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1. はじめに

日本語学習者にとって，カタカナ語は学習が難しいものの一つであり，その習

得にはさまざまな困難がともなうことが指摘されている（石綿，2001 等）。し

かし，多くの学習者がカタカナ語を苦手とすることは認識されていながら，漢字

学習等に比べると先行研究は多いとはいえない（陣内，2008）。第二言語の語彙

学習は，Nation（2001）などによると，語彙に特化した意図的学習と読解等の活

動で付随的に学ぶ偶発的学習に分類され，ともに重要であるとされている。日本

語教育においても，カタカナ語の語彙指導の必要性は指摘されているが，中山・

陣内・桐生・三宅（2008）が述べているように，実際には意図的にカタカナ語を

学ぶ機会は少なく，教育現場で十分な指導がされているとはいえないのが現状で

ある。今後，効果的なカタカナ語の学習や指導を検討するため，指導の基礎資料

となる調査研究を行うことが重要であると考える。

Nation（2001）は語彙知識を「語形」「意味」「使用」の三つに分類しており，

山下・畑・轟木（2015）などでは，カタカナ語の「語形」（表記）と「意味」に

焦点をあてて，韓国語・中国語・タイ語母語話者を対象者として調査を行ってい

る。その結果，既習語彙でも聞いて意味を理解できても，正しい表記が十分には

定着していないことが明らかになったが，表記以外にも，さまざまな学習困難点

があり検討が必要であるという課題が残った。特に，多くの学習者から「意味は

わかっても使えない」「いつ使っていいかわからない」などのカタカナ語の「使

用」に関する声が多くあがった。

山下・畑・轟木（2018）では，カタカナ語の「使用」と「意味」に焦点をあて

て，カタカナ語と類義語の使い分けに関して日本語母語話者を対象者として質問

紙調査を行った。その結果，個人差やゆれのある語がみられる一方で，日本語母

語話者は使い分けに一定の基準を持つことが明らかになった。使い分けの基準と

しては，①カタカナ語に類義語にはないニュアンスが付加されている，②カタカ

ナ語のほうが類義語より多義的である，③カタカナ語が特定の使用に限られ類義

語と役割分担している，の三つの基準が考えられるとしている。

従来，カタカナ語は周辺的な存在とされてきた。しかし，金（2011・2012）な

どで指摘されているように，生活の近代化により使用が進んだ「テレビ」等の具

体的な名詞だけでなく抽象的な語も増え，その一部は基本語彙として定着しつつ

ある。カタカナ語がこれまで使われていた類義語に代わって使用される，あるい
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は類義語と共存して使われるようになっている。これらの語を日本語母語話者は

