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１．研究目的 

１．１．研究対象 

 略語について、以下のような記述が見られる。 

 

⑴ 語句の一部を省略し短くしてできた語が、略語である。多くは発音上の便宜のために省

略されるのであるが、（佘中略）ことばを故意に分かりにくくしたり、面白くしたり、あ

るいは仲間の連帯感を強めたりといった目的で省略が行われることもある。 

玉村文郎「命名と造語」『日本語百科大辞典』（大修館書店、1988） 

 

⑵ 語の一部（語構成要素）を何らかの方法で縮約・省略した形。縮約・省略が生じると意

味が不明確になることがあるが、略語においては基本的にもとの語の意味は保存されて

おり、その簡便な代用の語形として用いられる。略語は固有名詞・専門用語・隠語に多く

見られるが、これは、特定の範囲・集団内で使われる語はその語構成要素が明示的でなく

ても通用する場合が多いという、言語運用上の利点に起因する。 

橋本行洋「略語」『日本語学大辞典』（東京堂、2018） 

 

 ⑴は『日本語百科大辞典』から引用したもの、⑵は『日本語学大辞典』から引用したもの

である。ある語が語形の一部を省略してできたものは略語である。略語は日本語の中で多く

存在している。 

 そして、語種によって、日本語は和語、漢語、外来語１および混種語に分けられる。それ

に対応し、日本語の略語は語種によって、和語の略語、漢語の略語、外来語の略語および混

種語の略語に分けられる。『広辞苑 第七版』（岩波書店、2018）から、以下のような略語が

見られる。 

 

 ・まじ 「まじめ」の略。 

 

・卒業論文 卒業に際し、学生が特に研究した問題について提出する論文。卒論。 

 

 ・パーソナル‐コンピューター 個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピュータ

ー。デスクトップ・ラップトップなどがある。パソコン。PC 

 

 ・アルコール中毒 多量の飲酒に基づくアルコールによる中毒。（佘中略）アル中。 

 

 以上の「まじ」、「卒業論文」、「パーソナル・コンピューター」および「アルコール中毒」

 
１ 本研究において、外来語はカタカナ語を指し、漢語を含まない。 
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に対する説明は『広辞苑 第七版』から引用したものである。和語の「まじめ」は「まじ」、

漢語の「卒業論文」は「卒論」、外来語の「パーソナル・コンピューター」は「パソコン」、

外来語と漢語によって構成される混種語「アルコール中毒」は「アル中」に略されている２。 

 略語は語種によって四種類に分けられる。本研究はカタカナで構成される略語を「外来語

略語」と呼び、それを研究対象とする。語例調査を行い、外来語略語の形成におけるさまざ

まな規則を明らかにし、その形成を明らかにすることが本研究の目的である。 

 

１．２．通時的な視点 

 日本語の外来語が略語化される歴史は長い。外来語略語は明治期より前の時代において

既に造られていた。例えば、江戸期において、「ゴロフクレン」が「ゴロフク」に略される

という例が見られる。 

 

 ・ごろふく【呉絽服】次条の略。天保七年・恋の若竹中二「呉絽服の帯」 

『江戸語大辞典』（講談社、1974） 

 

・ごろふくれん【呉絽服連】（オランダ語 grof grein の訛）梳毛織物の一つ。江戸では下

略してゴロフク・ゴロ、上方は上略してフクリンという。多く帯地に用いる。寛政二年・

繫千話「御納豆茶のゴロフケ
（ク）

リンの帯」 

『江戸語大辞典』（講談社、1974） 

 

 「ごろふく」、「ごろふくれん」に対する説明は『江戸語大辞典』から引用したものである。

江戸期において、＜蘭語 grof grein＞から由来する「ゴロフクレン」は「ゴロフク」、「ゴ

ロ」などに略されていた。 

しかし、この時期において、このような語例は少ない。外来語略語が盛んに作られたのは

明治期以降のことであると考えられる。 

 明治期から大正期、昭和期を経て平成期まで、外来語略語の形成における省略パターンが

変わる可能性がある。 

例えば、小出（2015）は「短縮語の長さに関しては、時代的な背景もあるかもしれない。

4 モーラ語を 2モーラ形にしたり、（佘注：略語形は）4モーラ形が可能なのに 2モーラ形に

なっている「レジ」などのように、成立が昭和以前と思われる語については、初出までさか

のぼって調べる必要がある」と推測している。 

また、文（2017）は仮想短縮語実験を行い、短縮語の語形において、中・高年層と若者の

 
２「パーソナル・コンピューター」に対する『広辞苑 第七版』の説明によると、「パーソナル・コンピュ

ーター」は「PC」でも略されている。ローマ字で構成される「PC」という略語は日本語というより外国語

であると言ったほうが適切である。本研究は「PC」のようなローマ字で構成される略語を研究対象から除

外する。 



- 3 - 

 

世代差があると報告している。この世代差は外来語略語形成における省略パターンの変化

を反映するものである可能性がある。 

 従って、外来語略語の形成を明らかにするため、通時的な視点で語例を収集し、分析する

ことが必要である。本研究は外来語略語の形成を通時的な視点で分析することを試みたも

のである。 

 

２．本研究の用語と符号 

 論述を簡潔するため、以下の符号と用語を用いる。 

 

 ㈠、本研究において、「原語」という用語は外来語の元となった外国語そのものである。

「略語形」は略語化を経て形成した略語である。「原形」は「略語形」の元の形であるカタ

カナ語を指している。 

「アジテーション」という略語を例にして説明すると、「アジ」は略語形であり、「アジテ

ーション」はその原形である。カタカナ語「アジテーション」に対応する＜英語 agitation

＞を原語と呼ぶことにする。 

  

㈡、略語形を「セメント」、「アルバイト」、「セコンド・ハンド」のように書くことにする。大

きい文字の部分は原形が略語化過程において保留されたもの、すなわち略語形である。小さ

い文字の部分は略語化過程において削除されたものである。 

  

㈢、略語化過程を「→」で示す。例えば、「ストライキ」が「スト」に略されるという略

語化について、その過程を「ストライキ→スト」のように示すことにする。 

  

㈣、「ストライキ」、「セメント」のような一語で構成される単語型外来語がある。その中

で、接辞を持つ語例が存在している。語例を分析する際に、「♯」で原形の語基と接辞の切

れ目を示すことがある（「キロ♯グラム」の類）。 

  

㈤、「セコンド・ハンド」、「パーソナル・コンピューター」、「ハンガー・ストライキ」の

ような二つ以上の語で構成される複合語がある。例えば、「ストライキ」はさらに分けるこ

とができない外来語である。それに対し、「セコンド・ハンド」は「セコンド」と「ハンド」

に分けられる。同じように、「ハンガー・ストライキ」も「ハンガー」と「ストライキ」に

分けられる。複合語の語構成を持つすべて外来語について、本研究は「・」を用い、複合語

型外来語を構成する前単語と後単語の境界を示す。 

  

㈥、音節（シラブル）の符号を「σ」とし、拍（モーラ）の符号を「μ」とする。韻脚（フ

ット）の符号を「F」とする。 
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３．調査方法 

３．１．時期区分 

 本研究が行う外来語略語の調査の時期区分について説明する。 

 外来語略語は江戸期において既に存在したものの、盛んに造られたのが明治期以降のこ

とである。本研究の調査は明治期、大正期、昭和期、平成期を中心に行うことにする。 

 明治期は 1868～1912 年の約 45 年間がある。この時期において外来語略語の産出がまだ

少ないほうである。それに対し、大正期は 1912～1926年の約 15年間しかない。大正期にお

いて、略語の語例が相対的に多く集まった。明治期、大正期は外来語略語形成の初期である

と考えられる。そのため、調査において、明治期と大正期とを一つの時期として扱い、明治・

大正期と呼ぶことにする。 

 昭和期は 1926～1989 年の約 64 年間がある。昭和期において、外来語略語が数多く産出

されていた。本論第 8 章で述べるが、戦前戦後を境界線として、外来語の量的変化が見られ

る。戦後、各分野における日本と外国との交流が深まることによって、外来語の数は多くな

り、その略語の数も急増してきた。 

語例をより詳しく分析するため、昭和期を昭和前期（1926～1945 年）と昭和後期（1945

～1989年）に分け、昭和前期と後期の語例をそれぞれ調査する。 

 最後に、1989～2019年の約 30年を平成期という時期として調査を行う。 

 以上のように、本研究は明治期以来の外来語略語の歴史を「明治・大正期」、「昭和前期」、

「昭和後期」と「平成期」のように、四つの時期に分ける。明治・大正期が 60年間の時間

があり、やや長いが、昭和前期、昭和後期、平成期は 20～40年の長さである。 

本研究は各時期において造られた略語語例を収集する。さらに、各時期における略語の形

成について分析を行う。最後に、各時期における外来語略語形成の特徴をまとめ、通時的な

視点から外来語略語形成の史的変遷を見ていきたい。 

 

３．２．語例の収集方法 

３．２．１．辞書調査について 

 略語語例は辞書調査で集める。各時期に出版された外来語辞書、新語辞書、流行語辞

書、国語辞書から略語語例を抽出した。辞書を利用する理由について、説明したい。 

 まず、辞書は当時の日本語語彙を網羅的に収録し、それについて説明を加えたものであ

る。小説などの文学作品と比べて、辞書を利用することによって、効率よく外来語略語を

調べることができる。これは辞書を利用する主な理由である。 

 さらに、明治・大正期出版の辞書から集めた略語は「明治・大正期の略語語例」、昭和

前期出版の辞書から得た初めて出現した略語は「昭和前期の略語語例」、昭和後期出版の

辞書から集めた初めて出現した略語は「昭和後期の略語語例」、平成期出版の辞書から集

めた初めて出現した略語は「平成期の略語語例」とする。もちろん、略語の造られた時期

から辞書に収録された時期まで、一定の時間差がある。この時間差を無くすことは極めて
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難しい。本研究はより新しい語彙を収録する新語辞書、流行語辞書を調べることによっ

て、時間差を縮小することができると考える。 

 最後に、語彙の収録基準は辞書の編集者によって異なる場合がある。ある略語が存在す

るのに、辞書に収録されていない可能性が考えられる。より多くの外来語略語を集めるた

め、本研究はできるだけ多くの辞書を調査した。 

 

３．２．２．使用辞書 

外来語略語の語例調査は「明治・大正期」、「昭和前期」、「昭和後期」と「平成期」のよう

に、四つの時期に分けて行った。 

略語を収集するため、48 冊の辞書を調べた。その中で、似たような名前を持つ辞書や同

じ書名を持つ辞書がある。そのため、使用辞書に①～㊽の番号を振り、本研究の記述におい

て、①『言海』、⑰『モダン辞典』、㉞『外来語小辞典』のように「番号＋辞書名」で辞書を

示す。 

さらに、辞書の出版年について、日本の元号「明治」、「大正」、「昭和」、「平成」をそれぞ

れ「M」、「T」、「S」、「H」のように、ローマ字で表す。例えば、「M22」は明治 22年、「T3」は

大正 3年、「S3」は昭和 3年、「H18」は平成 18年のことである。 

以下は使用した辞書である。 

 

⑶ 明治・大正期の辞書 

 ①大槻文彦『言海』（大槻文彦、1889（M22）～1891（M24）年）：国語辞書であり、漢語、

和語、外来語など、39000語以上の語彙を収録している。 

 

②山田美妙『日本大辞書 全第六版』（明法堂、1893（M26）年）：国語辞書であり、漢語、

和語、外来語を収録しており、専門語も収録している。 

 

③棚橋一郎・鈴木誠一『日用舶来語便覧』（光玉館、1912（M45）年）：日本最初に出た外

来語辞書の一つであり、大正期より前の外来語を収録している。 

  

