
中日流行語トップテンについての対照研究

一一流行語に映される社会世相を中心lこ一一

孫 T岳

1 はじめに

1.1問題提起

学生｜｜寺代からずっと中日の流行語について興味を持っていた。中国人として当然i:¥-1＼耳の流行

語を難なく使いこなす一方で、日本の流行語については十分担加できない場合がしょっちゅう

ある。なぜならば、流行語の後ろに隠されている背景、歴史や文－化知識などを身につけないと

理角干しにくくなるからで

言百旨は時イ←tσ〉鋭として、社会や歴史の移り変わりから生活の変化まで、あらゆるものを表す

ことができる。その中で、特に際立つのは時代や社会の変化期に大量に、集中的に出現し、 H:

会の多くの人々に使われ広がっていくとし、う4祁史を持っている流行語で、ある。歴史の言由来や社

会の反映である流行詰の重要性とf1lli値に注目し、日本では 1984年から毎年京市長・流行語大1’tを
発表してきた。新語・流行語大賞とは、 I年の聞に発生したさまざまな「ことばjの中で、，，帥少

に｜凶目を街jし、た表現とニュアンスをもって、広く大衆の目 ・口・II：をにぎわせた新語 ・流行請

を選ぶとともに、その「ことばj に深くかかわった人物 ・団体を顕彰するものである。

それに対し、中国においては、かつて流行語そのものの存在はあまり注目されなかったが、

最近、中国政府関辿峨聞は流行語の栴宝を重視し、推出して公表するようになった。児にイン

ターネットの普及に伴し＼インターネット流行語ランキングやメディア流行語ランキングなど

係々の）［~でまとめられている。 その中で胤放と信見！kitが一番i看iし、のは 2008 年から w11交文11問字』

という専門~~·信志によって発表される流行語トップテンで、ある。

1. 2先行研究と本論の位置づけ

米川｜明彦により「流行詰とは新語の一種であり、その吋代に適応して、きわめてJ剖七的意味

が強く、爆発｜’l句な民衆の使JTJ話された言葉である」！と定義されている。

流行語の研究をめぐり、 言語学の角度から見たとき、 i流ft』mの定義、 ；r§源、十rYi造や流行性な

とーを一つの研究；＇.l悶Eとして倣う研究がある。それに対して、流行誌を歴史や社会’河内なff1J.f.f;/J、

ら促え、流行語の由来や使用階席やや1~会背景などを研究f.l!此ーとして論じられることもある。 比

，，波長l照的な角度からの，，，日流行語に対する研究はまだ足りないと思われる。

イζ稿はまず、 2008年から 201411三までの7"I三間の両国の流行語大'l¥を受賞した刊誌を仰円以、l

象として選び取り、それぞ、れの流行語を分知し、 まとめられたデータから社会との対応IY.H系を

考鎖する。同国の社会問題、国民の心理現状や関心点などを反映することができる権威性出い

1米川明必 『新語 ・流行語』 1荷主堂 1989｛ド 12月 p.l 
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流行言在受賞ランキングの研究を通して、本論文で明らかにしようとするのは、中日流行語トッ

プテンの内容と所属する意味分野を比較し、中日流行語 トップテンに映された社会心理や社会

1Jl:1モ｜などを比較してまとめることである。

2.中日流行語に関して

2. 1 2008年から 2014年までの日本流行語トップテンのまとめと説明

表2 1 1: 日本の流行語トップテン 2008年度

流行語 意味

アラフォー 40歳前後、特に女性のことを十旨す。

グ～！ 新人お笑い芸人エドはるみによるギャグ。

上野の413球 北京オリンヒ。ックの女子ーソフトボールで、上野由岐子投手が］

人で投げ抜いた投球~ι

居酒屋タク、ンー 新種の公務員不祥事。

名ばかり管理職 権限も報酬｜もないまま社員を管理職の地位に就け、残業代や

休日出勤手当を払わない会社やチェーン店の実体。

埋蔵金 特別会計の積立金

蟹工船 小林多喜二によるプロレタリア文学の代表作。現代日本の社

会問題と重なり、発表から約80年後の今年ブームとなった。

ゲリラ豪ー雨 いきなり局所的に発生する集中豪雨。

後期高齢：者 新医療制度随行に伴い、国が75歳以上の高帥者のことを指し

て名づけた名科」

あなたとは違うんで、 福田康夫首相は、「国民からは他人事のように見えるが」との

す 質問に対し「あなたとは違うんです」と気色ばんで、答え、話題

をH手んだ。

表2一I-2:日本の流行語トッフ。テン 2009年度

流行語 意味

政椛交代 民主党内閣が自民党内閣に代わる。選挙による政権交代が実

現したのは初めてのこと。

こども店長 加藤清史郎（8歳）が自動車販売店の店長を演じるCM。

事業仕分け 国や地方自治体が行う個別の事業について、公開の場で必

要性や効率的な実施方法を議論する手法。

新型インフルエンザ 病気の－｛!11,メキシコから新型インフルエンサ、（HlNl）が発

生。世界的に感染が広まりWHOは6月にパンデ‘ミックを宣

E「コ。

I草食男子 協調性が陪iく、家庭的で優しいが、恋愛やセックスには杉村民l~J

でない、主にLJO歳前後までの若い｜止代の男性を指す。

ml官f奈 「天 ｜ごり廃止、政治・国民主導」の理念。

派遣切り 生産の落込みが激しかった自動車や電機なと。製造業の派遣

労働者は真っ先に削減されること。

ファストフアツ、ンョン 百貨店の苦境が続く中、 売り上げを伸ばしている安くて手軽な
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ファッ、ンョンのこと。例：ユニクロ・しまむら、 g.u.・.

ぼやき 東北楽天・野村克也監皆は試合後インタビューでの「ぼやきJ

で有名。

歴女 ｜時代小説を読み、史跡も訪ねるなど、木絡的に「歴史通」にな

る若い女性。

表2 1-3：日本の流行語トップテン 2010年度

流行語 意味

いい質問で 「そうだつたのか！ 池上彰の学べるニュースJ品、う番組内で

ゲストの発言に対して使われる言葉。

イクメン 子育てを楽しむ男たち。

AKB48 人気のアイドルグループ。グループ名の由来は Akihabara（秋

葉原）。

女子会 女性専用のプランメニューを樹共、女性限定の食べ飲みj脱E
や女子会特別カクテルなど。

！刷、沢 9月の民主党代表選を受けて成立した菅改造内閣・党役員人

事に向けて、メディアは「JIルト沢j人事と報じ1こ。

食べるラーj由 車！？調味料とし、うよりラ一泊1仕立ての食品。

ととのいました 今年のお笑い界で、ひときわ印象的だ、ったのが融かけ漫才を得

意とするコンビ、rwコロン」。話の途中て、コンビの一人、ねづっ

ちが「ととのいました ！」と来たらIF,.宙Jサ」の始まり。

～なう 自分の現在を告げる便利なワード、。「NOW」でもなく、また「ナ

ウ」でもなく、ひらがなの「なうjだからこそ、ツイッターの上を浮

遊するし、まのaM－~の気分が表現しやすいのカもしれない。

1!t~縁社会 NHKによるキャンペーン報道。

特別賞 早稲田大学野球部主将斎藤佑樹の発言。「何か持ってし、ると

言われ続けてきました。今日何を持っているのか確信しました

・・それは仲間です。」

表2 1 4：日本の流行語トッフ。テン 2011年度

流行語 意味

なで、しこジャパン サッカ一日本女子代表司の愛;fef1凡

紳 人と人のつながり。 東日本大~・災は、人々に「俳」の大切さを

再認識させたQ

スマホ スマートフォン。

どじょう内閣 野田内閣のこと。

どや顔 自慢げな顔、得意満面、したり顔のこと。

帰宅難民 勤務先などで災害に遭遇し、 交通機関の混活[jpら帰宅が困難

になった人のこと。「帰宅困鮒者」ともし、う。

こだまでしょうか 東日本大震災後、頻繁に流れたACジャパンのテレビ＇ CM中
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のフレーズ。