使い分けているが，具体的にどのように使うかについては辞書等にも記述もなく，

学習者にとっては大きな困難点となっている（茂木，2015）。 
そこで，本研究では，効果的なカタカナ語学習を検討するために，カタカナ語

の語彙知識の「使用」の側面からカタカナ語と類義語との使い分けに関して調査

を行う。カタカナ語の中でも，基本的な語彙として定着しているサ変動詞に焦点

をあてて日本語学習者に調査を行い，カタカナ語とその類義の和語や漢語が共起

する語，用法や使われる文脈を探る。母語話者の調査結果と比較を行い，日本語

学習者がカタカナ語をどのように使用しているかを明らかにすることをめざす。 
なお，カタカナで表記されるものは外来語が一般的であるが，和製外来語や非

外来語のカタカナ表記も増えている。今後，それらを含めた指導が必要になると

考え，本発表ではカタカナ語という語を用いる。 
 

2. 調査の概要 
2.1 調査対象者 
調査対象者は，日本語学習者 57 名と日本語母語話者 110 名である。日本語学

習者は，日本の大学や日本語学校で学んでいる外国人留学生である。日本語レベ

ルは中上級で日本語能力試験の N２から N１程度であり，年齢は全員が 20 代で

ある。国籍は，中国 26 名，ベトナム 10 名，台湾７名，マレーシア６名，韓国４

名とタイ２名等である。また，日本語母語話者の内訳は，大学生 81 名と日本語

教師 29 名である。年齢は，10 代 26 名，20 代 55 名，30 代 12 名，40 代７名と 50
代 10 名である。 
 

2.2 調査方法 
意味の類似したカタカナ語と漢語あるいは和語の使い分けに関する質問紙調査

を行った。事前に調査の概要と結果は研究にのみに利用し個人情報は特定されな

いこと等を説明し同意を得て調査を行った。質問紙の調査項目は，類義語の使い

分けを調査した松尾・西尾・田中（1965），水口（2002）等を参考に作成した。

質問項目は，①カタカナ語とその類義語のペアを提示して，思いつく文をそれぞ

れ書いてもらう文産出法の問いと，②カタカナ語と類義語の違いや気づいたこと

についての自由記述である。 

①の質問項目で産出された文の中で，カタカナ語と類義語が共起する語をそれ

ぞれ抽出した。どのような語とともに使用されているのかを分析し，『広辞苑 

第七版』（2017），『明鏡国語辞典 第二版』（2010），『日本国語大辞典』

（2002）と『例文で読むカタカナ語の辞典』（1998）等の辞書に記述されたカタ

カナ語と類義語の語義を用いて，産出文を意味的に分類した。また，カタカナ語

と類義語がどのような構文で用いられているかという文法的な側面も検討した。

さらに，②の使い分けに関する自由記述を分析した。 
 
2.3 調査語彙 
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調査に用いた語彙は，カタカナ語の中で基本的な語彙として定着しているとさ

れるサ変動詞とその類義語である。澤田（1993）の日本語教育のための基本外来

語の和語または漢語と使い分けられている語で，「スル」をつけて動詞化する語

（サ変動詞）のうち，茂木（2011）の BCCWJ（『現代日本語書き言葉均衡コー

パス』国立国語研究所）のコーパスで使われる頻度が高い外来語サ変動詞を選択

した。『新明解類語辞典』（2015），『使い方の分かる類語例解辞典』（2003）
等の複数の類義語辞典から選んだ類義語とカタカナ語をペアとして，その中で，

山下他（2018）で日本語母語話者が使い分けに一定の基準を持つとされた 12 ペ

ア（24 語）を調査語彙として用いた。なお，類義語は一対一対応とは限らず，

複数の語と類義関係を持つものもあるが，松尾他（1965），水口（2002）を参考

にして，本研究ではペアでの比較を行った。調査に用いた語のペアは，次の通り

である。 
アピールする・訴える，カットする・切る，カバーする・補う，サービスす

る・奉仕する，サインする・署名する，スタートする・開始する，ストップす

る・停止する，チェックする・点検する，テストする・試験する，トレーニング

する・練習する，プリントする・印刷する，リードする・率いる，リ（レ）ポー

トする・報告する，リラックスする・くつろぐ 
 
3. 質問紙調査の結果と考察 

3.1 学習者と母語話者の結果の比較 

 日本語学習者と日本語母語話者の調査結果を比較すると，産出された文では，

学習者には誤用や無回答が多く，個人差があるものの自由記述も全体的に少ない。

語の意味は理解できても，文を作ることは簡単ではなく，カタカナ語と類義語の

違いを具体的に記述することは難しいという意見が調査後に学習者に行ったフォ

ローアップインタビューでもあった。また，産出文で，学習者と母語話者の両者

に同じような傾向がみられる語もあるが，学習者は母語話者に比べて，カタカナ

語も類義語も共起する語が同じものが多かった。自由記述でも，カタカナ語と類

義語に違いがない等のコメントも多くあった。さらに，自由記述で自分なりのル

ールに基づいて使い分けようとしている語もあるが，母語話者のカタカナ語と類

義語の使い分けとはずれがみられた。以下，三つの基準について，具体的な産出

文や自由記述の比較を行う。 
 
3.2 ニュアンスが付加されたカタカナ語 

 まず，カタカナ語に類義語にはないニュアンスが付加されているという基準①

に当てはまると考えられる「カットする・切る」「サインする・署名する」「ス

タートする・開始する」「プリントする・印刷する」「リ（レ）ポートする・報

告する」の５ペアのうち，本稿では「スタートする・開始する」について述べる。 

 『日本国語大辞典』（2002）等の辞書によると，「スタートする」は，「（速

さを競うスポーツで）出発すること。」「（広く）物事を始めること。車などが

動き始めること。」という意味であり，「開始する」は「物事を始めること。ま

た、物事が始まること。」となっており，両者はよく似ている。しかし，表１に
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母語話者の産出文でどのような語と共に使われているかを示したように，「スタ