④勝屋英造『外来語辞典』（二松堂書店、1914（T3）年）:約 7000語を収録している大正

初期の外来語辞書である。哲学、科学、政治、法律、経済など、各分野の外来語を収録し

ている。 

 

⑤時代研究会『現代新語辞典』（耕文堂、1919（T8）年）：新語辞書であり、当時の新熟語、

新述語、流行語などを収録している。 

 

⑥上田景二『模範新語通語大辞典』（松本商会出版部、1919（T8）年）：新語辞書であり、
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外来語を含む当時の新語、流行語を収録している。 

 

⑦小林鶯里『現代日用新語辞典』(文芸通信社、1920（T9）年)：新語辞書であり、俗語、

芸術語、科学語、哲学語などの新語を収録し、古い言葉も収録している。 

 

⑧自笑軒主人『秘密辞典』(千代田出版部、1920（T9）年)：隠語辞書であり、隠語だけで

はなく、新流行語、外来語などの語彙も収録している。 

 

⑨小林花眠編『新しき用語の泉』（帝国実業学会、1922（T11）年）：新語辞書であり、文

学、美術、法律などの分野における外来語、新時代語などの語彙を収録している。 

 

⑩紅玉堂編輯部『活用現代新語辭典』(紅玉堂書店、1924（T13）年)：新語辞書であり、

当時の新語、外来語を収録している。 

 

⑪素人社『現代語辞典』(素人社、1924（T13）年)：当時に使われる新語、外来語などの

語彙を収録している。 

 

⑫秋山湖風・太田柏露『最新現代用語辭典 大正 14年版』(明光社、1925（T14）年)：新

語辞書であり、外来語、俗語、隠語、新造語など、幅広い分野の語彙を収録している。 

 

⑬服部嘉香・植原路郎『新しい言葉の字引 大増補改版』（実業之日本社、1925（T14）年）：

外来語、俗語、新時代語、文学語や哲学語などの語彙を収録している。 

 

⑭上田由太郎『英語から生れた新しい現代語辞典』（駿々堂出版部、1925（T14）年）：新

語辞書であり、当時の新聞、雑誌に使われる新語、外来語を収録している。 

 

⑮新語研究会編『新らしい言葉は何でもわかる』(ヤナセ書院、1926（T15）年)：新語辞

書であり、新聞、雑誌や小説などに出現する新語、流行語、外来語を収録している。 

 

⑷ 昭和前期の辞書 

 ⑯竹野長次監修・田中信澄『音引正解 近代新用語辞典』（修教社書院、1928（S3）年）：

新語辞書であり、当時の外来語、新時代語、流行語、新聞雑誌語などの語例を収録してい

る。 

 

 ⑰モダン辞典編輯所『モダン辞典』(弘津堂書房、1930（S5）年)：新語辞書であり、外来

語、流行語や新聞雑誌用語などの語彙を収録している。 
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 ⑱新井正三郎『現代語新辞典』(新井正三郎自治館、1930（S5）年)：新語辞書であり、「新

語・流行語」、「俚諺・俗語・通人語」、「日用外来語」および「國漢語・故事熟語」という

四つの部分で構成されている。 

 

 ⑲東亜書院編輯所『現代新語辞典』(東亜書院出版部、1930（S5）年)：新語辞書であり、

新時代語、俗語、科学語や政治経済法律語などの新語を収録している。 

 

 ⑳現代編輯局『現代新語辞典』（大日本雄弁会講談社、1931（S6）年）：新語辞書であり、

1400以上の当時の新語を収録している。 

 

 ㉑鵜沼直『モダン語辞典』（誠文堂、1932（S7）年）：新語辞書であり、約 3000の新語を

収録している。 

 

 ㉒中目覚『外来新語辞典』（博多成象堂、1932（S7）年）：外来語の新語を収録する辞書で

あり、当時の新聞紙に見られる外来語などの語彙を収録している。 

 

 ㉓伊藤晃二『常用モダン語辞典』(好文閣、1933（S8）年)：新語辞書であり、当時の新語、

外来語などの語彙を多く収録している。 

  

㉔辞書刊行会『現代新語大辞典』(秀文社、1935（S10）年)：新語辞書であり、当時の常

用翻訳語、外来語、新意語を収録している。 

  

㉕新潮社編輯部『現代新語小辞典』（新潮社、1936（S11）年）：新語辞書であり、新聞、

雑誌や文芸・思想書類に散見する新語を収録している。 

 

 ㉖新語研究会編『現代常識新語辞典』(大洋社出版部、1938（S13）年)：新語辞書であり、

当時の熟語、術語、流行語、外来語などの語彙を収録している。 

 

⑸ 昭和後期の辞書 

 ㉗日本ジヤーナリスト聯盟『現代新語辞典 時の言葉解説』（木水社、1948（S23）年）：新

語辞書であり、経済用語、科学用語、文芸用語や戦後に盛んに使われるようになった外来

語などの約 1000語を収録している。  

 

㉘第一政経研究所『新修改版 新聞雜誌語辞典』（第一出版株式會社、1950（S25）年）：当

時の新聞や雑誌から約 7800語を収録している。 
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㉙渡辺紳一郎『新語百科辞典』（大泉書店、1952（S27）年）：新語辞書であり、当時の新

語を多く収録している。 

 

㉚末松満『最新時事用語辞典』（法文社、1955（S30）年）：政治、経済、法律、歴史、哲

学、文学、映画演劇、スポーツ、娯楽など、幅広い分野の語彙を収録している。 

 

㉛東堀一郎『増補式 新語百科事典』（光文書院、1957（S32）年）：政治・経済・社会・法

律・思想・哲学・宗教・科学・文学・芸能・美術・服飾・運動など、各分野の新語を収録

している。 

  

㉜法学書院編集部『現代用語辞典』（法学書院、1957（S32）年）：政治、外交、国際、経

済、社会、文化、スポーツ、演劇、自然科学など、各分野の新語 2000語を収録している。 

 

㉝佐藤務『現代用語辞典』（さむし書房、1959（S34）年）：進学、就職試験の参考書、ま

た一般社会人の教養書として編纂されたものであり、新語、流行語を収録している。 

 

㉞魚返善雄『外来語小辞典』（研究社辞書部、1959（S34）年）：外来語辞書であり、10290

例の外来語を収録している。 

 

㉟野田全治『経済新語辞典 1963年版』（日本経済新聞社、1963（S38）年）：経済新語辞書

であり、経済をはじめ、政治、法律、外交、社会、科学、文化などの各分野にわたる新語

を収録している。 

 

㊱現代語研究会『現代の流行語』（三一書房、1963（S38）年）：当時の流行語を多く収録

している。収録語例の中で多くの外来語略語が見られる。 

 

㊲新外来語研究会『日常の外国語』（日東書院、1963（S38）年）：外来語辞書であり、日

本語の外来語を数多く収録している。 

 

㊳森川三都夫『現代新語と社会常識』（金園社、1965（S40）年）：政治、社会、科学、ス

ポーツ、経済などの現代新語を収録している。 

 

㊴新語研究会『新時事用語小辞典』（三一書房、1968（S43）年）：日本国内の各分野およ

び世界の情勢を理解することに役に立つ用語を収録している。 

 

㊵新世代センター『マスコミ用語事典』（大和書房、1971（S46）年）：マスコミ用語をは
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じめ、歴史、科学などの分野の語、コンピューター用語や流行語などの語彙を収録してい

る。 

 

㊶齋藤栄三郎『現代の常識新語辞典 第二版』（集英社、1974（S49）年）：現代の政治、経

済、文化など、社会全般にわたる動きを正しく理解するために、その鍵となる新語・常識

語を収録している。 

 

㊷奥山益朗『現代流行語辞典』（東京堂、1974（S49）年）：昭和元年から辞書出版の時期

までの流行語、風俗語を収録している。 

 

㊸人事問題研究所『学習・受験のための現代用語事典』（新星出版社、1976（S51）年）：

高校・大学生の学習、受験、就職のガイドとして編纂されたものであり、約 2500語を収

録している。 

 

㊹岡田秀穂『外来語辞典』（ナツメ社、1987（S62）年）：外来語辞書であり、日本語の外

来語を網羅的に収録している。 

 

㊺斎藤栄三郎『外国からきた新語辞典 第 6版』（集英社、1989（S64）年）：日常語化した

語を中心に、一般人にも関連のあるテクニーク（専門語）を加えた外国語の綜合辞典であ

り、11000語を収録している。 

 

⑹ 平成期の辞書 

 ㊺『朝日新聞のカタカナ語辞典』（朝日新聞社、2006（H18）年）：朝日新聞の紙面に登場

した新しいカタカナ語、朝日現代用語『知恵蔵』に掲載された最新のカタカナ語を収録し

ている辞書であり、若者用語から専門的用語まで、さまざまな分野のカタカナ語を 14000

語収録している。 

 

㊻『カタカナ新語辞典 第 8版』（学研教育出版、2013（H25）年）：最先端科学、IT（ICT）、

環境、スポーツ、ファッション、芸術など、さまざまな分野からカタカナ語を網羅的に集

めた辞書であり、15500の新語を収録している。 

 

㊼『見やすいカタカナ新語辞典』（三省堂、2014（H26）年）：カタカナ語を網羅的に収録

するものである。収録語例数は 13000語がある。 

 

㊽米川明彦『平成の新語・流行語辞典』（東京堂、2019（H31）年）：1989 年 1月 8日から

2019年 4月 30日までの平成の約三十年に生れた新語、流行語を収録している。 
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 以上のように、⑶で挙げたのは明治・大正期の語例調査で用いた辞書の書誌情報である。

⑷は昭和前期辞書の書誌情報、⑸は昭和後期辞書の書誌情報、⑹は平成期辞書の書誌情報で

ある。 

略語収集に用いられる辞書を見てみよう。 

 明治・大正期出版の辞書は 15冊がある。その中で、①『言海』と②『日本大辞書』は国

語辞書であり、日本語語彙を網羅的に収録している。外来語辞書は 2冊があり、いずれも当

時の外来語を網羅的に収録している。③『日用舶来語便覧』は日本初の外来語辞書の一つで

あり、④『外来語辞典』は大正初期の辞典である。その他、⑤『現代新語辞典』、⑥『模範

新語通語大辞典』、⑨『新しき用語の泉』などの辞書は新語、流行語を収録するものである。

明治・大正期（特に大正期）において、数多くの新語辞書が出版されたため、この時期の調

査は新語辞書、外来語辞書を中心に行われた。 

昭和前期出版の辞書は 11冊がある。昭和前期の調査は⑰『モダン辞典』、㉑『モダン語辞

典』、『常用モダン語辞典』などのモダン語辞書、⑱『現代語新辞典』、⑲『現代新語辞典』、

㉔『現代新語大辞典』などの新語辞書を用いた。辞書名を見れば分かるように、すべての辞

書は新語辞書であり、当時の新語、流行語を収録しているものである。明治・大正期と同じ

ように、昭和前期の調査も新語辞書を中心に行われた。 

昭和後期出版の辞書は 19冊がある。その中で、40、50年代出版の辞書は 8冊、60年代出

版の辞書は 5冊、70年代出版の辞書は 4冊、80年代出版の辞書は 2冊がある。㉙『新語百

科辞典』、㉝『現代用語辞典』、㊱『現代の流行語』などのような新語、流行語辞典のほか、

㉞『外来語小辞典』、㊲『日常の外来語』、㊹『外来語辞典』のような外来語辞典および㉘『新

修改版 新聞雑誌語辞典』、㉟『経済新語辞典 1963年版』、㊵『マスコミ用語辞典』のような

専門語を収録する辞典も用いられた。㊺『外国からきた新語辞典 第 6版』が 1989（平成元

年）年 4月に出版されたが、辞書の編集期間を考えて、同辞書が収録する語例は昭和後期以

前に造られたものであると考えられる。 

平成期出版の辞書は 4冊がある。㊽『平成の新語・流行語辞典』は新語・流行語辞典であ

る。その他、㊺『朝日新聞のカタカナ語辞典』、㊻『カタカナ新語辞典 第 8版』および『見

やすいカタカナ新語辞典』はいずれもカタカナ語辞典である。平成期において、調査した辞

書の数は少ないが、㊺『朝日新聞のカタカナ語辞典』、㊻『カタカナ新語辞典 第 8版』及び

㊼『見やすいカタカナ語辞典』はいずれもカタカナ語を網羅的に収録するものである。 

 