3. 11 大地震による純計皮が襲い、偏島第一原発の事故が起きたLI。

j主婦平被害 ありもしないII作やデマを世間に流されたり、取り沙汰されたりし

て被る被害のこと。

ラブ注入 ~I~｛本師でもあるお笑い芸人・楽しんごのギャグ。

表2一1-5：日本の流行語トップ。テン 2012年度

流行語 意味

ワイノレドだろお お笑い界のスターとなったヒnン芸人のスギちゃんのキ‘ヤグ。

i PS~： l llJ I包 人工多能性幹非lllJJ包。

判断！庁 「斜1~t~rJとし、う言葉を掲げた団体「大I＼反紺二新の会jが「日本維新

の会Jを結成し、 「品l鵠fr八策Jを発表した。

しcc 格安航空会社を；目、味するLow-Cost Carrierの｜略称。

終f舌 人生の最矧を自分の望むように自分で準似iすること。『現代用

語の;Ii!,~知市叫には 20!0 年日刷、ら登場。

第3極 二大政党制の下、 二大政党の次の勢力になりうる政党のことを

指す。

).Iiし、うちに・．． 野田首相の言葉。

手ぶらで帰らせるわ ロンドンオリンヒ。ックにおいて男子競泳メドレー400111レース前

けにはいかない の3人（入江陵介、藤井拓政I I、松 I~ I丈志）の話。

東京ソラマチ 東京・ ~i~田区、東京スカイツリーとともに 5 月 22 日開業した、そ

の展望台とその周辺、商業Ji町~一併を指すネーミング。

爆i)ij1低気圧 始時発的に発達「1）－る1mL・:w低気「Eのこと。

表2-l 6：日本の流行語トッフ。テン 2013年度

iifc行語 意味

今でしょ！ 林修が自身が所属する予備校・東ill；ハイスクールのテレビC

Mに話した言葉。

お・も・て・な・し 日木社会に根付く歓待の粘十rj1を［お・も・て・な・し」とPRしたシ

ーンは五輪招致決定のニュースとともに強烈！なインパク卜を残

した。

じえじえじえ 岩手県三陸地方の方言で、~；1郎、たり戸惑ったりするときに発す

る言栄LNI-II<テレヒ草月の連続テレビ小説「あまちゃん」で使わ

れた。

佑返し 高視聴率ド‘ラマ『半沢直樹』の主人公ニ｜土沢が反~害するときのセ

リフ「やられたらやりかえす。倍返しだ IJ。

アベノミクス デフレと呆気低迷からの脱却をl=I的とする安倍内閣の経済政

策を梼：口il'i化したもの。

ご当j出キャラ 2007 1FーにJ到茨城禁日成400年の記念キャラ・ひこにゃんが受J))J

して以来の流行。
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特定級品：｛府益法 「国の安全」「外交」「公共の安全及び秩序の維持Jの情報で

「公になっていなし、もののうち特に秘匿を要するもの」が「特定

秘密Jに指定される。

PM2.5 粒子径が 2.5ミクロン以下である微佐子の総科L近年、中国に

おけるPM2.5の濃度が非常に高くなっており、 2013年にはこ

れを含めた越境汚染対策について日中韓で共同声明が採択

された。

ブ．ラック企業 異常な長~Vi間労働やパワーハラスメン卜なと会劣悪な労働条糾ニ

で従業員を酷使するため、南j[J峨率も高く、 iiill労にともなう問題

等も起きやすし、企業のこと。

へイトスピーチ 国籍や宗教、性的指向や障害などをおとしめ、憎悪、暴力を

J活き立てる「憎思表現」を指す。

t-.'j別Pl 被災地が、東北が、日本がひとつになった。

表2 l 7：日本の流行語トップテン 2014年度

流行語 意味

ダメよ～ダメダメ 女性お笑し、コンビ日本エレキテル連合のギャグ。「し、し、じゃあ

ないの～Jと言われたll~fの、返しの言葉

集団的自術枚 安イ帝政椛の下でいきなり解釈を変更され、注目されてしも。

ありのままで デ‘イズ、ニー『アナと雪の女王』のせりふ

カープ女子 日本のプロ野球セ・リーグの広島東洋カープを愛し、ユニフォ

ームやグッズなどを身に着け、カープを応援する女子たち。

壁ドン 監を背にした女性に対し、向かい合って立つ男性が世にドン

と手をつきが、を抜近させるポーズ。

危険ド、ラックー 「合法」や「ハーブJなとやの柔らかし、名称をまず変更して臨む、

厚労省、の本知立が世間に響き、この言葉は瞬時に浸透した。

ごきげんよう 「ごきげんようさようなら」。NJ-lK朝の連続テレヒ‘小説「花子と

アンJの最後の美輪｜珂宏のナレーションの定番のことば。

マタハラ マタニティー・ノ、ラスメント。 H：娠を理由＇－＝－~制各されるなど。

側主ウォッチ ニンテンドー3DSのゲームソフト。

レジエンド 世界中に影粋力を持つ日本のスポーツ選手のことを指す。

2.2 2008年から 2014年まで中国流行語トップテンのまとめと説明

表2-2一l：中匡lの流行語トッフ。テン 2008年度

流行語 意味

山君主 和訳＝コピー商品

'ix. Iを 和訳＝超ショック

~~制定タトれなこと或いは理解不riWtもので、ショック状態に陥る。

問 和訳＝うなだれた

現在、；’有用悦：字として使われていない占字で、大きく口を開けて阿眉
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をしかめた顔＝｜潤った表情初当ら

「憂欝だJ「気まずし、J「どうしょうもなしリとし、う意味で使われる。

平日 和訳＝調和の「干II」。

北京のオリンヒ。ツク開幕式て演じられた以来、注目され始めた。

不Wt奔、不放ず，， 和訳＝捨てないで放棄しないように

人気ドラマ「土兵突墜」の中の台言礼

口紅殻庄 和訳＝リップスティック・インデ、ックス（LipstickIndex) 

経済不況になっても口紅が売れるとしづ現象を指す。

拐点 和訳ニ「変曲点」

本来数学用語であり、 2008年の世界金融危機発生以来、マクロ経済

や政策など物事の性格や状況が大きく転換しそうな時によく使われ

る。

宅男宅女 和訳＝「i~I昭氏」

日本語からl愉入してきた諸説であり、「お宅」のニュアンスと少し違う。

外へ出かけず、ネットとパソコンを楽しむ男女を指す。

不折勝 和訳一「弱点五せず、；在、けず、寝返りを打たず」＝“不功揺、不慨官、、不折

！除”

改革開放 30 周1r二記念大会で、，，，月w/l\l~~i書官己の発言のキーワード。

非城勿抗 和訳＝「誠実なおつき合いができる方のみJ

当年鴻ノl、剛監督の正月映画として公開後すぐ大ヒットになり、 ｜映画後

半の主舞台が日木の北梅道で、中国において北海道ブームを引き起

こした。

表2-2 2：中国の流行語トップテン 2009年度

流行語 意味

不器具 和訳＝「金は問題なし、J

2009年春節目付伏脱会（おおみそかの人気番組）で東北出身の笑い芸

人組木山の演じたJ..¥illの名所Tである。

身＇￥訪問首 和訳＝「JI，：針もん坊I

木来子供遊びの－Fil.であるが、拘留者が死亡した原因を、当局が「鬼

ご、っこJで頭をぶつけたと公表し非難された。「真実を隠す」「責任を背

負いたくな~'Jなと、の意味として使われるようになる。

低w~ frl訳＝［低炭素J

政府の活動報告のi:1-1で、「低炭素生活」に向けた国の方針を示し、そ

れ以降「低1炭」とし、う言葉が、頻繁に使われるようになっている。

槻 凶k 和訳＝「Wff~したことiこされていたJ

中国において就職率の水噌しのため、大学当局fJlllで、就職先が決まっ

ていない卒業生も内定を取得しているよう改ざんしてしまうことを指

す。

＋民 和訳＝「何も1！＼~し、J :fJか～
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裸官＝1人で園内に残り、親族をすべて海外lこ1剣主させた国や地方