ートする」は，「生活」「学期」「休み」などと共起する文が多く（51 例），

中でも「新～」を用いた語（「新しい生活」「新学期」等）は 20 例あった。自

由記述のコメントにも「単に始まるだけでなく，新しい何かが始まるというプラ

スのイメージ」，「軽やかさやいきいきとした様子が想像できる」とあった。こ

れは，松尾他（1965）などの先行研究で指摘されているカタカナ語の「目新し

さ・新鮮さ」であり，カタカナ語に付加的な意味が加わることで，カタカナ語と

類義語がすみ分けているといえよう。また，「マラソンがスタートする」のよう

な「出走する」の意味の産出文も 25 例あった。それに対し，類義語である「開

始する」は，「試験」「会議」「授業」「戦闘」などのように固いイメージの語

と共起し（79 例），「マラソン」「レース」のようなスポーツ関連の語とは共

起していなかった。 
 

表１ 「スタートする」の母語話者の産出文 
スタートする 開始する 

①物事を始める 

「受験勉強を」「勉強を」など 51例 

※「新しい生活を」「新学期を」など 20例 

①物事を始める。物事が始まる 

「試験を」「会議を」「授業を」「戦闘を」

など 79例 

②（スポーツで）出発する 

「マラソンを」「一斉に」など 25例 

 

 

 一方，学習者の産出文をみてみると，「レース」「リレー」などの「出走する」

の意味の「スタートする」は７例あるが，「スタートする」「開始する」ともに，

共起する語が多岐にわたっており，一定の基準は見当たらなかった（表２参照）。

母語話者の「スタートする」の産出文にみられた「新しい」「新～」を用いた語

は「新しい仕事」の１例に留まった。学習者の自由記述でも，「二つは同じ」

「開始するは正式的，スタートするはフォーマルじゃない」「開始するの方が，

スタートするより丁寧」といったコメントであり，母語話者のとらえ方とは異な

っている。また，母語話者が感じている「スタートする」に付加された「新しい」

イメージはコメントにもみられなかった。 

  

表２ 「スタートする」の学習者の産出文 
スタートする 開始する 

①物事を始める 

「試験を」「会議を」「授業を」「勉強を」

「セールを」「テストを」など 39例 

※「新しい仕事を」１例 

①物事を始める 

「試験を」「テストを」「授業を」「勉強を」

「試合を」「セールを」など 52例 

②（スポーツで）出発する 

「レースを」「リレーを」など７例 

 

 

文法的側面からも両者に違いがみられた。母語話者の産出文には「スタートす

る」は自動詞として用いられ（67 例），「開始する」は他動詞として用いられ
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ていた（97 例）のに対し，学習者は，「スタートする」も「開始する」も他動

詞文が多く産出され，ペアの間に差はみられず，自動詞・他動詞という構文的な

使い分けがなされていないのではないかと思われる。 
 

3.3 多義的なカタカナ語 

基準の②は，カタカナ語のほうが類義語より多義的で，使える範囲が広いとい

うものである。あてはまると考えられるのは，「カバーする・補う」，「サービ

スする・奉仕する」，「チェックする・点検する」と「リードする・率いる」で

ある。 

「チェックする・点検する」は，それぞれ『日本国語大辞典』（2002）等の辞

書で，「完全であるかどうかを一つ一つ調べること」「一つ一つをくわしく調べ

ること」という意味であり，一つ一つ調べる点は共通する。しかし，「チェック

する」は，「点検する」以外にも「阻止すること」や「確認して心に留めること」

「勘定をすること」などの意味も持ち，より広い範囲で使われている。産出文を

辞書に記述された語義を用いて意味的に分類し，どのような語と共に使われてい

るかまとめたものを表３に示す。 

母語話者の産出文では「忘れ物・荷物・持ち物」「宿題・課題」「間違い・ミ

ス」「鍵・戸締り」「電気・火元」「服装・身だしなみ」「出席・出欠」や「予

定・新しいお店」など，さまざまな語と共起している。自由記述でも「軽さ」の

指摘とともに，「より広い意味でさまざまな確認の意味で使える」「フランクで

広義的」などとコメントされている。それに対して，「点検する」の産出文では，

多くは「車」「自転車」「機械」「設備」や「ガス・水道」などと共起している。

自由記述でも，「念入りに専門的に調べる」など，より専門的あるいは大規模な

ものであり，車両点検や機械など専門家が業務として「定期的に」行うイメージ

があるという。また，「厳密」「安全面」「危険性」に触れるコメントも多い。 

 