３．２．３．略語の認定 

一つの語例が略語であるかどうかについて、その認定基準は辞書の説明とする。「（…は）

…の略語」や「（…）は単に…とも言う」のように明確な記載がある語例が略語であると認

定した。 
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・ノート・・手控、書附 Note（英）記號標註註釋等、ノートブックの略言。又紙幣の事に

も用ふ。                    『日用舶来語便覧』（光玉館、1912） 

 

・フロックコート・・普通禮式洋服 Frock-coat（英）洋服の中上衣の長き仕立にして普通

禮服なり單に Frock（フロック）とも云ふ。     

『日用舶来語便覧』（光玉館、1912） 

 

以上の「ノート」と「フロックコート」の説明は③『日用舶来語便覧』から引用したもの

である（波線は佘によるもの）。このような記載が明確である。このように記載される語例

を略語語例として認定した。 

ただし、以下のような語例を研究対象の範囲から除外した。 

 

㈠、二つ以上の語種で構成される略語を除外した。本研究はカタカナ語のみで構成される

略語を研究対象とする。そのため、「ニコ中」（原形「ニコチン中毒」）や「エプ亭」（原形「エ

プロン亭主」）などのような語例を研究対象から除外した。 

  

㈡、英文字のみで構成される略語を除外した。宮地（1977）は洋語の略語は「日本語とし

ての表記や発音上、洋語の一部を略してしまうもの」と「外国語での略語を洋語として持ち

こむもの」の二種類があると指摘している。 

「PR」（原形「パブリック・リレーション」）、「TV」（原形「テレビジョン」）などの語例は

「外国語での略語」である。「PR」、「TV」などのような語は外国語である。その形成は外来

語略語の形成と異なっている。そのため、英文字のみで構成される略語を調査対象から除外

した。 

  

㈢、混成語の語例を除外した。混成語について、窪薗（1995）は「ゴリラ／くじら→ゴジ

ラ」、「キャベツ／にんじん→キャベジン」の例を挙げ、「混成語形成とは原語となる二つの

単語を半分ずつ結合して新しい語を作り出す語形成過程である」と述べている。 

さらに、混成語形成と複合語短縮との異なる特徴について、窪薗（1995）は⑺のように指

摘している。 

 

⑺ 複合語短縮が削除操作の前に付加的操作によって 2 原語を結合する操作を経るのに対

し、混成語形成はそのような 2段階を経ず、2原語がいきなり削除操作を受ける。つまり

複合語短縮が「付加操作＋削除操作」という 2 段階から成るのに対し、混成語形成過程は

削除操作だけの 1過程だけから成っている 

 

⑺は窪薗（1995）から引用したものである。混成語と複合語型外来語とは形成上に異なる
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特徴を持っている。従って、本研究は略語収集を行う際に、「アパーテル」（「アパート」と

「ホテル」の混成）、「テレート」（「テレホン」と「デート」の混成）などのような混成語を

除外した。 

 

㈣、外国語の発音をそのまま音写した語例を除外した。略語調査を行う際に、以下の語例

および辞書の説明が見られる。 

 

・オーライ（英） オートライトの略。同條を見よ。 

  オール・ライト（英）All right 宜しいの意。普通オーライといつてゐる。 

『最新現代用語辞典 大正 14年版』（明光社、1925） 

  

・ドンマイ 心配するな、構ふなの意。ドント・マインド Don’t mind の略。 

 ・メキャップ メーキング・アップの略。 

『常用モダン語辞典』（好文閣、1933） 

 

 ・ドント・ノーdon’t know（英）ドン・ノーと略す。知らない。 

『日常の外国語』（日東書院、1963） 

 

 「オーライ」、「オール・ライト」に対する説明は⑫『最新現代用語辞典 大正 14年版』か

ら引用したものである。「ドンマイ」と「メキャップ」に対する説明は㉓『常用モダン語辞

典』から引用したものである。「ドント・ノー」に対する説明は㊲『日常の外国語』から引

用したものである。 

辞書説明によると、「オート・ライト」（＜英語 all right＞から由来）が「オー・ライ」

に略される。「ドント・マインド」（＜英語 don’t mind＞）が「ドン・マイ」に略される。

「メーキング・アップ」（＜英語 making up＞）が「メキャップ」に略される。「ドント・ノ

ー」（＜英語 don’t know＞）が「ドン・ノー」に略される。 

「オーライ」などの語例は略語であると説明されている。しかし、「オーライ」、「ドンマ

イ」などの語は外国語が発音のままに音写されたものであると考えられる。その形成は「ハ

ンガー・ストライキ→ハン・スト」と異なっている。 

そのため、本研究は「オーライ」、「メキャップ」、「ドンマイ」などのような語例を研究対

象から除外した。 

 

４．外来語略語の分類 

４．１．先行研究の分類仕方 

 辞書調査で集めた語例を分類する必要がある。 

まず、分類の仕方について、先行研究の菅野（1985）および田辺（1988）がある。表記法
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を統一するために、以下の分析において、略語語例を本研究の表記法で表示する。例えば、

略語語例を「テレビジョン」のように示し、大きい文字は略語化過程における原形が保留され

る部分（略語形）であり、小さい文字は略語化における原形が削除される部分である。 

 菅野（1985）は形態的に外来語略語を A～Gの七種類に分類している。 

「A 単独語の略語」は「アニメーション」、「テレビジョン」などのように、「単独語の一部が省

略されているもの」である。 

「B 複合語の略語」は「アフター・レコーディング」、「アンダー・グラウンド」などのように、「二

語以上の複合語の両方が生かされ、部分的に省略されているもの」である。 

「C 複合語の語省略」は「インター・チェンジ」、「オーバー・コート」などのように、「複合語

を形づくる一方の語が省略されているもの」である。 

「D 複合語の省略」は「デパートメント・ストア」、「レフレックス・カメラ」などのように、複合語

の後部語と前部語の一部が省略されているものである。 

「E 短縮形」は「グローブ」の「グラブ」、「ギャレー」の「ゲラ」などのように、「「発音

のゆれ」に近いもの」である。 

「F 短縮形（原語の差）」は「ウラニウム」と「ウラン」、「チョコレート」と「ショコラ」

などのように、「由来する原語の差によって、外来語としての長短（拍数）に差が生じたも

の」である。 

「G 文字略語」は「メートル」の「M」、「リットル」の「L」などのように、「略語として

は表記の面に限定される「文字表記略語」」である。 

田辺（1988）は外来語略語は「片仮名表記による語が、なんらかの方法によって簡略化し

たもの」と「ローマ字表記のまま、簡略に出来ているもの」があると述べ、片仮名表記によ

る語が簡略化したものを「単語型」と「複合語型」に分けている。 

田辺（1988）は単語型の省略形をさらに「前省略型」（「アドバンス」、「ワニス」の類）、「中

省略型」（「コレスポンデンス」３の類）と「後省略型」（「ステンレス」、「シンパサイザー」の類）に

分けている。 

一方、複合語型の省略形は「前省略型」（「ヒット・エンドラン」、「グランド・スタンドプレー」

の類）、「中省略型」（「アチーブメント・テスト」、「ゲーム・アンド・セット」の類）、「後省略型」（「エ

ア・コンディショナー」、「デパートメント・ストア」の類）、「前後省略型」（「ハードコア・ポルノグラフィ」

の類）および「頭字語型」（「ワード・プロセッサー」、「アンダー・グラウンド」の類）に分けられる。

その中で、「頭字語型は、略語の王者と言っていい」と田辺（1988）が指摘している。 

 

 

 
３ 「中省略型」について、田辺（1988）は「この型は、厳密に言って、いまだに見つからない。その例と

思われるものに、コレポン「通信、文通」がある。「コレ（ス）ポン（デンス）」によってできたものだ

が、推測するに、これは、「コレス・ポンデンス」と二部に解釈し、（佘中略）形としては一応は中省略型

ではある」と述べている。 



- 14 - 

 

４．２．分類の問題点 

菅野（1985）、田辺（1988）はいずれも外来語を「単語型」（「単独語」）と「複合語型」に

大きく分けて、さらに「単語型」と「複合語型」を略語化における原語の削除された部分の

位置によって、細かく分類するような作業を行っている。 

 菅野（1985）の分類において、「A 単独語の略語」に属する語例の中で、「アニメーション」、

「トイレット」などのように、原形の前部が略語形になった略語があるものの、「アルバイト」、

「フランネル」などのように、原形の後部が略語形になったものが存在している。「C 複合語

の語省略」に属する語例の中で、「オーバー・コート」、「インター・チェンジ」などのように、原形

の前単語が略語形になった語例があるものの、「コンデンス・ミルク」、「デス・マスク」などのよう

に、原形の後単語が略語形になった語例も存在している。略語形になるのが原形の前部か後

部かということは略語形成において重要な問題であるが、菅野（1985）の分類はその問題を

反映していないと考えられる。 

 さらに、「E 短縮形」は「発音のゆれ」に近いものである。例えば、「ギャレー」と「ゲラ」

はいずれも＜英語 galley＞から由来するものである。両者は原形と略語の関係というより

＜galley＞が日本語に輸入された際に形成した異なるカタカナ語であると考えられる。 

「F 短縮形（原語の差）」は原形が由来する原語の差によって形成ものである。例えば、

「チョコレート」と「ショコラ」は共通する意味を持っているが、両者は原形と略語形の関

係ではない。「チョコレート」は＜英語 chocolate＞から由来し、「ショコラ」は＜仏語

Chocolat＞から由来する。つまり、「チョコレート」と「ショコラ」は異なる言語からきた

外来語である。 

従って、「E短縮形」および「F短縮形（原語の差）」という二種類の語例は「アニメーシ

ョン→アニメ」、「オーバー・コート→オーバー」、「コマーシャル・ソング→コマ・ソン」な

どのような短縮で造られた略語と形成上に異なっている。そのため、短縮されて形成した略

語と「E 短縮形」、「F 短縮形（原語の差）」は分けて論じる必要性がある。 

 最後に、菅野（1985）は「G 文字略語」は一類型として分類されている。語例として、「メ

ートル」の「M」、「リットル」の「L」、「コマーシャル・メッセージ」の「CM」などが挙げら

れる。「M」は＜英語 meter＞の頭文字であり、長さの物理単位の記号である。「L」は＜英語

liter＞の頭文字であり、体積単位の記号である。そして、「CM」は＜英語 commercial message

＞の略語である。「M」、「L」、「CM」などの語例は外国語であり、このような語例を外来語略

語から除外すべきである。 

 田辺（1988）の分類は略語形の形態によって行われたものである。例えば、「単語型・前

省略型」の中で、「グリーン・ハウス」と「アドバンス」が共存している。略語形の語構成だけを

見ると、確かに「ハウス」、「バンス」がいずれも単語型である。しかし、複合語型外来語「グ

リーン・ハウス」の略語「ハウス」と単語型外来語「アドバンス」の略語「バンス」はその

略語化過程において相違点が見られる。略語形の形態より、原形の形態及びその略語化過程

によって分類を行ったほうが略語の形成を反映できると考えられる。 
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４．３．本研究の分類 

