からは漢字の字源を辿ることが出来なくなって
しまっている。旧字を見ない限り字源を理解するこ
とが出来ないため，字源に基づく漢字学習に困難を
もたらしている。
このような改変が行われた背景として，当時国語

政策に関わった人達に，漢字の字源に関する十分な
知見がなかったのではと疑われる。
白川 静の字源学が日本国民の普遍的な教養の一

部となった時，歪められた字形を，字形学的に筋の
通ったものにしようとする意見が大勢を占めている
ことを期待したい。
白川はまた，戦後の国語政策に対し，まったく独

自の観点から批判を加えている。
当用漢字表・常用漢字表では漢字の読みも規定さ

れている。中には音読みだけで，訓読みのない漢字
もある。例えば「念」は「ねん」という音読みだけ
である。漢字はもともとは中国大陸から来たもので
あるから，音読みは当然ある訳である。ところがそ
の漢字がいかなる意味を持つかは，日本語で訓読み
を与えて初めて日本人には理解できるのである。そ
して「念」には「おもう」という訓が当てられてき
た。常用漢字表では「想」にも，「おもう」という読
みを認めておらず，「おもう」と読ませるのは「思」
一字に限っている。日本人は歴史上，やまとことば
に様々の漢字を当ててきたし，漢字にも一つに限ら
ない訓読みをさせてきた。戦後の国語政策がこのよ
うに訓読みを厳しく制約することに対して，白川は
その根拠がないことを指摘するのである１０）。
漢字は訓読みすることにより国字となったのであ

る。漢字の訓読みを制限すると，漢字一つ一つの意
味が分かり難くなってしまい，国字としての漢字の
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根が弱ってしまうと，白川は懸念している１０）。
なお，漢字の訓読みの歴史に関する白川の考えが

字書という形に結晶したものが，『字訓』である。

７．白川 静の著作が漢字の学習に対して持つ意味

白川 静の字書の編集法は漢字学習にも影響を与
えた。
漢字の辞典とは，部首をもとに漢字が整理されて

いて，まず索引を経由しなくては本体の漢字には行
き着けないものであった。
それに対し，白川 静の字書の漢字の配列は，部

首でなく，漢字の音読みでなされている。
白川は「字統の編集について」１１）において，音読

みで漢字配列を行う理由について次のように述べて
いる。「わが国の現行の字書は，［大漢和辞典］をは
じめ，ほとんどがこの部首法を踏襲している。この
部首法は，韻別字書を不便とすることから，一種の
便法として中国で用いられているものに，いわば追
随しているにすぎず，国語としての漢字を扱う上か
らいっても，必ずしも適当な形式ではない。近年で
は中国でも，発音による配列法が行われようとする
傾向にある。漢字を国字国語とする本書の立場から
は，当然五十音配列の方法をとるべきであるから，
本書ではその方法を採用した。本書所収の７０００字の
大部分は，国語としてその音が知られており，ある
いは類推によって容易に知りうるものである。」
白川の字書の編集方針は，実用的にも意味があ

る。学習者にとっては，音読みが分かっている漢字
まで，索引を経ないとどの頁にあるのか分からない
というのは不便なことであった。漢字忌避の一因
に，漢和辞典の引き辛さがあったことは推測でき
る。白川の辞書の自然な漢字配列は，学習者にとっ
て福音である。
漢字学習の場においては，白川の字書の編集方針

は，部首から声符へという方向に棹差すものであ
る。五十音順の漢字配列にすることによって，声符
を同じくする漢字を近接した頁の中に見出せるとい
うのは，学習上の大きな利便である。
古代文字の字形に遡って漢字を見るのが白川 静

の漢字学であるが，その結果として，これまでは部
首中心の漢字理解であったのが，意符（部首）と声符
を合わせて文字を見るようになってきた。

そもそも部首は，考古学的な古代資料を見ずに考
えられたものであるから，字源学の進展に伴い，本
来は部首の分類そのものを考え直す必要があると言
える。
例えば「笑」という字は，白川の説によれば，舞