表３ 「チェックする・点検する」の母語話者の産出文の結果 
チェックする 点検する 

①完全であるかどうかを一つ一つ調べる 

「忘れ物を」「荷物を」「持ち物を」など 

30例 

①一つ一つ詳しく調べる 

「車を」「機械を」「設備を」など 55例 

「間違いを」「ミスを」など 16例 「ガスを」「水道管を」など 25例 

「宿題を」「課題を」など 13例 「故障を」「不備を」など 10例 

「戸締りを」6例 「忘れ物を」「荷物を」「持ち物を」5例 

「出席を」「出欠を」など 4例 「宿題を」「提出物を」など 3例 

「服装を」「身だしなみを」4例 「戸締りを」など 3例 

「電気を」「火元を」など 4例 

 ②確認して心に留める 

「お店を」「予定を」など 14例 

 

学習者の産出文でも，「チェックする」は「論文・作文」（12 例），「宿

題・課題」（10 例），「書類・資料」（６例），「忘れ物・荷物」（５例）や，
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「予定・日程」（6 例）など多くの語と共起している一方で，「点検する」の産

出文では，多くは「車・機械」（20 例）や「ガス・水道」（７例）などと共起

しており，母語話者と似た傾向を示している（表４参照）。自由記述でも，「点

検する」は，「専門的な感じ」「もっと精密な感じ」や「安全面から，問題があ

るのか検査する」など専門性や厳密なものであるといった母語話者と同じような

コメントがみられる。「チェックする」の多義性に直接，言及はされていないが，

「日常で使う」「普通の会話の時よく使う」「軽くする」「会計の意味もある」

などとコメントされており，「チェックする」がより日常的に広く使用するとい

う違いをある程度とらえられている。 
 

表４ 「チェックする・点検する」の学習者の産出文の結果 
チェックする 点検する 

①完全であるかどうかを一つ一つ調べる 

「論文を」「作文を」など 12例 

①一つ一つ詳しく調べる 

「車を」「機械を」など 20例 

「宿題を」「課題を」など 10例 「品物を」「在庫を」「レジを」など 12例 

「書類を」「資料を」など 6例 「ガスを」「水道を」など 7例 

「忘れ物を」「荷物を」など 5例 「宿題を」「提出物を」など 4例 

②確認して心に留める 

「予定を」「日程を」など 6例 

 

 

一方で，「カバーする・補う」のペアでは学習者と母語話者の結果に違いがみ

られた。「カバーする」は，『広辞苑』（2018）等によると，「補う」と置き換

えが可能な「損失・不足・失敗などを補うこと」の他にも，「物の表面を覆う」，

「スポーツで味方の動きを助けること」，比喩的におおうことから「範囲に入れ

る（全体に力が及ぶ）こと」や，すでに発表された楽曲を演奏する「カバー・バ

ージョンの略」など，幅広い意味を持つ。母語話者の産出文では，「ミス」「失

敗」などを補うが多いが，「スマホをカバーする」などの覆う，スポーツで「相

手の動きをカバーする」，「昔のヒット曲をカバーする」や「保険でカバーする」

など，多くの語と共起さまざまな意味で使われている（表５参照）。 

 

表５ 「カバーする・おおう」の母語話者の産出文の結果 
カバーする 補う 

①足りない点を補う 

「ミスを」「失敗を」「欠点を」など 91例 

①不足をみたす 

「不足を」「栄養を」「言葉を」など 

86例 

②おおう 

「スマホを」「肌を」など 13例  

②損害，罪などの埋め合わせをする 

「損失を」「赤字」など 12例 

③カバー・バージョン 

「曲を」「歌を」など 8例 

 