 本節において、先行研究の分類の仕方とその問題点を踏まえ、本研究の分類について説明

する。 

 本研究は分類基準を「原形の語構成」と「略語化における原形の保留された部分の位置」

とする。 

 外来語の中で、一語で構成される単語型外来語（「セメント」、「ダイヤモンド」の類）と

二つ以上の語で構成される複合語型外来語（「イブニング・ドレス」、「ハンガー・ストライ

キ」の類）が存在する。語構成によって外来語は二分される。本研究は単語型外来語の略語

を「単語型略語」と呼び、複合語型外来語の略語を「複合語型略語」と呼ぶことにする。 

 「単語型略語」は主に二種類に分けられる。 

一つは原形の前の部分を保留し、後部を削除するタイプである。これを「単語型略語・前

部保留型」と呼ぶ。もう一つは前部を削除し、後部を保留するタイプである。これを「単語

型略語・後部保留型」と呼ぶことにする。 

単語型外来語は一つの語で構成される。そのため、単語型外来語の略語化は前部を保留す

るか、後部を保留するかを選択することである。前部が保留される場合、形成したのは前部

保留型の略語である。例えば、「ダイヤモンド」の形成において、原形前部の「ダイヤ」が保

留され、略語形になる。後部が保留される場合、形成したのは後部保留型の略語である。例

えば、「フランネル」の形成において、原形後部の「ネル」が保留され、略語形になる。 

 一方、「複合語型略語」は四つの種類に分けられる。 

複合語型略語の場合、原形は「前単語＋後単語」の構成を持っている。「セコンド・ハン

ド」、「ガイド・ブック」などのように、ほとんどの語例は「前単語＋後単語」という語構成

を持っているが、三つ以上の語で構成される語例も存在しており、それを「前単語＋後単語」

の構成を持っていると見なせる。例えば、「オーバー・ハンド・スロー」という複合語外来

語が「オーバーハンド（前単語）＋スロー（後単語）」のような構成を持っていると考えら

れる。 

略語化において、原形の前単語を丸ごと保留して造ったものを「前単語保留型」（「ガイド・

ブック」、「イブニング・ドレス」の類）とし、後単語を丸ごと保留して造ったものを「後単語保

留型」（「コンデンス・ミルク」、「ドライ・クリーニング」の類）とする。 

前単語と後単語の拍をそれぞれ保留し結合させて造ったものを「前後結合型」とする。「セ

コンド・ハンド」は典型的な「前後結合型」の語例であり、原形を構成する前単語の最初の 2

μ「セコ」と後単語最初の 2μ「ハン」が結合して形成したものである。「オート・バイシク

ル」はその形成が「セコンド・ハンド」とやや異なるが、原形前単語の 3μ「オート」と後単語

最初の 2μ「バイ」が結合して形成したものと見なすことができる。つまり、結合という点

から見ると、「オート・バイシクル」のような略語も「前後結合型」に属すると考えられる。 

前単語の一部か後単語の一部が保留されて形成した略語もある。これらの語例を「部分抽

出型」と呼ぶことにする。「アパートメント・ハウス→アパート」、「デパートメント・スト
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ア→デパート」、「バスケット・ボール→バスケ」などがその例である。このような略語は複

合語型略語の略語化と単語型略語の略語化の二段階を経て形成したものである。例えば、

「バスケ」の形成において、「バスケット・ボール→バスケット」および「バスケット→バ

スケ」という二段階の略語化があると考えられる。「バスケット・ボール→バスケット」と

いう段階は複合語型外来語の略語化であり、「バスケット→バスケ」という段階は単語型外

来語の略語化である。 

単語型略語の中でも複合語型略語の中でも、「原形と不対応の略語」が存在する。「ダイア

モンド→ダイヤ」、「ブランケット→ケットー」や「アンコアー・エスケープメント→アンク

ル」などはその例である。これらの略語は原形のない要素を持っており、その形成もいろい

ろな原因がある。「原形と不対応の略語」は短縮によって形成した略語と形成上に異なって

いる。そのため、本研究は「原形と不対応の略語」と「短縮によって形成した短縮語」を分

けて説明を行う。 

 

４．４．略語化のレベルについて 

４．４．１．川上（2001）について 

 川上（2001）は略語の省略パターンを三つのレベルに分けている。以下の表は川上（2001）

からそのまま引用するものである。 

 

表 1 省略パターンのレベルについて川上（2001）の分類４ 

 表記共通 形態共通 

レベル

１ 

＜Ⅰ型＞ 

OL〔office lady〕 

ABC〔Asahi Broadcasting Corporation〕

など 

＜Ⅲ型＞ 

プロ〔プロフェッショナル〕 

うなどん〔うなぎ どんぶり〕 

ハウる〔ハウリング〕 

など ＜Ⅱ型＞ 

阪神〔大阪 神戸〕 

落
おち

研
けん

〔落語 研究会〕など 

レベル

２ 

 ＜Ⅳ型＞ 

高校〔高等 学校〕 

特番〔特別 番組〕など 

レベル

３ 

 ＜V型＞ 

雇用法〔雇用対策法〕 

七味〔七味とうがらし〕など 

 

 
４ 川上（2001）において、この表のタイトルは「表１ 省略法のパターン」である。引用する際に、本研

究は表のタイトルを「表 1 省略パターンのレベルについて川上（2001）の分類」に変えた。 
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表 1のように、川上（2001）は略語化を 3つのレベルに分けた。 

そのレベル 3において、「雇用政策法」は「雇用」、「政策」、「法」という三つの語で構成

されているものである。「雇用政策法」が略される際に、「政策」が脱落し、「雇用」と「法」

が略語形になった。「七味とうがらし」は「七味」と「とうがらし」で構成されたものであ

る。略される際に、「とうがらし」が脱落し、「七味」が略語形になった。レベル 3の略語化

において、語彙は語レベルで略されていると考えられる。 

 レベル 2において、「高等学校」の略語形「高校」を構成する「高」と「校」は意味を持

っている。「特別番組」の略語形「特番」も「特」と「番」で構成されたと考えられる。レ

ベル 2において、語彙は形態素レベルで略されていると考えられる。 

 レベル 1において、略語「OL」は原形「office lady」の頭文字を取って造られたもので

ある。「落研」は原形の「落」と「研」との組合せである。しかし、「落」の発音が変わって

いる（発音は「落語」の「らく」から「おち」になっている）。「プロ」は原形の前部 2μが

略語形になったものである。レベル 1において、略語化は形態素レベルより下のレベルで行

っていると考えられる。 

 以上のように、川上（2001）は略語化のパターンを分析し、略語化にはレベルがあること

を指摘した。 

 

４．４．２．外来語略語化のレベル 

川上（2001）は語種を分けずに略語化のレベルを論じた。本研究は外来語の略語を研究対

象とするものであり、外来語の略語化レベルを見ていきたい。 

外来語略語の形成において、「拍レベルの略語化」と「語レベルの略語化」が存在するこ

とが明らかである。 

「拍レベルの略語化」に属するのはすべての単語型略語、複合語型略語の「前後結合型」

及び複合語型略語の「部分抽出型」である。これらの略語の原形は略語化において語形分解

が起こっている。 

語形分解というのは語レベルの原形が拍レベルに分解することである。例えば、「フラン

ネル→ネル」において、原形「フランネル」は後部モーラ「ネル」しか残されず、その語形

が分解した。複合語型略語「セコンド・ハンド→セコ・ハン」において、複合語を構成する

前単語「セコンド」と後単語「ハンド」はいずれも語形が分解した。 

「語レベルの略語化」に属するのは複合語型略語の「前単語保留型」と複合語型略語の「後

単語保留型」である。語レベルの略語化において、原形を構成する単語は語形の分解が起こ

らず、語形が保持をしている。例えば、「ガイド・ブック→ガイド」、「コンデンス・ミルク

→ミルク」において、略語形として保留された「ガイド」と「ミルク」はいずれも語レベル

のものである。 

このように、略語形において、原形が語形分解するのであれば、その略語化は「拍レベル

の略語化」である。一方、「語レベルの略語化」において、原形は語形が分解せず、語形保
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持している。原形の語形が保持するか分解するかは略語化のレベルを判断する基準である。 

 略語化レベルの説明を踏まえ、本研究は以下の図のように、外来語略語を分類した。 

 

図１ 本研究における外来語略語の分類 

 

 

５．外来語略語の形成に関する先行研究 

５．１．Itô（1990）について 

 単語型略語の形成について Itô（1990）は音韻上の規則を指摘している。 

 

⑻ a．最小性条件：1μの略語は不適格。1σの略語は不適格。 

  b．最大性条件：5μ以上の略語は不適格。 

  c．音律構造条件：「軽音節＋重音節」の 2σ構造の略語は不適格。 

 

 (8a)について、外来語は 1μの長さの略語に略されることはほとんどない。例えば、「ビ

ルディング」という外来語は「ビ」に略されることはできなく、「ビル」に略されている。

ただし、「ページ」、「ポイント」のような 1μの略語が存在しているが、Itô（1990）は「ページ」

がページ数を表す、「ポイント」が文字の大きさを表すという用法しかなく、その使い方が限

定されていると述べている。そして、外来語は 1σ長さの略語に略されにくい。例えば、「ダ

イヤモンド」は「ダイ」に略されにくく、「ダイヤ」に略されている。 

 (8b)について、外来語は 5μ以上の長さの略語に略されにくい。例えば、「リハビリテー

前部保留型

　　短縮語　→　拍レベルで略す

単語型 後部保留型

　　原形と不対応の略語 前単語保留型

　　語レベルで略す

外来語略語 　

後単語保留型

　短縮語

前後結合型

複合語型 　　拍レベルで略す

　

部分抽出型

　原形と不対応の略語 　　
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ション」は「リハビリテ」や「リハビリテー」に略されにくく、4μの「リハビリ」に略さ

れている。 

 (8c)について、外来語は重音節で終わる 2音節の略語に略されにくい。例えば、「デモン

ストレーション」は「デモン」に略されにくく、「デモ」に略されている。 

 以上のように、⑻は Itô（1990）が述べる音韻的規則である。 

本研究が辞書調査を行った際に、集めた略語の中で、「チャンピオン」、「ビューティー」、「ヒロ

ポン」、「ピント」のような最小性条件に違反する略語や「セメント」、「ブランデー」のような

音律構造条件に違反する略語などが見られる。それにしても、最小性条件、最大性条件およ

び音律構造条件に違反するような略語は数が少なく、決して主流ではない。 

Itô（1990）が述べている最小性条件、最大性条件および音律構造条件は音韻的規則とし

て、外来語略語の形成において基礎的な働きをしていると考える。 

 

５．２．石野（1993）について 

 石野（1993）は略語の目的は「語形の短縮」及び「言葉遊び」であると述べている。 

「語形の短縮」によって、原形はより短い略語形になる。従って、コミュニケーションの

効率化を図ることができる。 

「言葉遊び」の典型的な形として、石野（1993）は「サラリーマン」の略語形「リーマン」、

「コンパニオン」の略語形「パニオン」などの若者語の例を挙げて以下のように説明してい

る。 

 

⑼ 若者語に現れる略語は内容・形式ともにきわめて多彩であるが（佘中略）この種の略語

には俗語的あるいは隠語的な感じのするものが多い。若者語というのは若者どうしの、あ

るいは学生間の隠語とも言えるから当然のことである。ただし、隠語とはいえ、暗いイメ

ージはない。単に仲間内の言葉というだけのことであって、その本質はあくまでも新鮮さ

と意外さを狙いとした言葉遊びとしての略語だという点にある。 

 