の幹部のこと

裸婚＝「家なし、 車なし、金なしJのまま結婚すること

生刊さ吉 和訳＝「もつれ合う、カもみ合うJ

経済発展が目覚しし、現代社会では、多くの中国人がその変化や速さ

についていけず、心の中で「ああ、どうしよ～!Jつまり「恨剖結！Jと叫ぶ

ことが多くなってしも現状を反映している。

約負 和訳＝「おとり捜査」

回捜査こと、魚釣り型執行事件を由来に注目される。

秒糸 和訳ニ「ネット、ンョッヒ。ングで、あっとし、う聞に売り切れること。」

蛸居 和訳＝「カタツムリの住まし、」

マイホーム購入のために苦労する庶民の生活を描いたテレビドラマ

「隔居jが若者の間で人気を集め、話題になった。

蚊族 和訳＝「蟻族」

職場から遠く離れた郊外で集団生活し、毎日数時間かけて通勤する

大卒生の姿を、黙々と食物を巣へ運び込むアリに重ね、痛々 しし、表現

である。

表2 2-3：中国の流行語トップテン 2010年度

流行語 意味

姶力 和訳＝「興味が出る、素晴らしい、面白い、すごし、」

日本のアニメ『ギャグ、マンガ日和』の中国語字幕に由来するとし、う説が

ある。

神弓都是浮云 和訳＝「何も取り上げるには及ぱなし、」

「神弓jは「什~、（なlこ）」の発音と似ているので、「イ十仏」を入力するとき

に「神弓」が変換されて表示されやすしてとから、この単語が生まれ

た。「浮云」は「｜瞬〈聞にすくなくなるもの」を指す。

固惇 和訳＝「ツイッター」

中国版ツィッター「4制専」の掛けことばで、本来の意味はマフラーであ

る。

固現 和訳＝「やじ馬見物をする」

不特定多数のネットユーザーがある事件に着目し、それをネットで、の

伝達や意見表明などの形を通じて事態の進展に参加すること。

二代 和訳＝「第二世代」

耕室長 和訳＝「親父自慢」

父の地位と実力を比較。庶民の不満を表す。

控 和訳＝「～ドコンプレックスj

帝 和訳＝「分野の中に業績は大きく、造詣の高い人を指す」

2010年サッカーワールド、カップの試合結果を当てることで有名な、ド、イ

ツの水族館のタコ「パウ／レ」さんは、中国で「保!$i＇帝」（「パウル王様」の

- 63-



意味）と呼ばれた。

法人 和訳＝「学問・技芸など、その道にひでた人を指すJ

日本語の「達人」とほぼ同じ。

穿越 和訳＝「通り抜けるJ

時間・空間トリップとし、う意味合いで使われるようになり、いわゆる「タイ

ムトラベル」や「瞬間ワープ」を題材にした映画やドラマ、ゲームが次々

発表され、注目された。

表2 2 4：中国の流行語トップテン 2011年度

流行語 意味

来 司~＝fDear」

fDarlingJの中国語訳「来愛的」からの略語である。恋人でなくても、軽

し、気持ちで相手lこ「来」で声をかけるとし、うニュアンスになっている。

f先不起 和訳＝「もう俄だらけになってしもので、これ以上、自分を傷つけるこ

とができなし、j

holdイ主 和訳＝「コントロールで、きる」

台湾の番組から。「どんな状況に置かれても、冷静さ、落ち着きを保

ち、回りの雰囲気をコントロールする」とし、うニュアンスが込められてい

る。

反正我信了 tlJ訳＝「私は信じる」

当年中国の高速鉄道事故発生後に行われた鉄道部の記者会見にて

報道官が発した言葉である。「あなた達が信じようが信じまいが、私は

信じる」

坑室長 和訳＝「｛奄傑を！！＇.ili¥iす」

日本のアニメ『ギヤクザマンガ日和』に由来とし、う説がある。

実萌 和訳＝「子どものような単純な表情をする」

「萌」は日本古前コffojえJから。

吐槽 平日訳＝笑っ込み

「突っ込みJの中国語訳として広く伝わってし、る。

『防J 和訳＝「人や物が発する、視覚では捕らえられない一種の雰囲気、オ

ーラでも言う。J

悲｛雀 和訳＝「泣きたし、ほとー悲参J

思い通りにならない時、失敗したH手、傷ついたH寺などに使われる。

去、志 手n訳＝「不安でドキドキするJ

Ji瑞ljのような化粧する友性の中国歌手の、歌剖がなし、リズミカルなi欽

の名前である。

表2-2-5：中国の流行語トップテン 2012年度

流行語 意味

正能量 和訳＝「ポジティフマエネルギー」
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Positive energyからの訳語で、前向きで人に力を与えるような事や人を

形容して使う。

元芳、｛~r;:c ~、 和訳＝「元芳くん、元芳、お前はどう思う？J

看つ オリジナノレのネタはテレビド、ラマ『神探秋仁茶』の中のせりふで、ある。18.IJ

中で秋仁茶、が判決を下すとき、いつも侍従の元芳の意見を尋ねる。こ

の言葉はネットユーザーの間で、広く意見や疑問を表明するときの決ま

り文句となってしも。

舌尖上 和訳＝「舌先でJ

中国の食文化を紹介した cc引／のドキュメンタリー「舌尖上的中国（舌

の上の中国）」が由来である。番組は大きな反粋を呼び、グルメと関係

のある事桐に「舌尖上」をつけて表現するのが流行となった。

制着也中怜 和訳＝「伏せていたのに墜たれちまった」

映画『逃学威竜』の台詞から。悪くないのに他人から議論を吹っかけら

れたり攻略されたりした時のd心情をからヵ、ってこう言う。

高富山11 和訳＝「身長・1蚤i斉力・容貌、全てを兼ね備えた男性」

中国式 和訳＝「中国式～」

中国人の行動様式を自ら州司食したもの。例：「中国式摘断歩道渡りj

圧力山大 和訳＝「プレッシャーが山のように大きし、」

ヨーロツノξ系の男子名rSil周山大」（アレクサンダー）と同じ発音なのに

かけて、「圧力山大Jとし、う新語が現れて流行っていた。

償 和訳＝賛成 ！「イイネ ！J (SNS) 