④スポーツで味方の動きを助ける 

「相手の動きを」「ディフェンスを」など 4例 

⑤範囲に入れる 

「保険で」１例  
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自由記述でも「意味が広い」「スポーツ用語から日常でも使われる」という意

見があった。一方，「補う」は，「不足をみたす」「相手に与えた損害，罪など

の埋め合わせをする」の意味であり，産出文は「不足」「栄養・水分」「言葉・

説明」など，足りない部分を満たすと，「損失・赤字」などの埋め合わせをする

で，「カバーする」に比べると使用の範囲が限られていると言えよう。 
これら基準②の語のように，意味が広がり，さまざまな語とより自由に共起し，

複数の和語・漢語と対応しているカタカナ語もある。先行研究でも，金（2012）
などでは，意味が拡大し多義語化することでカタカナ語が定着するという指摘が

ある。また，既存の語が持つ「しがらみ」がないので比較的に自由にさまざまな

語と共起できる（宮田，2007），外来語の意味は漢語と比べて「総合的」「非分

析的」であるところに特徴があるとしている（宮島，1977）。 
しかし，学習者の結果では，産出文で，「ミス」「欠点」など（24 例）が多

いが，「本」「スマホ」など（19 例）の覆う意味の文も多く，「曲」と「保険

は」それぞれ 1 例で，スポーツ関連のものはない。共起する語も限られており

「補う」と「覆う」の意味に限定されている（表６参照）。自由記述でも「カバ

ーする」というカタカナ語の持つ多義性に言及はされていない。また，「カバー

する」が「保護する」や「隠す」で，「補う」は「補充する」という意味の違い

があるというコメントもあり，そのルールで使い分けている学習者は，「カバー

する」は「覆う」の意味の文を産出している。産出文，自由記述ともに母語話者

とは違いがみられ，カタカナ語のほうが意味に広がりがあり，さまざまな語とよ

り自由に共起し，複数の和語・漢語と対応しているという点がとらえられていな

いと思われる。 
 

表６ 「カバーする」の母語話者と学習者の産出文の比較 
母語話者 学習者 

①補う 

「ミスを」「失敗を」「欠点を」など 91例 

①補う 

「ミスを」「欠点を」など 24例 

②おおう 

「スマホを」「肌を」など 13例  

②おおう 

「本を」「スマホを」など 19例 

③カバー・バージョン 

「曲を」「歌を」など 8例 

③カバー・バージョン 

「曲を」1例 

④スポーツで味方の動きを助ける 

「相手の動きを」「ディフェンスを」など 4例 

 

⑤範囲に入れる 

「保険で」1例 

⑤範囲に入れる 

「この保険は何でも」１例 

 
3.4 特定の分野に限られるカタカナ語 

基準の③は，カタカナ語が特定の分野での使用に限られ，類義語と役割分担し

ているものである。この基準にあてはまると考えられるのは，今回の調査語彙で

は，「アピールする・訴える」，「トレーニングする・練習する」と「リラック

スする・くつろぐ」の３ペアである。 
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「リラックスする・くつろぐ」では，緊張をとりゆったりした気分になる点で

は共通しており，「リラックスする」は辞書によると「緊張をほぐしてくつろぐ

こと」，「くつろぐ」は「心身をゆったりと楽にする」「ゆったりできる余地が

ある」「安心する。落ち着く」などとあるが，言い換えが必ずしもできるとはい

えない。表７に示したように，母語話者の「くつろぐ」の産出文は，「横になっ

て」や「ネクタイとると」など「〈何か〉をしてくつろぐ」も 11例あったが，

「家で」「部屋で」「ソファで」などの「〈ある場所〉でくつろぐ」の形が 89

例であった。この点に関して，下岡（2013：13）でも，「くつろぐ」は常に場所

を伴い，「必須成分に近いもの」であると指摘している。一方，「風呂で」「家

で」や「部屋で」など「〈ある場所〉でリラックスする」も 24 例あるものの，

「音楽を聞いて」「アロマをたいて」などの具体的な〈何か〉をしての形が 57
例と多い。自由記述でも，「リラックスするは～によってという手段がつくこと

がある」が「くつろぐは場所を伴うことが多い」や，「リラックスするは何か行

為や道具（アロマ）などに対して」であり，「くつろぐは何もしなくてもそうな

る」という使い分けについてのコメントがあった。また，「面接」「試験」「本

番」などに緊張をとって臨むという文は，「くつろぐ」には置き換えのきかない

「リラックスする」のみの用法であり，両者のすみ分けがみられる。 

 