石野（1993）が述べたように、「言葉遊び」は人々が略語を造る目的の一つとして挙げら

れる。言い換えれば、ある語を隠語的、俗語的、集団語（専門用語）的な性質を持たせるた

め、その語を略語化するということが考えられる。楳垣実『隠語辞典』（東京堂、1956）の

巻末の隠語概説に「隠語として効果からいえば、下部を略すより上部を略す方がすぐれてい

る。ただ一音を省略しただけで、ほとんど元の形が想像できなくなってしまう場合が多い」

という論述がある。 

石野（1993）は略語全般について分析を行っている。本研究は外来語略語の形成において

も同じように、隠語的、俗語的、集団語（専門用語）的な性質を持たせるために造られた略

語もあると考える。 
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５．３．鈴木（1996）について 

 鈴木（1996）は日本の外来語の略語化過程で音節、モーラ、フット、音調語がそれぞれに

どのような役割を果たし、どのように関わっているかを分析している。⑽は鈴木（1996）の

結論をそのまま引用するものである。 

 

⑽ ａ. 略語の拍数は２拍語から 10拍語である。 

ｂ. 略語の拍数は 4拍語（43.49％）と 3拍語（25.54％）が最も多く、混種語の略語も

4拍語が最も多い。 

ｃ. 略語（2拍から７拍語）は原語から 3拍分短縮するのが最も多いパターン（29.0％）

である。 

ｄ 省略のパターンは後略（43.0％）が最も多く、前略（7.58％）、その他（3.62％）は

少ない。他と比べ、後略が多いのは、前半部を残すので復元可能性が高いためである。 

ｅ. 複合語の頭字語は 4拍語（2モーラ＋2モーラ）が最も多い（83.64％）が、略語全

体では 18.12％に過ぎない。 

ｆ. フット、音節、モーラの機能の点から見ると、4拍語は 2モーラのフットが二つか

らなる韻脚二項性（BF）を持つとみなすことができる。3拍語は 1フット（2モーラ）

と 1モーラ語の略語で構成されていると解釈できる。 

ｇ. 略語の最低成立条件は 2モーラ、1フットである。音節とモーラ構成は 1音節 1モ

ーラ＋1音節 1モーラで始まる略語のパターンが最も多く、52.14％である。 

 

 鈴木（1996）の分析対象は外来語略語だけではなく、漢語略語や混種語略語の例も入って

いる。そのため、⑽の結論はあくまでも略語全体の特徴と考えたほうがよいと考える。日本

語略語の一種類として、外来語略語の形成が⑽が述べた特徴をどの程度まで持っているか

は本研究の調査で明らかにしたいと考える。 

 

５．４．窪薗（2002）について 

 窪薗（2002）は略語の形成を分析した。その分析を単語型略語の形成と複合語型略語の形

成に分けられる。 

 

㈠、単語型略語の形成について 

省略パターンについて、窪薗（2002）は「短縮語の基本形は原語の最初の部分を残して後

半部分を省略する形式である。語の前部を A、後部を Bとすると、後部を落とすパターン（AB

→A）が圧倒的に優勢なのである」と述べている。 

後部を落とす理由について、窪薗（2002）は前部を落とすと、「話し手の意味するところ

がわからなくなるのである。同じように短くしても、相手に自分の意図が伝わらなければ短

縮した意味が半減する。省エネの目的は達成できでも、意思伝達という第一の目的が達成で
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きなくなるのである」と意思伝達の観点から説明している。 

そして、略語形の長さについて、窪薗（2002）は単語型略語の長さは２μ～４μが普通で

あると述べている。 

 

㈡、複合語型略語の形成について 

窪薗（2002）は複合語の短縮は「（a）のように両方の要素を部分的に残すパターンと、（b）

のようにいずれかの要素をそのまま残すパターンの二種類に大別できる」と述べている。 

 

⑾ （a）デジモン、経済、ワンゲル、ナベサダ  （b）ケータイ、スーパー、カッター 

 

そして、窪薗（2002）は（a）、（b）が複合語略語の基本パターンになった原因について、

以下のように説明している。 

 

⑿ （a）の中では語頭どうしを結合する「ポケモン」や「経済」のパターンが、（b）の中

では最初の要素をそのまま残す「ケータイ」「スーパー」のパターンが、それぞれ圧倒的

に生産性が高い。これらの生産性の高いパターンに共通しているのは「前半部分を残す」

ということである。（佘中略）この背後には「略語は元の単語を想起できる形でなくては

ならない」という原理が働いており、さらにこの原理は「人間は単語の前半部分、特に語

頭の情報をもとに単語を記憶、想起している」という心理原語学の原理基づいている。複

合語短縮の基本パターンは、このような大きな原理に基づいて選択されているのである。 

 

さらに、（a）類について、窪薗（2002）は「「ポケモン」のように各要素の語頭から二モ

ーラずつを採るパターンは、部分結合形式の短縮形の中では最も基本的なもの。この短縮パ

ターンは人名、地名、会社名から普通名詞まで広範囲に観察される」と述べている。勿論、

例外的な語例も存在するが、「2μ＋2μ」という省略パターンの生産性の高さが分かった。 

（b）類について、なぜ後部ではなく前部が残るかという問題について、窪薗（2002）は

「語の想起や同定によって語頭の部分はとりわけ重要な意味をもっている」という原因の

他、⑿のように複合語の意味構造も関係していると分析している。 

 

⑿ 日本語の複合語は基本的に「修飾部＋主要部」という構造を持つ。（佘中略）日本語の

複合語が「こうもり（傘）や「携帯（電話）」のように前部要素を残す形で短縮されると

いうことは、「修飾部＋主要部」の中で主要部を消して修飾部を残していることを意味し

ている。つまり、日本語の複合語短縮は、「前部要素を残している」とも「修飾部を残し

ている」とも解釈できるのである。 

 

 以上のように、窪薗（2002）は略語形成の原理について分析を行った。窪薗（2002）は音



- 22 - 

 

韻的規則だけではなく、原形の想起や原形の意味構造などのような語彙的規則も用いて外

来語略語の形成を説明している。 

 しかし、外来語略語の省略パターンの通時的変化について、窪薗（2002）は言及していな

い。本研究は序論の 1.2節（2ページ）で既に述べたが、長い歴史の中で外来語略語の省略

パターンは変化が起こたと考えられる。つまり、明治・大正期の古い時期に造られる略語と

いまの時期に造られる略語とは省略パターンにおいて相違点があることが推測される。そ

のため、外来語略語の形成を明らかにするために、通時的な視点で分析を行うことが必要で

あると本研究は考える。 

 

５．５．窪薗（2010）について 

 単純語略語形成の規則について、窪薗（2010）が提示する「分節説」がある。 

単純語は意味・語形をそれ以上に分けることができないと考えられるものである。窪薗

（2010）は「5モーラ以上の単純語は形態的に単純語であっても音韻的には複合語（疑似複

合語 pseudo-compound）であり、分節原理によって単語のほぼ真ん中で二分されると考える」

と述べている。 

窪薗（2010）によると、分節説の規則は二つがあり、その重要性は(14a)＞(14b)である。 

 

⒁ a．音節を分断せずに前半と後半をできるだけ同じ長さ（モーラ数）に分ける。  

b．ａにより二等分に分節できない場合に、前半＞後半とする。 

 

「分節説」の規定に従い、単純語を音韻的に複合語のように二分することができる。 

 

 a．リハビリ｜テーション→リハビリ５  メタボ｜リック→メタボ 

b．テレビ｜ジョン→テレビ  アニメ｜ション→アニメ  

c．スト｜ライキ→スト 

 

 以上の語例は窪薗（2010）の「分節説」によって分節される。 

「ストライキ」という語を例として、窪薗（2010）が提示する「分節説」を説明しよう。

「ストライキ」という語は 5モーラの長さを持っている。それを「ストラ｜イキ」のように

二分すると、「ライ」という音節が分断されてしまう。そのため、「ストライキ」が「スト｜

ライキ」のように分節される。「ストライ｜キ」という分節では、「ライ」という音節のまと

まりは保持されるが、「分節説」規定の「できるだけ同じ長さに分ける」に大きく違反する。 

 

 

 
５ a～c の語例は窪薗（2010）から引用したものである。 



- 23 - 

 

５．６．太田（2014）について 

 太田（2014）は「音韻的な基準・制約は実あまり重要ではない」と述べ、語彙競争の観点

で略語の形成を説明している。 

つまり、太田（2014）は人々が略語を見たらその意味を理解し元の語を思い出せるかどう

かということを重要であると指摘している。図 2は太田（2014）が提示した「テレビ」とい

う略語の形成過程である。 

 

図 2 太田（2014）による「テレビ」の形成過程 

 

 

略語形「テレビ」の形成について、太田（2014）は以下のように説明している。 

 

⒂ 「テ」だけでは、「テ」で始まる語がいくつもあって、何を表しているのかがわからな

い。そこで「テレ」と長くするのだが、それでもまだ「テレパシー」などの可能性があっ

てあいまいである。よって、さらに長く「テレビ」とすれば、（φで表したように）競合

するもの――同じ音・文字を持つ外来語――がなくなり、（アガリと表現したように）「テ

レビジョン」のことと特定できるのである。 

 

 コミュニケーションの効率化を図ることは略語が造られる目的の一つである。そのため、

略語形はその原形を想起させる機能を持たないといけない。この点について、窪薗（2002）

も言及している（序論 5.4 節、20 ページを参照）。⒂の場合、「テレ」という略語形は「テ

レパシー」でも「テレビジョン」のでも想起させてしまい、コミュニケーションの混乱が招

かれる可能性がある。「テレ」に対して、「テレビ」という略語形はその原形「テレビジョン」

を特定できる。 

太田（2014）が提案した語彙競争は合理性があり、略語形成を分析する際に考慮しなけれ

ばならないことである。しかし、提案自体を証明することが難しい。さらに、この提案で解

釈できない語例は存在している。例えば、「プロダクション」、「プロフェッショナル」、「プ

ログラム」、「プロスティテュート」はその略語形がいずれも「プロ」になっている。「競争

相手」の観点で説明できる略語はその数が限られている。 

そして、太田（2014）は「音韻的な基準・制約は実あまり重要ではない」と述べているが、

外来語略語の形成が音韻的規則に大きく影響されるということは Itô（1990）、鈴木（1996）、

窪薗（2002）などの先行研究に指摘されている。外来語略語の形成を分析する際に、音韻的

「テ」 → 「テレ」 →「テレビ」アガリ

競争相手 ： 約10語 「テレタイプ」 φ

「テレックス」

「テレパシー」
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規則、語彙競争を両方重視する必要がある。 

 

５．７．小出（2015）について 

 小出（2015）は単語型略語の長さについて「2 モーラ、3 モーラ、4 モーラのいずれにな

るかを決める要因は何か」という問題を分析した。⒃は小出（2015）の結論をそのまま引用

するものである。 

 

⒃ a．ある語を短縮するとき、好ましい長さは 4 モーラである。場合によっては、2 モー

ラも認める。しかし、3モーラ形が一次的に選ばれることはない。 

b．4 モーラ形の短縮語にしたときに、語末に重音節 H が現れる場合に、語末重音節回

避の原則に従って、重音節になんらかの操作を加え、3 モーラ形あるいは 2 モーラ形

にする。 

 

 小出（2015）は短縮語の拍数に従って、省略パターンを「4モーラ志向型」、「2モーラ志

向型」と「3モーラ志向型」に分けた。省略パターンについて、小出（2015）は以下のよう

に説明している。 

 

㈠、「4モーラ志向型」について 

4μの長さが好ましい形であるため、「アスパラガス」、「リハビリテーション」などは「ア

スパラ」、「リハビリ」に略されている。 

一方、「テレビジョン」、「ダイアモンド」などのような語は 4μに略される場合、重音節

（「テレビジョン」の「ジョン」、「ダイアモンド」の「モン」）が分断されてしまう。音節の

分断を回避するため、これらの語は「テレビ」、「ダイア」のような 3μに略されたのである。 

「オペレーション」、「アジテーション」などの語例は 4μに略される場合、略語形が重音

節で終わる（「オペレー」、「アジテー」）ため、Itô（1990）の音韻構造条件に違反すること

になる（序論 5.1 節、18 ページを参照）。このようなことを回避するため、「オペレーショ

ン」、「アジテーション」などの語は「オペ」、「アジ」のように 2μの長さに略された。 

 