最美（＋身｛分或ffH 和訳＝「最も美しい－－」＋身分／職業

立） 元は10階刀も転落した幼児を自らの腕を骨折しながら受け止めた母親

を称えた「最も美しい母」から。

接i也汽 和訳＝「庶民の生活に親しむJ

元々「地に足が着いているJことで、転じて、「（政治や芸術など）一般大

衆と幅広くふれあい、その願し、や希望を副拝し反映させるJ品、う意l見込

表2 2-6中国の流行語トップテン 2013年度

流行語 意味

中国歩 和訳＝「中国の夢j

中国の習近平国家主席が唱えた政治スローガンである。「中華民族の

偉大なる復興」を目指すことである。

光菰； 平日訳＝「完食J「食べ物を残さなし、ことj

空っぽを意味する「光」と、お皿を意味するけ註」からなってしも。北京

にある公益f邸裁によって提唱された食べ残しをしなし、ように呼びかける

行動Jから注目を集めた。

倒逼 和訳＝「逆方向からせまるJ

逆とし、うのは何かと言うと、下から上に行くとか、結果から原因を見てい

くとし、うことを十旨す。中国の指導者IIがi直近よく使う言集である。

「「
u

ph
v
 



逆袈 和訳＝「逆襲」

日本語の「逆襲」に由来するもので、「元々 劣勢にあったものが優勢に

転じること」を示す。

微×× 和訳＝「微xxJ

「微」とはもともと小さい、 細い、軽い、少ない、~~し、など、の意味を持つ

が、「側等」、 「微信2」、「微新聞」、「事慌匡影jなどの名称に用しもれてい

る。

大V 和訳＝「微博上で活躍する、多くのフォロワーを持つ著名人のことJ

女？又子 和訳＝「男子系女子j「おっさん女子」

土豪 和訳＝「田舎くさい成金J「金持ち」

金遣いが荒く品がない自慢好きな金持ちを言う。

奇a@ 和訳＝「風変わりの者」

この用法はネットスラングで、風変わりなものを賞賛するとし、うよりは、 捌；

撤したり馬鹿にしたりするニュアンスが含まれてし、る。

点勢 和訳＝「し、し、ねを付けること」

表 2-2 7：中国の流行語トップテン 2014年度

流行語 意味

頂居波汁 和訳＝「トップダ、ウンデ、ザインJ

「頂層設計」は国家理念・構造を再構築する戦略的政策立案や管理を

指す。

新常恋 和訳＝「新常態シ／ニューノーマノレ」

習近平国家主席が打ち出した、中国経済の新しし、キーワードである。

打虎拍蝿 和訳＝「トラを退治し、ノ、ェを叩く」

反腐敗運動の徹底，L,~を映す。

断崖式 和訳＝「急行直下型J

大きく急llli下する状態を指し、さまざまな状況で使用される。例：株価の

「断崖式J暴落／マン、ンョン価格の「断崖式J下落

保慣的 和訳＝「あなたもわかるでしょう」

周永康の汚Jfi'~疑惑に対して質問された際に報道官の答えから。 多くの

人が知ってしもので、多くを語る必要がない場合に使われる。その他、

センシティブな話題の際に、あまり多くを語りたくない場合、あるいは言

えない、言う都合が悪い場合にも使われる。

｜折合肉 手I]訳＝「断捨離j

H本人山下英子の著書「断捨離」がベストセラーになるにつれ、流行つ

ていった。

失朕 和訳＝「消息、を絶つ」

2 「微信」とは、微少の文字数の手紙を意味する。中国大手IT企業が作った無料インスタン
トメッセンジャーアプリである。
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マレーシア航空M卜1370消息不明事件について何度も繰り返された「失

去聯系Jとし、う言葉が略され、「失l併」品、うワードが生み出された。

神器 和訳＝「神器」

新しし、機器やノ、ィテク技術杉賠Eを「神器Jと呼び、その独特で創造性の

ある機能を強調している。

高大上 和訳＝「高級な、堂々 とした、 ＿J二等なJ

中国のテレビド・ラマ「武林外伝」で使用された言葉「高端大気上当次」の

7つの文字が、後に「高大上」の3つの文字に略された。

萌萌H述 和訳＝「萌え萌え、可愛すぎるj

3.中日流行語トップテンに映された世相の分析

上記の表を通し、中日両国において毎年どのような言葉が選Imて流行語大賞を受賞したの

か、そして、意味の説明を見ることにより、これらの流行語はどのような状況や事情の下で現

されたのか、はっきり把握できた。 7年間の流行語を細かく分析してみると、いくつかの分野

に分けられる。そこで、多門清容3の流行語に関する分類を参考にしながら、上記の中日流fl. 

語受1~＼

( 1）政治Eピ糸及び政l台家の話による流行語

(2）経済に関連する流行語

(3）大衆マスコミによる流行語

(4）社会の事件と社会現象に関連する流行語

(5）外来語、翻訳語や方言等から派生する流行語。

この分類はこれまでの参考文献を踏まえながら、社会的視野を主とした筆者の試みで、ある。

3. 1 政治政策及び政治家の話による流行語

3. 1. 1 日本の流行語

表3-1一l 日本の政治分野の流行語

年度 日本の流行語

2008 ｛下 居酒屋タクシー、埋蔵金、あなたとは違うんです

2009手下 政権交代、事業分け、 IJ見官僚

2010年 l l~l小沢

201 l年 どじょう内閣

20l2年 維新、第3極、近し、うらに

2013 ｛下 特定手iJi車線護法

20l4年 集団的自衛権

メに弘I幸n¥- 13個

3 多門清容は「流行語の分野」（皐燈社，国文学『角羽尺と鞍｜オの研ヲE』1997(12)) で流行語

を政治、経済 ・産業、労働、側、スポーツ、文芸 ・思想、 7 ンガ、 i桔志、映岡、風俗、 主）1件、

自然 ・災害、生活などと 15の分野に分けてある。p.79-80 
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2008年から、僅か8年間に日本では次々に7人の総理大臣が誕生した。つまりほとんど毎年

総理大臣の改選が行われ、低迷する景気による閉塞感や国民の不満は、過去にないほど高まっ

ていることを窺える。 2009年8月30日に開催された第45回府主訴訟選挙で、自民党は300から

119へと議席を激減させ惨敗し、同年9月 16日、鳩山由紀夫を首班とする民主党内閣が発足し

た。これが、日本政治史で初めて、国政選挙で野党が圧倒的民意を得て政権交代した例となる。

同年末の流行語大賞では 「政権交代jが選ばれ、鳩山由紀夫元内閣総I即て臣が受賞した。

政権交代直後、民主党内閣は本省から独立法人や公益法人に天下る予定だった人事を大臣命

令で凍結することを通し、夏の衆議院選挙で打出した錦の御旗である「脱官僚」を口先だけで

はなし、ことを国民に見せ付けた。国民は、自民党H制·~の政官財癒着のねこばば構造を嫌い、政

治主導の国家運営を早く実現しようと、 「脱官僚Jlこ憧れたのであろう。そのため、「脱官僚J

は当年の新語 ・流行語大賞を受賞したのである。

2012年末に総遺挙で勝利し選出された安倍普三は、 2度目の内閣総理大臣に就任し、更に 8

年間中、任期の一番長い首相として注目されている。近年の 「特定平iJt色守将益法」と 「集団的自

衛権」などの流行語を巡り議ー論は後を絶たない。

3. 1. 2 中国の流行語

表3 1 2 中国政治分野の流行語

不折勝（2008年）、中｜冒す（2013年）、倒逼（2013年）、頂居世i十（2014年）、

打尉：自附（2014年）、仲陸的（2014年）ー一一一 －－ －－－－－－－ －－－－－合計：6個

日本において政治分野で受負’した流行語はf刊シ少なくても一つはあり、 2008年と 2012年に

は三つも選ばれている。日本において大きい存在である政治に関する流行語は、仁ド国の流行語

の一部分として認められているとはし、え、白木ほど重視されていないことが上の表からはっき

り読み取れると考えられる。

中国政治に関するぽ行語の数は多くなく、不削除（＝寝返りを打たす勺と中国歩（＝中国の

夢）は中国国家主席が唱えた政治スローガンとして受賞した。 「打虎拍9~~ （＝トラを退治し、

ハエをIJ ~ く）は、共産党が打ち出した反汚職スローガンで、「官吏の腐敗は大物だろうと、小物

だろうと同様にnriく」としづ原則の立場と政策を表したものである。当年の「｛制ill的Jという

流行語は、「打虎拍雌」を記明するような存在と言ってもよいであろう。却14年 3月、中国全

国政治協商委員会の報道官が中国の大物官僚、周永康の汚職疑惑に対して質問された｜燃に、「ど

んな人であろうと、どんなに地位が高い人であろうと、党紀と国の法規を犯せば、航憾に処罰

されるべきだ。このように答えるほかなし、物憧的（あなたもわかるでしょう）Jと答えたとこ

ろ、この「イ村量的」が一夜にして流行語となった。

2014年ランキングの 1位となった「碩毘投i十」（＝トップダウンデザイン）、本来はシステム

工学の担陀念で、政治約な名詞で使われる場合には、 IJjjj芸没t卜」は国家理念 ・構造を再机築する

戦略的政策立案や管迎を指す。
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3.2経済に関連する流行語