い躍る巫女の姿であり，漢字の上部は巫女の髪であ
る。字形が整理される過程で竹冠と同じ形になった
ため，「笑」という字は一般の漢字字典では竹冠の
中に分類されているが，白川にとって，伝統的な部
首を軸とした編集方針に基いて「笑」を竹冠に分類
して安んじることは考えられないことであったろ
う。音読みの順による編集方針には，そうした問題
意識もあったかも知れない。
声符に着目した漢字の学習を行えば，部首から見

た場合とは違った角度から，漢字に光を当てること
ができる。具体的には，声符にも，単にその音のた
めでなく，意味にも関連性があって用いられている
ものがあり（亦声（えきせい）），そうした場合には，
共通の意味を認識することができる。また，同じ声
符を持つ漢字同士というのは間違って使い易いもの
であり，それを避けるように意識することができ
る。
例えば「還」と「環」など，声符が同じ漢字を並

べて注意を促す位のことは，初等教育の国語の授業
でこれまでも普通に行われてきたことであるかも知
れないが，白川 静によって字形の分析，字義の解
明が進められたため，声符に基づいて体系的に漢字
を整理することの意義が深まった。
声符を軸に漢字をグループ化した学習参考書（山
本康喬『新しい漢字学習法 漢字音符辞典』東京堂
出版２０１２）が公刊されていることは，部首中心だっ
た漢字の学習が，声符に重心を移し始めたことの現
れであろう。
とはいえ何よりも，白川 静が漢字学習に及ぼし

た最も大きな影響は，人々が漢字の字源を学ぶよう
になったことであろう。
小山鉄郎が白川 静の学説を一般向けに分かり易

く解説した『白川 静さんに学ぶ漢字は楽しい』
（共同通信社２００６）『白川 静さんに学ぶ漢字は怖
い』（共同通信社２００７）

，
『白川 静さんと遊ぶ 漢

字百熟語』（PHP研究所
，
２０１０）などの著作には，

「隻」や「雙」など，『説文解字』にもあるような
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字解を，あたかも白川の説であるかのように載せて
いるものもある。つまり，白川ブームは白川の学説
への関心である以前に，漢字の字源への関心であっ
たのである。白川 静が出て来る以前にも，『説文
解字』にある字源説は教育の場で活かされて良かっ
たはずなのに，そうなっていなかった。字源を学ぶ
ことで，漢字一字一字への理解が深まると同時に，
漢字への関心が湧いてくるのである。白川 静の字
源説が刺激的なものであったために，漢字の字源か
ら，さらには漢字そのものへの深い関心を呼び覚ま
したという訳である。
白川の字書の編纂法が与えた影響は，まだある。
『字統』は白川 静の字書三部作の第一作で，漢
字の字源について書かれたものである。漢和辞典に
字源の項があるというのではなく，字源の記述を主
目的とした字典としては，『字統』は希有なもので
ある。
さらに『字統』には甲骨文字，金文の字形が載っ

ており，字源を学ぶことを，その漢字の最も古い字
形を見ることから始めることができるのである。
『字統』出版の後に，タイトルに字源と名乗る字
源字典（『角川大字源』『漢字字源辞典』『漢字源』）が
複数現れたことに，『字統』が刺激を与えていたこ
とは大いに考えられる。
そしてそれらの辞典には『字統』と同様に，古代

の字形が載せられている。今の漢字学習者には，甲
骨文字，金文の字形を見て，その形の意味するもの
を考えながら漢字を学習するということが可能に
なっているのである。
今後は，漢字字典が字源と，その根拠としての甲

骨文字と金文の字形を載せることが標準となってい
くであろう。それは『字統』が字書編集の世界にも
たらした大きな変化であろう。
最後になるが，漢字全体を学ぶ際の順序について

も白川には考えがあった。
白川は，常用漢字や，小学生での学年別漢字配当

表といった枠を超えた漢字学習がありえることを，
「象形，指事，会意を併せて１４００字」１２）ほどに過ぎ
ないことを強調することによって示唆している。
これら基本字を漢字学習の出発点とすることで，

象形，指事，会意から，形声字に至るという体系的
な漢字学習が可能になるのである。
白川 静の漢字学は，字形学的に，歴史的に，深

く掘り下げた漢字の学習を可能にしたのである。
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