㈡、「2モーラ志向型」について 

「テロル」、「アマチュア」、「ポジティブ」、「アドレス」などの語は「テロ」、「アマ」、「ポ

ジ」、「アド」のように、２μの長さに略されている。その理由について、小出（2015）は「2

モーラ形の場合は、なんらかの使用上の慣習、慣行が影響している可能性」、「古くは外来語

の短縮に際して２モーラ形が好まれた」可能性を指摘している。 

 

㈢、「3モーラ志向型」について 

この類の中で、「マイクロフォン」の略語形「マイク」、「セレブリティ」の「セレブ」な
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どの略語は英語の中で使われる短縮形（＜英 mike＞、＜英 celeb＞）そのものが外来語とし

て入ってきたものであると小出（2015）が指摘している。一方、「オートモビル」が「オー

ト」に、「ニトログリセリン」が「ニトロ」に略されている。このような 3μ略語の形成原因

は原語の語構成についての意識と関係している。 

 

以上のように、小出（2015）は単語型略語の長さを決める要因について分析した。外来語

略語の形成において、音韻規則は基礎的な働きをしている。語彙的な要因で形成した語例も

見られる。そして、古い時期において使われた略語の長さはいまの時期と異なる可能性があ

ると小出（2015）は言及している。 

 

５．８．先行研究のまとめ 

 序論の 5.1節～5.7 節では、外来語略語形成に関する先行研究を挙げた。略語の形成につ

いて、従来の研究は音韻規則、語彙的原因、言語意識など、さまざまな側面から分析を行っ

ている。 

 単語型略語の形成において、原形の前部拍を保留して略語形を造るのが主なパターンで

ある（鈴木（1996）、窪薗（2002））。2μ～4μは単語型略語の主流の長さである（Itô（1990）、

鈴木（1996）、小出（2015））。その略語化過程において、原形の音節の分断が好まれない（小

出（2015）など）。重音節で終わる略語形の形成も回避されやすい（Itô（1990））。 

 複合語型略語の形成において、「前単語保留型」と「前後結合型」の省略パターンは生産

性が高い（窪薗（2002））。「前単語保留型」の形成原因は原形の「修飾部＋主要部」という

意味構造と関係している（窪薗（2002））。「前後結合型」略語は基本的に「2μ＋2μ」の構

成を持っている（鈴木（1996）、窪薗（2002））。 

 単語型略語であるか複合語型略語であるかにもかかわらず、人々が略語形を見たらその

意味を理解し元の語を思い出せるかどうかということが重要であり、略語の形成に影響を

与える（窪薗（2002）、太田（2014））。ある語を隠語的、俗語的、集団語（専門用語）的な

性質を持たせるため、その語を略語化することもある（石野（1993））。 

 以上のように、略語形成の規則について先行研究の結論をまとめた。外来語略語の形成に

ついて、那須（2005）、文（2021）などの研究も挙げられる。これらの研究が複合語型略語

の前後結合型を中心に論じているものであるため、本論で前後結合型の形成について分析

する際に紹介する。 

 外来語略語の形成を明らかにするために、音韻的規則、語彙的規則など、さまざまな視点

から考察することが必要である。そして、時期ごとに外来語略語を分析するという通時的考

察も不可欠である。本論では、先行研究の結論を踏まえて、辞書調査を行い、通時的な視点

を加え、外来語略語の形成におけるさまざまな規則を明らかにしたいと考える。 
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６．本論の構成 

 本論文は序論、本論、結論および附録によって構成される。ここまでの序論では、研究目

的、調査方法を説明し、外来語略語の分類を行い、先行研究の結論を述べた。 

 本論は 8章からなっている。その具体的な内容は以下のようである。 

 

第 1章 外来語略語の語例調査―明治・大正期から平成期まで― 

本章において、各時期の外来語略語具体例を挙げ、辞書調査の結果を示す。 

 

第 2章 原形と不対応の略語の処理 

  本章は「原形と不対応の略語」の具体例を挙げながら、その形成原因を分析する。 

 

第 3章 明治・大正期における外来語略語の形成―単語型略語を中心に― 

  単語型略語を中心に、明治期、大正期の外来語略語を収集し、語例を分析する。明治・

大正期の外来語略語形成における規則を明らかにする。 

 

 第 4章 明治・大正期における外来語略語の形成―複合語型略語を中心に― 

  複合語型略語を中心に、語例を収集し、明治・大正期の外来語略語形成における規則を

明らかにする。 

 

 第 5章 昭和前期における外来語略語の形成 

  昭和前期の語例を収集し、分析を行う。昭和前期における外来語略語の形成規則を分析

する。 

 

 第 6章 昭和後期における外来語略語の形成 

  昭和後期の語例を収集し、分類を行う。昭和後期の外来語略語形成規則を明らかにする。 

 

 第 7章 平成期における外来語略語の形成 

  平成期の語例を収集し、分析を行う。平成期における外来語略語の形成規則を明らかに

する。 

  

第 8章 外来語略語の形成における史的変化 

  第 1 章～第 7 章の分析で得た結論を用いながら、各時期における単語型略語の形成を

比較し、明治・大正期から平成期に至るまで、単語型略語の略語化パターンの変化を明ら

かにする。さらに、各時期の複合語型略語の形成を比較し、複合語型略語形成における略

語化パターンの変化を明らかにする。 
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 結論では、本論の考察で導かれた規則を用いて、外来語略語の形成を記述する。 

 附録では、外来語略語の語彙リストを作成し、辞書調査で集めた外来語略語およびその説

明を挙げる。略語の説明は①～㊽の辞書から引用したものである。 

 最後に、参考文献では、本研究が参考・引用を行った先行研究を示す。 
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第 1章 外来語略語の語例調査 

―明治・大正期から平成期まで― 

 

１．はじめに 

 本研究は辞書調査で外来語略語の語例を収集する。調査手段として辞書調査を選んだ理

由、使用辞書の書誌情報および略語の認定の問題について、序論の第 3.2節では詳しく説明

したため、ここでその説明を省くことにする。 

繰り返しになるが、辞書調査を行う際に、明治・大正期出版の辞書から得たものは「明治・

大正期期の略語」、昭和前期出版の辞書から得た初めて出現したものは「昭和前期の略語」、

昭和後期出版の辞書から集めた初めて出現したものは「昭和後期の略語」、平成期出版の辞

書から集めた初めて出現したものは「平成期の略語」である。 

本章は単語型略語と複合語型略語を分けて、明治・大正期、昭和前期、昭和後期、平成期

の時代順に、各時期に集めた具体例を挙げながら、外来語略語のデータを示す。第 2節では

単語型略語の語例とデータを挙げ、第 3節では複合語型略語の語例とデータを挙げる。 

「原形と不対応の略語」は存在している。例えば、「ダイア
、
モンド→ダイヤ

、
」において、

略語形「ダイヤ」は原形が持たない「ヤ」という拍を持っている。「ステレオ
、、、、

・タイプ→ス
、

テロ
、、

」において、略語形「ステロ」は原形が持たない「ロ」の拍を持っている。このような

「原形と不対応の略語」はその形成原因がさまざまである。本研究が短縮によって形成した

略語を中心に分析を行う。そのため、本章においては短縮によって形成した外来語略語の具

体例を挙げ、そのデータを示す。本章で挙げた略語語例およびそのデータは「原形と不対応

の略語」を含まないものである。「原形と不対応の略語」についての考察は第 2章で行いた

い。 

 

２．単語型略語の語例 

 明治・大正期出版の辞書から、以下の語例を採取した。 

 

⒄ 前部保留型（57 例）：アド(advertisement,advertising の略) アルミニユーム  

アスパラガス インスト(instant の略) インバネス[インヴァネス]６ エキストラクト[エッキス

トゥラクタム エキス(extract の略) ヱキス(extract の略)] エレキテル エンゲーチメント  

エスケープ[ヱスケープ] エボナイト カリウム キログラム コスメチック コンクリート  

コレスポンデンス コンキュウバイン ゴシック コンパニー コールタール サルヴァルサン シスター  

シリンダー ジャップ(japan,japanese の略)[ジヤツプ] セメンシイナ[セメンシーナ]  

セメント セルジ[セルヂ]  ダイナモーター ダイヤモンド[ダイヤモント] ダイヤグラム  

 
６ 語例調査を行う際に、「インバネス」、「インヴァネス」のように、カタカナ語表記のゆれが見られる略語は

存在する。本研究はこのような略語を統計上に一つの語例として扱い、「インバネス［インヴァネス］」のよ

うに示す。 
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チャンピオン[チヤンピオン] トロツコ バラスト ハズバンド［ハスバンド］ ハンカチーフ  

パンクチュア ピツチヤー ビルディング プロスティテュート[プロスチユート プロステチュート  

プロスチテユト] ブランデー［フランデイ］ フラスコ フアン(fanatic の略)  プログラム 

ブルジョア[ブルジヨアー] プロレタアリアート プロレタリア  ベロリン ポリス ポプラー マントル 

マントリー ミリメートル ミステーク メモランダム モスリン ランドセル レザーレット  

ロガリズム 

 

後部保留型（8 例）：アルミニューム コスメチック パス(trespass の略) タイピスト 

ブランケツト[ブランケット] フランネル コンミッション ワニス  

  

昭和前期出版の辞書から略語を集めた。収集した語例の中で、明治・大正期において

既に存在していたものはある。それらの略語は昭和前期より前の時期において造られた

ため、昭和前期の語例ではない。昭和前期出版の辞書から集めた語例から明治・大正期

の語例（⒄で挙げたもの）を削除するという作業を行った。つまり、昭和前期の辞書か

ら初出の略語を採取するということである。最後に残ったものが昭和前期に新しく造ら

れた略語であると考えられる。 

昭和前期出版の辞書を調査し、採取した初出の略語語例は以下のものがある。 

 

⒅ 前部保留型（52 例）：アジテーション[アヂテーション アジ(agitation の略)]  アジテーター 

アナー キ ズ ム [アナキ ズ ム ]  アナオ ン サ ー［アナウ ンサ ー］  アナー キ ス ト  アパートメ ン ト  

インテリゲンチャ[インテリゲンチィア インテリゲンツィア] エロチツク[エロティック] エロティシズム 

エロース  カツレツ グラフイック[グラフィツク] グロテスク ゲルト ゴノリーア コックスエーン  

コンビィネーション サブマリン[サブマリーン] サブウェー サンチメートル サブスティーテュート  

サブプレーヤー シンパサイザー[シンパサイザア] スペルリング センチメンタル デマゴーギ デマゴーグ

[デマゴオク]  テロリズム テロリスト デモンストレーション[デモンストレイション] ドクター ネガテイヴ

[ネガティブ]  ハイポーサルファイト ハンドリング ピケツチング ピケット プロフエサー プロマイド 

プロダクシヨン プロフエション プロパガンダ プロパビリテイ ボルシエビキー ポジテイヴ[ポジチブ]  

マスターベーション マソヒズム メフイストフエーレス モンスリーシツク レポート レポーター  

レフレクタア ロケーシヨン[ロケイション] 

 

後部保留型（8 例）：ウイスキー ウォーク マニユスクリプト ネクタイ テレフォーン  

ボーナス ウルトラ スパイ  

 

 昭和後期出版の辞書から外来語略語を収集した。さらに、収集した語例から明治・大

正期の略語（⒄で挙げたもの）、昭和前期の略語（⒅で挙げたもの）を削除する。残っ

たのは昭和後期における初めて出現した略語である。このように、昭和後期において初
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めて出現する略語を採取した。その具体例は以下のようである。 