3.2. 1 日本の流行語

表3-2-1日本の経済分野の流行語

名ばかり管理職（2008年） 派遣切り（2009年） フアストファッション（2009年） しCC(2012年） アベ

ノミクス（2013年） －－－－－－一一一一一一・…－－合計5個

意外な結果として日本において経済発展に関連する流行語はそれほど多くないようである。

この7年間 70個の流行語の中て海韮済に関する言葉は僅か5個しかない。数が少ないといえど

も、こうした流行官苦が示すような出来事は、やはり人々の関心を集め、日本社会に大きな影響

を与えた。

日本の長引く経済不況に関連する用語として、ファス トフアツ、ンョンとアベノミクスが挙げ

られる。更に、デフレと景気｛由主からの）悦却を目的とする安倍内閣の経済政策を標語化したア

ベノミクスがこの二、三年非常に注目されている。アベノミクスとは、安倍政権下の経済、財

政、 金融のミックス政策であり、すなわち、安倍＋エコノミックス＝アベノミクスである。実

施以来、アベノミクスをめぐり賛美の声も社昨I]の声も日本圏内だけではく、世界中でも跡を絶

たないほど議論を戦わしている。

また、 航空業界の規制緩和を機に、 2012年 LCC4三社（ピーチ、ジェットスター ・ジャノ号

ン、エアアジアジャパン）が車胡元を開始し、LCCに本格的に参入した。こういう LCCは無駄

を省くことにより、週J1i:コストと人件費を節減したり、機内サービスを簡Ill靴したりする飯位

性を持つため、経済低迷の下において、低料金を求める願客から以前より高い注目を受ける。

そこで、 2012年が LCC元年と呼ばれ、「LCC」としづ言葉も当年の流行語大賞に入選したの

である。

3.2.2 中国の流行語

表3 2 2中国の経済分野の流行語

｜開放J"iY.（却08年）拐点（2008年）新総（2014年）断崖式（2山年） 合計：H百｜

日本の結果とほぼ一致し、経済発展と産業に関する流行語は 4個しかない。2008年の世界金融

危機発生後、中国経済にも様々な面において影響があり、当年の流行語の特色として「口虹数店」

（＝リップスティック・インデックス）と「拐点」（＝変曲J引が挙げられる。 2014年の中国ランキングに

は、英語に由来した「新常恋」（ニニューノーマ／レ）が入った。中国経済は今まさに高度な形態

に向かつて、分業の複雑化、より合引｜’1'Jな構造段階への進化など、経済発展は、「新常態」に入

った。同年受抗した 「断崖王tJ（＝急行直下型）とし、うワードは、大きく急降下する状態を指し、

株式市場では、株価の 「断崖:I'tJ暴落、不動産て。はマン、ンョン価格の「断崖式」下落のように

使用される。これを通して、中国経済のパブノLイ頃｜打lを窺うことができるのではないて。あろうか。

'1 LCC：格安航空会社を意味寸る Low-CostCarrier （ローコス トキャリア）の略称で
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3.3 大衆マスコミによる流行語

3.3. 1 日本の流行語

表 3一1-3 日本の大衆マスコミ分野の流行語

ジャンル 流行語 数

芸人とタレント ぐ～ ！(2008年）、草食男子（2009年）、ぽ 7 

やき（2009年）、イクメン（2010年）、ラブ注

入（2011年）、

ワイルド‘だろお（2012年）、ダメよ～ダメダメ

(2014年）

ド、ラマ アラフォー（2008年）、倍返し（2013年）、 3 

ごきげんよう（2014年）

映画 歴女（2009年）、 ありのまま（2014年） 2 

作品 蟹工船（2008年）、じえじえじぇ（2013年） 2 

マンガ カーブ女子（2014年）、壁ドン（2014年） 2 

CM 子ども店長（2009年）、今でしょ ！(2013年） 2 

ドキュメンタリー 無縁社会（2010年）

番組 いい質問ですね（2009年） l 

漫才 ととのいました（2009年）

アイド、／レとジャーナリスト Alく848(2009年）、終活（2012年） 2 

i口k呈n/・ 23 

流行語の分野として無視できないのは、マスコミの存在で・ある。マスコミはテレビ、作品、映画、 ド

ラマなと。J様々な情報源を恨拠」として、人々の生活に巨大な影響力を発揮し続けている。上記の日木

の大衆マスコミ流行語の盤思表を通して読み取れた傾向は、以下となる。

1) 7年間の流行語大賞語を見ると、日本では人気の芸能人が話した言葉は、よく大衆に受け

入れられ、そしてすぐ流行語となる傾向があった。 この樹~の言葉は珍しくないとはいえ、 実

は全く意味なしの語とただのくすぐりにすぎないと思われる。それで、短期間のうちに普及し

てまた消えていくとし、う寸品性を持ってしも。 例えば、 2012年度の 「ワイドノレだ、ろおJは、ス

ギちゃんというタレントが笑いを取るための決まり台詞にしたというだけで、含みも奥行きも

感じられないと思われる。テレビによって話題になったが、「ワイドノレだろおj という言葉は、

社会の世相や現状などをなにも反映していないように思われる。

2）通信手段の発達に恵まれ、文学作品やテレビドラマ、番組や CMなどのメディアによる

流行語も次々と誕生し、繰り返された報道を通して流行ってきた。この種類の流行語は読者或

いは干則｝患者の心に強く焼き付けられる鞘欽を持っている。読者や抑r:t渚の共感を引き起してい

るゆえに、人々に覚えられ、伝わっている。

3.3.2 中国の流行語

表 3-3-2中国の大衆マスコミ分野の流行語
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インターネット 問（2008年）、糾結（2009年）、神弓都是浮云 11 