表７ 「リラックスする・くつろぐ」の母語話者の産出文の結果 
リラックスする くつろぐ 

〈場所〉で 

「風呂で」「家で」「部屋で」など 25例 

〈場所〉で 

「家で」「部屋で」「ソファで」など 89例 

〈何か〉をして 

「音楽を聞いて」「アロマをたいて」「マッ

サージをして」「紅茶を飲んで」など 57例 

〈何か〉をして 

「横になって」「ネクタイをとると」など 

11例 

〈何か〉に臨む 

「面接に」「試験に」「本番に」「試合に」な

ど 16例 

 

 

学習者の産出した文でも，「風呂で」「家で」などの「〈ある場所〉でリラッ

クスする」が 7 例であるのに対し，「音楽を聞いて」や「お茶を飲んで」などの

「〈何か〉をしてリラックスする」が 15 例と多い点は母語話者同じ傾向である

が，例えば「リラックスしてください」だけのような，どのような場面で使って

いるのかという文脈がわかりにくい産出文が多くみられた（表８参照）。また，

「くつろぐ」に置き換えられない緊張をとり何かに臨むという用法は１例のみで

あった。なお，「くつろぐ」は，日本語能力試験でも級外の語で難易度が高く，

「聞いたことがない」という自由記述のコメントもみられた。学習者にとって日

常であまり使わない馴染みのない語であるようで，今回の調査語彙の中でも最も

誤用（「足をくつろぐ」「緊張をくつろぐ」等）が多く空欄も多く，意味はわか

っていても文を作ることは困難であったとも思われる。 
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表８ 「リラックスする・くつろぐ」の学習者の産出文の結果 
リラックスする くつろぐ 

〈場所〉で 

「風呂で」「家で」など 7例 

〈場所〉で 

「家で」3例 

〈何か〉をして 

「音楽を聞いて」「お茶を飲んで」など

15 例 

〈何か〉をして 

「温泉に入って」「音楽でも聞いて」など

5例 

〈何か〉に臨む 

「試験」1例 

 

 

学習者は，自由記述でも空欄や「違いはなし」とするものが多い。「リラック

スするは楽のため何かする。くつろぐはほっとした感じ」，「リラックスするは

よく使う言葉。」であり，「くつろぐはあんまり見えない。小説や新聞記事とか，

Ｎ１の問題集に出る。」と違いをとらえようとするコメントもあったが，「リラ

ックスはプラスの意味を持つ。くつろぐはちょっとマイナスの意味。」のように

母語話者のカタカナ語と類義語の使い分けとはずれがみられた。 

 

4. まとめと今後の課題 

カタカナ語とその類義語との使い分けに関して，日本語学習者に質問紙調査を

行い母語話者の結果と比較した。その結果，母語話者の結果と同様の傾向がみら

れる語も一部ある一方で，母語話者の結果とは違いも多く，学習者にとって使い

分けが難しいことが明らかになった。 
しかし，今回の調査語彙は 14 ペアと限られた語である。また，調査方法とし

て用いた文産出法は学習者にとって負担が大きく，違いを記述することも難しい

という意見もあった。今後は，使用が受容できるかどうかを聞く選択式の質問を

する等，調査方法を工夫し，さらに多くの語に調査を行う必要がある。 
母語話者にとっても自由記述でカタカナ語と類義語との違いを説明すること，

言語化することは簡単とはいえない。しかし，母語話者は使い分けの基準をあら

ためて意識せずとも直感的に使い分けることが可能である。一方で，多くの学習

者は，似た意味の類義語であることは分かっても，両者を使い分けることは難し

い。どのように使い分けるべきかについて学ぶ機会はあまりなく，帰納的に自ら

ルールを見出していくほかない現状である。個々の語の丸暗記だけでなく，語彙

知識の「使用」を充実させる意図的語彙学習をめざして，カタカナ語が使われる

文脈やコロケーションを探り，学習上の困難点を整理し，何をどのように教える

べきかを検討していきたい。 
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