 

⒆ 前部保留型（112 例）：アセスメント アクセル（accelerator の略） アドレス 

アニメーション  アブノーマル アポイントメント アッペンディックス アナクロニズム アマチュア  

アレンジメント アンプリファイア イミグレーション イラストレーション インストラクション  

インターナショナル インターチェンジ インフレーション イントロダクション インポテンツ  

ヴァン ガ ー ド  エキスポ ジ シ ョ ン  オートメ ー シ ョ ン  オ ー ケ ス ト ラ  オペ レ ー シ ョ ン  

カルチ（cultivator の略） カンパニア［カンパーニュ、カンパーニャ］ ギャバジン  

キャブレター キャフテリア ギャランティ キャップテン キロメートル キロサイクル キロワット 

キロリットル ゲバルト コーポラス コジェネレーション コネクション コンティニュテイ  

コンパートメント コンパチブル コンペティション コンポーネント サイケデリック サドマゾヒズム 

サブコントラクター サボタージュ ジャイロコンパス ジャイロスコープ シュールレアリスム  

ジュラルミン シルリング ジムナジューム シンクロナイズ シンポジウム スキゾフレニア スタジオ 

ストライキ スペシャル ゼミナール ダダイズム チョコレート ディスコテーク デュープリケート 

デフレーション テレビジョン デノミネーション トイレット トランスフオーマー ネゴシエーション  

パースペクチブ ハイドロキノン ハイドロリック パイロ（pyrogallol の略） ハンデイキャップ 

ヒステリー ビューティー ヒドラジッド ヒヨス（hyoscyamus の略） ピント フラクション  

ブルドーザー プレスコーディング プロセント プロフェッショナル ヘテロセクシュアル ヘルメット  

ホモジナイズ ホモセクシュアル マーキュロクロム マクロスコピック マゾヒスト マンネリズム  

ミクロスコピック ミスプリント ミリバール ミリグラム ミリアンペア メガサイクル メロディ  

メンス（mentholatum の略） モノクローム ヤロビ（jarovizatsija の略） ラボラトリー  

リスケジューリング リハビリテーション リフレーション ルポルタージュ レジスター レズビアン  

レフレックス  

 

後部保留型（8 例）：アルバイト ダイナマイト ヘルメット ヒロポン パントマイム 

ジステンパー キャラバン アドバンス 

 

 平成期出版の辞書から外来語略語を収集した。さらに、収集した語例から明治・大正

期の語例（⒄で挙げたもの）、昭和前期（⒅で挙げたもの）、昭和後期の語例（⒆で挙げ

たもの）を削除し、残ったのは平成期出版の辞書における初出の略語である。このよう

に、平成期において初めて出現した略語を採取した。その具体例は以下のようである。 

 

⒇ 前部保留型（95 例）：アグリーメント アチーブメント アポイントメント アポストロフィー  

インストルメンタル インディーズ インフラストラクチャー インプリメント インプリメンテーション 

エアリアル エアロビクス エクステンション エゴイズム エコロジー エステティック エミュレーター 

エレベーター エンスージアスト カバーリング カポタスト キャバスティー キャラクター  
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クリアランス クンニリングス コーディネート コラボレーション コラボレート コンサバティブ  

コンサルティング コンサルタント コンサルテーション コンドミニアム コンパチビリティー  

コンピレーション コンプリート コンプリート サスペンション サブオーディネート サブアカウント  

サブカルチャー サプリメント シングルス シンセサイザー スカトロジー ステアリング スレッド 

セルロイド セレブリティー ダーリン タブレット タブロイド テクノロジー テクニカル テクニック 

テクノポップ デグレート デコレーション デリバリー デリカテッセン デリカテッセン テンプレート 

トップス ナビゲーター ナビゲーション ニトログリセリン ネオナチズム  パーマネント  

バイオテクノロジー バイオニクス パチンコ パラノイア パンフレット ピコット ピリオド  

ファンデーション フィルハーモニー フェスティバル フェラチオ ブラジャー ブレスレット  

プレゼンテーション プレミアム プログレッシブ プロフィール ヘリコプター ペーブメント  

ホリエチレン マキシマム メガニズム メンテナンス リスケジュール リストラクチャリング リトグラフ 

リプ（replyの略） レスポンス 

  

後部保留型（2例）：インターネット トランペット  

 

 以上のように、⒄で挙げたのは明治・大正期の外来語略語、⒅で挙げたのは昭和前期

における初出の外来語略語、⒆は昭和後期における初出の外来語略語、⒇は平成期にお

ける初出の外来語略語である。 

明治・大正期から平成期にかけて、各時期の単語型略語の語例数は以下のようである。 

 

表 2 各時期における単語型略語の語例数 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 平成期 

前部保留型 57（87.7％）７ 52（86.7％） 112（93.3％） 95（97.9％） 

後部保留型 8（12.3％） 8（13.3％） 8（6.7％） 2（2.1％） 

総計 65 60 120 97 

 

明治・大正期において、前部保留型は 57例、後部保留型は 8例がある。昭和前期におい

て、前部保留型は 52例、後部保留型は 8例がある。二つの時期において、単語型略語の語

例数は 60例程度である。昭和後期になると、単語型略語は急増しはじまり、その語例数が

120例に達している。平成期において、単語型略語は語例数がやや低くなっているが、97例

がある。 

 

３．複合語型略語の語例 

明治・大正期出版の辞書から、以下の複合語型略語を採取した。 

 
７ 本研究のデータにおける割合の数字はすべて四捨五入で算出されるものである。 
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(21) 前単語保留型（44 例）：アイボリー・ナツト アネロイド・バロメーター アパートメント・ハウス 

アンクル・エスケープメント エレヴェーテッド・レールヴェー オーバー・コート［オーヴァー・コート］  

オート・モビル オリンピック・ゲーム オレンヂ・エロー カーボン(carbon paper の略)  

ガイド・ブック カビネ（cabinet-photogspy の略） コーチ・ヤード コール・ローン 

コール・マ ニ ー［コール・ マ ネ ー］ サード・ クラス  サード・ ベ ース  ショート・ス ト ッ プ  

スクリュー・プロペラー ステーム・パイプ ステロ・タイプ センター・フィルダー タングステン・ランプ 

ダブル・カラー ニューズ・ペーパー ネーブル・オレンジ［ネープル・オレンジ］ ネット・プライス  

ノート・ブック パス・ボール パツキング・ペーパー バック・グラウンド[バック・グランド]   

ハンチング・キャップ ブリュー・ストッキング フロック・コート ブル・ドッグ ベース・ボール  

ホーディング・ハウス ホーム・ベース ホームラン・ヒット ポリス・マン モーニング・コート  

ラフ・ペーパー ランニング・レース レイン・コート[レーン・コート] 

 

後単語保留型（18 例）：ドライ・クリニング ブッキング・クロース ルーデ・サツク  

ビオロン・セロ［ヴィオロン・セロ ヴァイオロン・セロ］ デット・マスク[デッド・マスク、デツ゜ト・マスク８]  

ビフ・テキ ルチプライド・バイ ライテング・タブレツト[ライティング・タブレット] アウト・フイールド  

ニュース・ペーパー［ニューズ・ペーパー］ ゲラス・ペーパー サンド・ペーパー アンフェア・ボール 

ホウゴロウ(strus hoger の略)［ホーゴロー］ ガス・マントル ソウイング・ミシン  

コンデンス・ミルク マスク・メロン 

 

前後結合型（6 例）：オート・バイシクル［オート・バイスクル］ セコンド・ハンド  

セコンド・チャンピオン ビーフ・カツレツ ビーフ・ステーキ プロレタリア・ブルジヨア 

 

部分抽出型（6 例）：アルミニウム・ブロンズ キネマト・グラフ ポプラス・アルバ  インク・ルラー  

スイート・ポテト ポリス・マン 

 

 昭和前期出版の辞書から複合語型略語を収集した。さらに、収集した語例から明治・

大正期の語例の語例（(21)で挙げたもの）を削除する。残ったのは昭和前期に初めて出現

した複合語型略語である。 

昭和前期出版の辞書から採取した初出の複合語型略語は以下のような語例がある。 

 

( 2 2 )  前単語保留型（ 6 3 例）：アート・ ペ ー パ ー  アース・ ア ン テ ナ  アイス・ ク リ ー ム  

アフターヌーン ・ ド レ ッ ス  アンダー ・ ハ ン ド ・スロオ ９  インクライン ・ プ レ ー ン  

 
８ ⑮『新らしい言葉は何でもわかる』には「デツ゜ト・マスク」という語例が見られる。この語は恐らく

誤植であると考える。他の辞書において、「デット・マスク」や「デッド・マスク」しか見られない。 
９ 「アンダー・ハンド・スロオ」は三つの語で構成されているが、［［アンダー・ハンド］・スロオ］とい

う構成を持っていると見なせる。略語化において、「アンダー・ハンド」が「アンダー」に略された。従

って、この語を「前単語保留型」に分類した。 
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インターカレッジ ・ エ ー ト  ヴォーカル ・ ミ ュ ー ジ ッ ク  エバーシャープ ・ ペ ン シ ル  

オーバー・ハンド・スロー１０ オープン・カー オフセット・プリンチング クロッスワード・バズル  

クロール・ストローク グリル・ルーム ケーブル・グラム コミック・オペラ コンテ・クレヨン  

サイレント・ピクチユア サイド・アーム・スロウ１１ シヤワー・バス ショツト(shot throwing の

略) シール・スキン ジャズ・バンド［ジャヅ(jazz band の略)］ シングル・ヒツト シングル・

キヤツチ スティーム・ヒーター ストレート・ボール スナップ・ショット スプリント・レース  

セカンド・ベース ソフト・ハツト  チョップ・ストローク テキサス・リーガー トレーニング・パンツ  

ドロップ・キック ドロウンウオーク・レース ニック・ネーム バント・ヒット ハードル・レース  

ハイハードル ・ レ ー ス  バック ・ ガ ー ド  ファースト ・ ベ ー ス  ファイナル ・ ラ ウ ン ド  

ファンシーウェースト・コート フィニッシュ・ライン フォーアハンド・ストローク フォト・グラフ  

フライ・ボール ブロークン・イングリツシュ プレー・ボール ブレスト・ストローク ホワイト・スレーヴ  

マラソン・レース ムーヴィング・ピクチュア メトロ・ポリタン ライト・フイルダー リレー・レース  

ルンペン ・ プ ロ レ タ リ ア  レフト ・ フ ィ イ ル ダ ー  ロング ・ シ ョ ッ ト  ローハードル ・ レ ー ス  

ワンピース・ドレス 

 

後単語保留型（32 例）：クローズ・アップ サロン・アンデパンダン キヤメラ・アングル  

オルガニザチオン・エシエリツヒ バティング・オーダア カルシューム・カーバイド チユウイン・ガム  

オールスター・キヤスト プレー・グラウンド アイス・クリーム フオト・グラビュア[フォト・グラヴィア] 

ランチー・コーチヤー イン・ゴール ホツプステツプ・ジャンプ ボディー・スウィング グランド・スタンド

[グラウンド・スタンド] ラムプ・スタンド メンタル・テスト シート・ノツク ミント・パー  

パウダー・バフ ゴールデン・バツト ミュージカル・バンド アイス・ピッケル セーフティー・ヒット  

カメラ・ブース ピッチヤー・プレート ベース・ヒット ブラック・ボード フレンチ・ホルン ドア・マット 

インク・ルーラー 

 

前後結合型（20 例）：アジテーティング・プロパガンダ アジテート・ポイント[アジテーティング・ポイン

ト] セーラー・パンツ［セイラア・パンツ］ ゼネラル・ストライキ[ジェネラル・ストライキ]  