(2010年）、国粋（2010年）、固現（2010年）、悲催

(201 l年）、来（2011年）、例不起（2011年）、大V

(2013年）、点俊（2013年）、女双子（2013年）

ドラマ 不t由奔、不放奔（2008年）、蛸居（2009年）、元芳 4 

イ信：＆ム看（2012年）、高大上（2014年）

映画 非減勿抗（2008年）、制着也中給（2013年） 2 

作品 穿越（2010年）、中国式（2012年） 2 

番組 hold住（2011年）

マンガ 姶力（2010年）、坑多（2011年） 2 

ド、キュメンタリー 舌尖上（2012年）

小品 不差銭（2009年）

歌 去、志（2011年）

i口泳三ロ1- 25 

中国の大irtマスコミの影枠力を考察する場合、インターネットを避けてはし、けない。上のグラフを

通してみると、中国のマスコミに関する流行語は半分くちし、がインターネット関連語殺で‘ある。例えば

最近 SNSで「し、いねを付ける」とし、う機能が流行っていて、中国では「し、いねを付けるJの中国語訳

「点数」はネットlこ止まらず、科白志や車！？聞で吉平価する時にも広く使われてしも。 SNSの影響で、「困！惇」

（＝ツイッター）「大 V」（＝微博上で活躍する、多くのフオロワーを持つ著名人のこと）などの新語が

出てきて、若者の聞に広がっていて受賞となった。更に、ネットの普及と共に若者中心の「問」（＝う

なだれた）、「伐不起J（＝傷だらけ）などのネット用語が現れて、一般的に広がっている。この中

で一番面白いのは 「来」（＝D巴ar）としづ流行語である。「来」は「来愛的」、すなわち、ダーリ

ンとし、う単語の省｜｜洛語である。もともと、「来」としづ言葉は、 「向宝」 5というネット、ンョッピ

ングサイトて、流行っているもので、、あるものを買いたくて、販売者とチャッ卜する時、バイヤ

ーは販売者に 「来」と親切に日手ばれる場合が多い。現在中国の40代以上の方の間では親しし、

相手でも堂々と「来Jと呼ぶのは恥ずかしくて殆どいないようであるが、若者の場合は、来と

いう言葉によって中目手との阻維を縮めていけ、 「来Jと呼び合う姿があちこちでみられる。

3.4 社会の事件と社会現象に関連する流行語

3_ 4. 1 日本の流行語

表3 4-1 日本の社会事件と社会現象の流行語

ジャンル

3・11大震災

流行語

紳（2011年）、帰宅難民（20ll年）、こだまで、しようか

(2011年）、3・ll(2011年）、風許被害（2011年）、被災

地が東北が日本が一つになった（2013年）

日中国のショッピングのWebサイト。

- 71-

数

6 



体育関連 上野の413球（2008年）、なで、しこジャパン（2011年）、 5 

手ぶらで帰らせるわけにはし、かなし、（2012年）、レジ

エンド（2014年）、何か持ってしもと言われ続けてきま

した。今日何を持ってしものか靴信じました－それは

仲間です（2010年）

気候変化 ゲリラ豪雨（2008年）、爆弾低気圧（2012年） 2 

新出事物 食べるラー油（2010年）、スマホ（2011年） 2 

女性関連 女子会（2010年）、マタノヴ（2014年） 2 

その他 後期高齢者（2008年）、 JPS細胞（2012年）、東京ソラ 10 

マチ（2012年）、おもてなし（2013年）、ご当地キャラ

(2013年）、 PM2.5(2013年）、ブ、ラック企業（2013年）、

へイトスピーチ（2013年）、危険ド、ラック（2014年）、妖

怪ウォッチ（2014年）

i口L圭ロ＋ 27 

社会生活に関わる流行語は一番多く、全体の四分のーを占めた。こうした言集またその傾向から

も日本社会の世相とその変化が捉えられよう。

( 1）東日本大震災

2008 fj三から 2014年までの 7年間、日本社会で一番注目される社会事件としては、 2011年に発

生した東日本大震災を避けては語れない。当年の 10個の流行語の中に大震災と関連する話集

は半分を占め、津波が製い、福島第一原発の事故が起こった日 3・11が受賞した。東日本大震

災では、東京は震度5強の揺れを観測したが、鉄道の運休などにより約500万人が「帰宅州民J

になったと推定された。復興に｜燃しての日本全体の支援と協力の意識の高まりだけでなく、地

域社会で、のつながりを大切にしようとする動きや、結婚に至るカップルの増加なと。の現象がみ

られた。未曾有の大災害である東日本大震災は、人々に「粋」の大切さを再認識させた。

地震により派生した福島第一原子力発電所事故の影響はより深刻で、あった。ありもしないl貯

やデ、マを世間に流されたり、取り沙汰されたりして被る被害が発生した。更に、福島第一原子

力発’電所事故後、椀曝を恐れる心理から、福島からの避難民が差別的な扱し、を受けるなどした。

また肢畜産物や魚、工業製品が過剰に避けられたりするなどのケースも発生した。これの反映

として当年の「風［ff被害」とし、う流行語が受賞した。

(2）体育関係

体育に関する流行語は 2009年と 2013年を除き、毎年受賞していた。その中には、スポー

ツ選手が話した言葉もあるし、水泳や野球という日本の得意競技の中で語られた言葉もある。

例えば、 2010年度の特別賞 「何かを持っていると言われ続けてきました。今日何をもってい

るのか百五信しました。それは仲間］です。」は斉藤投手が試合後のインタビューで発言したもので

ある。当時の決戦において、グループメンノ王ーの協力によって成功を収めたので、斉藤はliX:｛灸

の話で仲間の大切さを強調したのである。観衆は斉磁の話に共感を持ら、その言葉が記悩にと

どめられた。

2011年の「なでしこジャパン」は、女子サツカ一ワ一／レドカツプで、初M憂勝した日本代表チ一

ムの愛平守、で

を諮つているうち、勝利の気持ちが伝えられ、震災で、沈んた、日本全体にも、元気が与えられる
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ことを期待している。地震と原発事故の泥沼に陥りながら、明るい未来を望んで生きていく日

本社会は、この 「なでしこジャパンJとぴったり合っているといえよう。

これらの流行語は、表面的には、日本が参加した競技のことを表しているが、その言葉の意

味をよく考えてみれば、日本国民全体がスポーツに示した情熱、またそれなりの誇りと連帯感

を強く持っていることも窺える。

(3）その他

新型インフルエンザとしづ病気や、ゲリラ豪雨や爆弾低気圧という気候変動が、頻繁に発生

し、人々に不便を与える同時に、警鐘を鳴らし、国民の関心を寄せたのである。「女子会Jと「マ

タハラJは女性が、直面する問題を反映している。女子だけの飲ミニケーション＝ 「女子飲みJ

が人気を呼び、あちこちで女性同士だからこそ共感が出来る話に花が咲いている 「女子会」が

流行っていて、女性たちが職場や日常的に直面する問題や不満、不安などをぶちまけることが

できる。更に働く女性が虫卦辰や出産をきっかけに、職場で精神的或いは肉体的な嫌がらせを受

けたり、女卦辰や出産を理由とした解雇や雇い止めで・不利益を被ったりするなどの不当な扱いを

意味する 「マタハラ」の受賞は、この問題の深刻さを反映している。

それに、科学の進歩による 「スマホ」の出現は、人々の生活に便利を与え、人気を集めた。

高齢化社会問題を映す「後期高齢者J、2020年オリンヒ。ツク東京招致実現に大きく貢献した「お・

も・て・な・し」、新たな進展があった京都大学の研究グ、ループによって｛乍製された 「iPS細胞」

などの社会現象も、人々が関心を寄せたものである。

3.4.2 中国の涜行語

表3 4 2 中国の社会事件と社会明Aの流行語

格差社会 裸（2009年）、 二代（2010年）、排多（2010 7 

年）、高富州（2012年）、接地笥（2012年）、奇

砲（2013年）、土豪（2013年）、

事件の真実と幹部の責 樹首猫（2009年）、反正我信了（20ll年）、約 3 

任感への追求 金（2009年）

大学生就活と卒業後の ネ廊此~（2009 年）、蚊族（2009 年） 2 

生活現状

環境問題 低限（2009年）、光盆（2013年） 2 

国際問題と事牛： 帝（ワールド、カップ） (2010年） 2 

失朕（マレーシア MH370行方不明事件）

(2014年）

新テクノロジー 神器（2014年） 1 

北京オリンヒ。ック 和（2008年）

生活スタイル 微（2013年）

合計 19 

上記にまとめた中国の社会現象に関する流行語の表から見れば、 「格差問題」が極めてはっきりし

ている。「格差問題」は、現在の中国が抱えてしも最も深刻な問題の一つであると言えよう。農村部と

都市部との格差、内陸部と沿岸部との格差、 北方と南方での格差、同じ都市の住民間の所得名差、
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一般人と官僚とのあらゆる面での格差等々である。格差問題への訴えとして、 「土豪」（＝田舎

くさい成金）、「二代」（＝第二世代）、 「高富州J（＝身長 ・経済力 ・容貌、全てを兼ね備えた男

性）、 rt弁事長」（＝親父自慢）などの流行語が現れている。

改革開放から 30年余りを経て、現在中国社会の主軸が「第二世代」へと移行しつつある。「第

二世代」とは改革開放後に生まれた世代を指し、苛烈な政治墓動に遭遇し、改革開放の荒波に

探まれた改革開放 「第一世代」を親に持つ。固定的且つ差別的な社会制度の中で、生まれ育った

ため、親が所属する階級の影響を強く受けて、それぞれメ同教的な社会的階級を形成している。

その階級や鞘放を表す漢字に、 「二代」を付けて呼び表す表現がネットを中心に流行している。

～＋「二代」の形で使われている。

「富二代Jは企業家に代表される富裕層の第二世代を指す。経済的に豊かな環境の中で育ち、

高い教育を受け、親の事業を紺諏発展させるケースもあるが、甘やかされて育ち、親の事業を

｛断定させてしまうケースも多い。どう しようもないドラ息子が親の経済力に物を言わせてハメ

を外し、事件を引き起こして相会的な笑い物になるケースも散見される60

「官二代」は地方政府を含む政府官僚の第二世代を指す。親のコネが強し、ので、彼らは、役

人の道を歩んだり、大企業に入ったり、留学して海外で拙識したりして、進路が広い。

「芳二代」は貧困層の第二世代を指す。多くの場合、貧困地区の貧農の子女のことをしづ。

中国は社会資源、の分i配がいびつな形になっており、貧困地区の福利厚生レベルは極めて低く、

また教育資源、も非常に低し、レベルにあるため、貧農の子女として生まれると、大半の場合最底

辺にとどめ置かれることになる。その他、「貧二代」（＝貧困層の第二世代）、 「衣二代」（＝農家

の第二世代）、 「星二代J（＝有名芸能人の第二世代）など 「第二世代」の造語が新出しつつある。

その他に、近年中国におけるPM2.5の濃度が非常に高くなり、 2013年にはこれを含めた越

境汚染対策について、日中韓で共同声明が採択された。当年日本で「問2.5」としづ語が受賞し

た一方で、中国流行語ランキングの中には 「PM2.5」が入っていなかった。環境保護に関する流

行語として 「低破」（「低炭素」）と「光盆」（「食べ物を残さないことJ）が目立つ。

3.5 外来語、翻訳語や方言等に関する流行語

3. 5. 1 日本の流行語

表3-5-1 日本の外来語、方言、翻訳語の流行語

｜～なう（2010年） どや顔（2011年） じえじえじえ（2013年） 合計：3個

意外に、日本においてこの種類に所属する流行語は非常に少なく、 3個しかない。この中で、「～

なう」としづ言葉は英語の「NαVJが元で、自分の現在を告げる便利なワードであるとのことで

る。ツイッターの上を浮遊する今の断交の気分を示しているようでもある。「どや顔」の「どや」

は関西方言で、「どうだ」の意味である。「じえじえじえJは岩手県三陸地方の方言で、驚し、た

り戸惑ったりするときに発する言葉である。NHKの朝ドラ『あまちゃん』の中で多用され、

ビッグ、な流行語になった。

3.5.2 中国の流行語

r l l h此p:/fliangsh叩 org/chinese化chinese-second-gen巴ration.htr
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表3 2 5中国の外来語、方言、翻訳語の流行語

外来語 宅男宅女（2008年）、控（2010年）、法人（2010 7 

年）、実萌（2011年）、逆裟（2013年）、断舎寓

(2014年）、 「萌萌舵J(2014年）

方言 山泰（2008年）、雷（2008年）、質（2012年） 3 

翻訳語 吐槽（2011年）、汽坊（2011年）、正能量（2012 3 

年）

iロk舌ロ＋ 13 

日本と比べ、中国のこの種類の流行語は多く、 13個の内で、外来語7個と方言3個と翻訳語3個

である。「宅男宅女」（=1.卸宅族）、「控J（＝～ド、コンプレックス）、「法人J（＝達人）、「吐糟」（＝突っ込み）、

「実萌J（＝子どものような単純な表情をする）、「逆奈」（＝逆襲）、「断合寓」（＝断捨離）、「萌萌地」（＝萌

え萌え、可愛すぎる）としウ外来語は流行語の半分以上を占め、更にこれらは全部日本からの外来

語である。この中で、「法人」「逆裟」と「断合寓」は日本語の「達人」、「逆襲」と「断捨離Jに由来するも

ので、日本語の意味を保ってそのまま使われている。他の4個は中国へ輸入後、語葉の構造と意

味の変化が現した。

「宅男宅女」一日本で、 「お宅」は主に、 「ある物に夢中になる」とし、う意味を表す。類似の

漢語は「友燐友」としづ意味である。中国語で、 「宅」は 「家j と同じ意味を持つとして、 「家

にゴロゴロして、交流に関することが好きではなし、」としづ意味を表す。男女を分けて「宅男J、

「宅女」が流行した。

「控jー「控」は「コン」の発音と似て、「xx控」は日本語の 「xxコンプレックス」が由来

という説がある。「xx控」が一種の生活スタイノレになったことを示している。

「実萌J一 「萌Jとしづ言葉は、日本のオタク文化の［萌え」から来たもので、 「マンガに登

場する少女のようにかわし＇v'Jとしづ意味である。「売萌」は 「わざとかわいく見せる」とし、う

意味で使われている。

「萌萌l拡」一日本語の 「萌え萌えJに似て、日本の「カワイイ文化」の影響を受けて生まれ

た擬声語で、ある。可愛さがし、っそう増した「萌萌腿」は若者の間では大変人気がある。

4.中日流行語トップテンに映された社会心理

4. 1 日本の流行語に映された社会心理

4. 1. 1 政治への失望感

上記の政治政策および政治家の話による流行語への考察を通し、日本の政治は、確かに混迷

を繰り返していることが読み取れる。政治政策およひ政治家の話による流行語は 13個があり、

全体のほぼ 20%を占めたが、その半分はマイナス表現である。その中に、「』児；J、沢」、「政権交

代J、「脱官僚」、「居酒屋タクシーJ、「埋蔵金」のような言葉、「あなたとは違うんですJと「近

いうちに」など、政治家の発言等への関心を通して、政治の｛自主と不祥事の多発に伴い、 官僚

政治や賄賂汚職などの不祥事‘への不満や批判を表し、国民の政治に対する不i満や批判が明らか

に見えてきた。こうしたマイナスな言葉が流行語大賞を受賞したことから、国民の国家政治へ

の失望感が窺える。この現象の背景としては、国家政治の低迷、国民の政治的無力感とし、った
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心理意識が挙げられよう。

4. 1. 2 エリート文化から大衆文化へ

7年間の流行語大賞の受賞語の中で、スポーツ選手や芸能人等が創出する言葉は多い。

前述したよ うに、「2012年度新語 ・流行語大賞の年間大賞が 『ワイドルだろぉ』というタレ

ントのギャグを選んだことは思ってもみなかったのである」 7としづ指摘もある。全く意味のな

い言葉は年聞大賞に選ばれたのは初めてであるが、毎年の新語 ・流行語大賞受賞語の中に、 必

ずそうし、うような言葉がでてくる。不思議に思うが、その中に、 現在日本人の価値観傾向と何

か関わりがあると考えられる。芸能人や有名人による言葉の、言葉自体の力とキャラクターの

超人気によって新語 ・流行語大賞に受賞したわけである。この言葉の力とは、流行語を代表と

する大衆文化のパワーである。すなわち、そのパワーとは人々の不満や怒りを解放させ、彼ら

の心理上における潜在的な需要や現実で実現できない願望を満足できる力である。 この毛~号、を

通して、エリー ト文化から芸能人のギャグを中心とする大衆文化に移行しているとし、う出；目の

変化や、そこに見られた日本人の価値観傾向も伺われよう。経料亭滞、政治混乱、社会の格差

が広がりつつあるとしづ背景の下、人々が心身ともに重苦しい状態にある。一般国民が政治や

経済の不況に慣れていく しか、ほかにどうしようもなし、から、以上の価値観傾向の変わりを生

み出したのである。この大衆文化こそ、人々をこの不況の社会状況から心理的に脱却させられ

るのである。また、以前の硬いエリート文化と比べ、こうしづ大衆文化はより柔らかく、暖か

く、大衆に受け入れやすし、とも恩われる。

4.2 中国の流行語に映された社会心理

4. 2. 1 格差社会への訴え

前述したように、 格差社会の世相を反映する流行語はわりと多く見られる。「土豪J「二代j

f餅室長J「高富州」「高大上J「蚊族」「蛸居jなどの流行語が上げられる。このような一連の言

葉を通して、中国社会の格差問題がし、かに注目され捉えられているかは明らかである。こうし

た格差問題の深刻化の下に、人々の不安は激化していると同時に、圧力が高まり、その不安か

ら脱却しよ うとしづ気持ちも強くなっていると言えよう。

しかし、そう した格差社会におかれた中国の一般国民と しては、そう した社会事情に身を任

せる しか、ほかにどうしようもない。それで、幸い 「言葉には階級性がなしリとしづ流行語の

性質により、人々は、格差詳士会への訴えとして、そうしづ流行語を広めることによってすこし

でも救いを求めたいのであろう。

例えば、「高富帥」は身長や経済力や容貌など全てを兼ね備えた男性を表す語葉であり、女性

を形容する場合の 「臼富美（色白、お金持ち、 美人）」に相当する。背が高くお金持ちのイケメ

ンを指す 「高富帥Jと対義語である「席主主J（女性の場合「女原主主J）などが近年ネット上を埋

め尽く した。ネッ トで見られるだけでなく、多くの若者がこれらを理想の相手としている。若

7 世相を反映してない流行語 「ワイル ドだろおJ.2012年 12月5日

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/other/612274/ 
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者のこれらの憧れに対して、多くの一般人からは 「悲しくなるJ「残酷だ」 とする声があがって

いる。更に最近インターネッ ト上ではこんなスローガンがよくみられる。「要祖師品高富帥、高

考就是最好的選択！（高富帥に勝ちたければ、大学入試しかなし、）」。中国は現在たいへんな速さ

で発展を遂げている中、まだまだ一部都市と比べれば、開発が進んでいない地域が多々柄主し

ている。 開発が遅れている地域の子供たちにとって大都市にいける数少ない方法の一つがまさ

に「大学受験jなのであろう。「高富帥」 と「席盆」は、格差社会の象徴のような存在であろう。

I排参Jは「二代」と密接な関係を持っている。「排室長」は進学や加搬や家の購入等において、

自分の力ではなく親の持つ権力や金銭で、勝負することを指す。上記の 「富二代」や「官二代j

等は父親の力を借りて、先天的に一般庶民の子弟とはまったく異なる人生を簡単に歩むことが

できる。これにより貧富の差による不平等がより深刻化し、 社会競争の公平性も失われる恐札

があるのではないだろうか。

4.2.2 拝金主義の横行

中国において、経済水準が急上昇し、収入が増えるにつれ、人々はカネを基準にしか物事を

みなくなり、すなわち拝金主義の横行とし、う傾向があると宇酎商されている。経済格差は拡大し、

平均的に豊かになったにもかかわらず、人の心はすさんでいった。2013年に一番話題になった

単語 「土豪」から見てみると、「土豪」 は「田舎くさい成金」のことで、毎畠、が荒く品がな

い自慢好きな金持ちを言う。樹荷で、マナーの欠如、財力の誇示など成金趣味を拘｜輸するマイ

ナスイメージの言葉として使われてきている中、 徐々にではあるが、単に 「金持ち」という意

味で中立的に、または憧れの対象としてややプラス的にひそかに使われることもある。ネッ ト

の書き込みの寓話で、事実ではないが、人間の悩みを解し、てくれる法師さまでさえ「成金さん、

友だちになろう」と願うことにもなると、書き込まれている。この世の中に流れる拝金主義の

意識や金持ちへの憧れが窺えるだろう。更に 2013年 9月に発売された米国アップル社のスマ

ー卜フォンiPhone5sには、従来の黒・自のほかに、新たにシャンパンゴールドのカラーが追

加され、中国では「土豪金」と呼ばれ、黒、白よりも 1000元保:i2万円）ぐらい高価だが、

なかなか入手できないのが話題になって、 「土豪jの流行に拍車をかけた。

更に結虫献す象者の目標と しては、かつて日本では割目、の男性と して、 「三高」（高学歴、高身

長、高収入）とし、う言葉が流行ったが、最近の中国では、特に若者世代では、男性は 「高富帥j

（＝高身長、お金持ち、カッコし刊、）、女性は 「白富美」（＝肌が白い、お金持ち、美貌）が理

想、と呼ばれているようである。経済発展の下で、両性ともお金持ちは大事な条件と して取り扱

われ、「拝金主義」意識や金持ちへの憧れが窺える。

4.2.3 インターネットの普及による若者用語の増加

スマホ、タブーレットなどの携帯端末の普及につれて、人々はいつでもどこでもインターネッ

トに接続でき、世界各地の出来事はもちろんのこと、周りの人々はどんなことを言っているか、

知ろうと思えば即座に分かる。流行語の広がり方も、以前より遥かに速くかっ広くなってきて

いる。

2001年の中国の WTO加盟から十数年経ったが、この問、 中国はめざましい発展を遂げて

きた。しかし、その一方で、まだ発展途上にあるため、避けて通れなし、社会問題も数多く抱え
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ている。このような転換期はまた社会問題の爆発期でもある。さまざまな事件や事故が発生す

る際に、 ネットユーザーは高い関心を寄せており、彼らはマスメディアの報道を聞くよりも、

自らの声を露わにしたがっている。そのため、相象力に富んだ新しし、インターネット流行語が

創り出され、流行り出してして。そのうち、大勢のネットユーザーに受け入れられたものは伝

統的なメデ．ィアにも採用されていくので、通用の流行語となる。

そのプロセスにおいて、大衆の心理もインターネット流行語の流行にともない、知らず知ら

ずのうちに感化されていくのである。寸舶にネットユーザーの心理は二種類ある。一つは大

衆に追随する心理である。すなわち、もし大勢の人がある流行語を広く使っていけば、自分も

その影響を受けてその言葉に対して興味を持つようになり、ついついと守こかで使ってしまうの

である。もう一つは独自性を求める心理である。斬新な言葉が世の中に出てきたら、ネットユ

ーザーが遅れまいとわれ先に使っていく傾向があるので、瞬く聞に多くの人々によって使われ、

その言葉の影響が雪だるま式に大きくなってして。このような大衆心理の働きによって、イン

ターネット流行語が勢し、よく広がってし、くのである

中国インターネット情報センターが発表したデータによると、 2013年末までに、中国のネッ

トユーザーの男女比率は56%:44%で、 2012年とほぼ同じ水準であり、性別比は比較的安定

的に推移している。一方、年齢構成からみると、 20～29歳の年齢層が占める割合は 31.2%、

10～19歳は24.1%であるので、 10代から 20代の若者が占める割合は合計で55.3%になり、

利用者全体の半分以上も若者であることが分かった。

ほかの年齢層に比べると、 10代から 20代の若い人たちの特徴は一言でまとめにくいが、と

にかく発想、が柔軟で、新しし、こと、珍しいことを好む傾向がある。また、個性の尊重や自己実

現を求めて、熱心に流行を追う。現実生活のなかで使う言葉に関しては、その言葉の表現の規

範やノレーノレなど、の制約を受けたくなし沖頃向がある。開放的で自由なインターネット ・ネットワ

ークは若い人たちに無限大の創造空間を与え、インターネット流行語の生成と発展のために最

適の環境を提供している。人々、特に若者はインターネットという底知れぬ大きな舞台でさま

ざまな形で社会参加しているのである。

5.終わりに

流行語は、その時期のさまざまな社会現象を生き生きとした表現で如実に表しているものな

ので、流行語を通して、その社会のそのH寺代での経済や文化を含めた変化と言論の進展キ費現

の変化状況を読み取ることができる。

t記では、 7年間の中日流行語トップテンを整理し、流行語大賞に映された社会世相及びそ

の背後に見られる社会心理という視点から、比較しながら考察を試みた。中日流行語トップテ

ンの所属する分野と割合は以下のグラフで、はっきり見られる。
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外来

7% 

図1 2008年～2014年 日本流行語トップテン鴎頁と割合

外来

図2 2008年～2014年 中国流行語トップテン種類と割合

上記のデータを踏まえながら以下の傾向が読み取れる。

1.日本において政治に関する流行語は、ほぼ 2害ljを占めている一方で、中国では 9%しかな

い。中国では政治に関する流行語はセンシティブな話題として受賞しにくし、。日本では政治が

混乱し、国民の不満を刺激していることを、毎刷、なくても l個が受賞することから窺える。

2.中国では外来語、方言や翻訳語などの分野はほぼ2割を占めていると共に、日本は 4%し

かない。更に中国の外来語は全部日本から輸入してきた語禁であり、逆に中国の PM2.5の影

響が日本で注目され、流行語と して受負F した。中日間国は一衣帯水の｜隣国で、あり、長い交流の
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歴史があり、そして近年日本のアニメ文化とかわいい文化の影響を受け、中国の若者言葉が豊

富になっている。

3.大衆マスコミと社会事件が、流行語の半分以上を占めていることは両国とも同じである。

しかし、日本の場合は、上位としては芸能人とタレントの造語、体育関係語であり、中国の上

位はインターネット用語である。

その違いは両賞の背景と基準と位置づけと関係あるのではないだろうiJ¥

日本のユーキャン新語流行語大賞は、 1年の問に発生したさまざまな「ことばJのなかで、

軽妙に｜昨日を衡し、た表現とニュアンスをもって、広く大衆の目 ・口・耳をにぎわせた新語 ・流

行語を選ぶとともに、その 「ことば」に深くかかわった人物 ・団体を毎年顕彰している。1984

年に創始し、今まで31年の歴史を持っている。『現代用語の基礎知識』（自由国民中却読者審

査員のアンケートを参考に、選考委員会によってノミネー ト語が選出され、 トップテン、年聞

大賞語が選ばれる。

中国の流行語選考側 『岐文明字』誌は、多くの要因を考慮しつつ、かっ中国語環境の下で語

奨の流行度を一番麗見するとし、う基本原則にもとづいて、これらの流行語を選出するのである。

また、審査委員や専門家たちは語殺の規範性や独創性、社会的倫理性などの要素も重視した。

さらに、流行の順位付けはこれらの語集が定地集体での使用の頻度やインターネットでの転送の

頻度も参考にしたと伝えられている。「｛酎専」や 「微信」のすさまじい普及のスピードから見て

も分かるように、インターネット流行語の自己増殖の勢いと現代中国語に与える影響は、実に

無視できないものがある。
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