ハンガ ー・ストラ イ キ  バス・コント ロ ー ル［バース・コント ロ ー ル］  プチ・ブルジ ヨ ア  

プロレタリア・デモクラシー ホップ・ステップ・エンド・ジャンプ１２ モダーン・ガール モダーン・ボーイ  

ロケーション・ハンテイング ポリス・メン ゼロ・ゲーム イン・ドロップ ノー・ズロース  

 
１０ 「オーバーハンドスロー」は［［オーバー・ハンド］・スロー］という構成を持っていると見なせる。

略語化において、「オーバー・ハンド」が「オーバー」に略された。従って、この語を「前単語保留型」

に分類した。 
１１ 「サイドアームスロオ」は［［サイド・アーム］・スロオ］という構成を持っていると見なせる。略語

化において、「サイド・アーム」が「サイド」に略された。従って、この語を「前単語保留型」に分類し

た。 
１２ 「ホップ・ステップ・エンド・ジャンプ」において、「ホップ・ステップ・エンド」の部分を原形の前

単語とし、「ジャンプ」を後単語とすると、略語形「ホ・ス・ジャンプ」は前単語の 2 拍「ホ」、「ス」と

後単語「ジャンプ」が結合して形成したものであると見なせる。従って、この例を「前後結合型」に分類

した。 
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テクニツク・カラー プロレット・カルト ランナー・アウト バンクロフト・タイプ  

 

部分抽出型（8 例）：アパートメント・ハウス オイルカラー・ペインティング シネマト・グラフ 

デパートメント・ストアー ネガティヴ・フイルム ハイポサルファイト・ソーダ ポジティヴ・フィルム  

マイクロ・フオーン 

 

 昭和後期出版の辞書から集めた語例の中から、明治・大正期の語例（(21)で挙げたもの）、

昭和前期の語例（（22）で挙げたもの）を削除する。残ったのは昭和後期に初めて出現した

略語である。 

昭和後期出版の辞書から採取した初出の複合語型略語は以下のようなものがある。 

 

(23) 前単語保留型（183 例）：アーガイル・チェック アイビー・ルック アスコット・タイ  

アップ・スタイル アップ・ヘア アフロ・ヘア アプレ・ゲール アロハ・シャツ イージー・ゴーイング  

イヴニング・ドレス イレギュラー・バウンド ヴァラエティ・ショウ ウィンナー・ソーセージ  

ウェスターン・ミュジック ウェースト・ボール ウォーキング・レース エクスプレッス・トレーン  

エレクトロン・メタル エンバイロメント・アート オートマチック・ピストル オムニバス・フィルム 

オートマティック・レヴォルヴァー オルグ・ビューロー カセット・テープ ガター・ボール  

カット・プレー カブ・スカウト カレー・ライス キャピタル・レター クリーンアップ・トリオ  

クリスタル ・ ガ ラ ス  クロール ・ カ ル キ  クロスカントリー ・ レ ー ス  ケーブル ・ カ ー  

ゴールド・ パ ー マ  コマーシャル・ メ ッ セ ー ジ  コミック・ オ ペ ラ  コロニアル・ ス タ イ ル  

コンタクト・レンズ サーキット・ドライヴ サラ・プレット サンタ・クロース シームレス・ストッキング  

シェパード（shepherd dog の略） ジェット・エンジン ジェット・プレーン シャープ・ペンシル  

シネ（cinecamera の略） ショルダー・バッグ シュラフ・ザック スーパー・ヘテロダイン  

スーパー ・ イ ン ポ ー ズ  スーパー ・ マ ー ケ ッ ト  ズーム ・ レ ン ズ  スウィッチ ・ バ ッ テ ィ ン グ  

スクラッチ・レース スクイズ・プレー スクラッチ・ノイズ スコッチ・ウィスキー スコッチ・ツイード 

ステンレス・ステール ステンシル・ペーパー ストリップ・ショー スナック・バー スパイク・シューズ 

スプリング・コート スポット・ライト スポット・アナウンスメント スポット・コマーシャル  

スポンジ・ボール スモーキング・ジャケット セコンダリー・グライダー ソフト・アイスクリーム  

ソフト・ウェア クローク・ルーム ゴースト・イメージ コースター・ブレーキ ターボ・チャージャー  

タイプ・ライター ダイニング・ルーム タイムリー・ヒット ダスター・コート タグ・ボート  

タップ・ダンス ダッチ・アカウント ダブル・ブレスト ダンプ・カー チーク・ダンス チェーン・ストア 

ツーリスト・ビューロー ツイン・ベッド ツイン・ルーム ディーゼル・エンジン テキスト・ブック  

トイレット・ルーム トーキー・ピクチュア ドライヴ・ウェー ドライ・クリーニング トランク・ルーム  

トランジスタ ・ ラ ジ オ  トリップル ・ ヒ ッ ト  ナックル ・ ボ ー ル  ナンバー ・ プ レ ー ト  

ナンバリング・マシン ネオン・サイン ネック・ライン ネット・ワーク パーマネント・ウェーブ  

ハード・ウェア バーゲン・セール パート・タイム ハイヤー・カー バスケット・ボール  
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バスター・バント パチンコ・ゲーム バック・ストローク バック・ハンド パナマ・ハット  

バレー・ボール ハンド・プレス パンク・ロック パント・キック パンパン・ガール ビキニ・スタイル  

ファウル ・ ボ ー ル  フェア ・ ボ ー ル  フォア ・ ハ ン ド  ファンデーション ・ ガ ー メ ン ト  

フィギュア・スケーティング フィギュア・ダンス フェリー・ボート フォーク・ソング フリー・ランス  

プリマ・ドンナ プリマ・バレリーナ フラッシュ・バック フラッシュ・ライト フラッシュ・バルブ  

ブロード・クロース フルファッション・ストキング ブレーン・トラスト フロント・オフィス ボー・タイ 

ポルカ・ジャケット ポルノ・グラフィー マジック・インキ マネキン・ガール マルチ・フィラメント  

マンサード・ ル ー フ  ミニ・ ス カ ー ト  ミニ・ テ ー プ レ コ ー ダ ー
１３  ミュージカル・ コ メ デ ィ  

ミリング・マシン メチル・アルコール メドレー・リレー  モーニング・サービス モノラル・レコード  

モンキー・レンチ ヨード・チンキ ユーティリティ・ルーム ライカ・カメラ ラグラン・スリープ  

ラッシュ・アワー ストップ・テール・ライト
１４ ラッシュ・プリント ラフ・スケッチ ランニング・シャツ  

ラジオ・テレフォン ラジオ・テレグラフ ラジオ・ブロードキャスチング ラップ・コート ラップ・タイム  

リーゼント・スタイル リビング・ルーム リユック・サック リリーフ・ピッチャー レザー・クロス［レザ

ー・クロース］ レギュラー・メンバー ロー・ギア ロック・ミュージック ロング・カット ロング・ヘア  

ワイヤ・ロープ 

 

複合語型略語・後単語保留型（ 4 7 例）：ア ー ル ・ヌーボー  ア イ ス ・スマック  

アイスクリーム・コーン マグネチック・イレーザー アトミック・パイル アンカー・ボルト ウィンド・ヤッケ 

ウォーター・メロン オンザ・ロック クロール・カルキ  サウンド・エフェクト ステーション・ワゴン  

ショー・ウィンドー シッピング・コンファレンス セメント・モルタル バース・コントロール  

サブマリン・ゲーブル スウィミング・プール  ゴルフ・リンクス コンミュニスト・マニフェスト  

テープ・レコーダー ダンス・ホール テーブル・クロース テーブル・ナイフ ツーリスト・ビューロー  

ニュース・キャスター パーマネント・ウェーブ ハウス・メード ファッション・モデル フィールド・ホッケー 

フオックス・トロット プラット・ホーム ボール・ベアリング ボルト・ネック ヘア・トニック  

ヘア・ドライヤー ベーキング・パウダー ユース・ホステル ラジオ・テスター クレープ・デシン  

サービス・エース レコード・プレヤー サーキット・ブレーカー ローラー・コースター ロープ・デコルテ 

ロック・クライミング ストレプト・マイシン 

 

複合語型略語・前後結合型（116 例）：アウト・ドロップ アチーブメント・テスト  

アド ヴ ァ タ イ ズ メ ン ト・ビル デ ィ ン グ  アニメ ー シ ョ ン・ ドラマ  アフ タ ア・レコ ー デ ィ ン グ  

アメリカン・フットボール アルバイト・サロン アルコール・コミュニケーション アルキル・ベンゼン 

 
１３ 「ミニ・テープ・レコーダー」は［［ミニ・テープ］・レコーダー］のような構成を持つと見なせる。

「ミニ・テープ」は原形の前単語、「レコーダー」は原形の後単語にあたる。略語化において、「ミニ・テ

ープ・レコーダー」が「ミニテープ」に略された。従って、この語を「前単語保留型」に分類した。 
１４ 「ストップテールライト」は［ストップ・［テール・ライト］］のような構成を持っていると見なせ

る。略語化において、「テール・ライト」の部分が「テール」に略された。従って、この語を「前単語保

留型」に分類した。 
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アンダー・グラウンド イメージ・チェンジ エア・コンディショナー エコノミー・ラン エバ・ミル

ク（evaporated milkの略） エンジン・ストップ エンター・プライズ エンジニアリング・プラスチ

ック ヴァリアブル・コンデンサー［バリアブル・コンデンサー］ オネスト・ジョン オフ・ザ・レコード

オフィス・コンピュータ オプティカル・アート オフ・リミット オン・パレード ガス・クロマトグ

ラフィ カンニング・ペーパー カメラ・リハーサル ケアレス・ミステーク コマーシャル・ソング  

コンフィデンス・マン サウンド・トラック サステイニング・プログラム ジーン・パンツ  

シャープ・ペンシル ジャパニーズ・イングリッシュ シネマ・スコープ スケート・ボート  

スタジアム・ジャンパー スターティング・メンバー ステーション・ブレーク ストレプト・マイシン  

ステーブル・ファイバー スピード・グラフィック スロー・モーション ゼネラル・コントラクター  

セントラル・リーグ セミ・プロフェッショナル ディス・インテリゲンチャ ディフェンス・コンディション  

デモンストレーション・テープ テレホン・カード テレビジョン・ブロードキャスト テレホン・ラブ 

テレビジョン・コンティニュテイ デ・ポ（delivery post の略） トイレット・ペーパー  

ドライビング・コンテスト ドレス・メーキング トレーニング・パンツ ニュー・トラディショナル  

ノー・ネクタイ ノー・ブレックファースト ノー・ブラジャー ノー・クラッチ ノン・ポリティカル  

ノン・プロフ ェッ シ ョ ナ ル  バー・テンダー  パート・タイム  パーソナル・コンピュ ー タ  

ハイ・オク タ ン  ハイ・テク ノ ロ ジ ー  パト ロ ー ル ・カー  パ シ フ ィ ッ ク ・リーグ  

バリケード・ストライキ パンティ・ストッキング ヒステリシス・ノイズ ピケット・ライン  

ファミリー・コンピューター プレス・コンフエレス  プロフェッショナル・レスリング プラ・モデル

（plastic model の略） ブルガーニン・ライン ベース・アップ ヘリコプター・ポート  

ベリフィケーション・カード ボディ・ビルディング ボディー・コンシャス ポケッタブル・コンピューター  

ポケット・ベル マイクロフォン・ロケイション マイクロ・コンピュータ ダイナマイト・ガイ  

マザー・コンプレックス マス・プロダクション マス・コミュニケーション マス・コンサンピション  

マテリアル・ハンドリング マネージメント・スタッフ マネー・ビルディング マルクス・ボーイ  

マルクス・エンゲルス マルティプル・チョイス ミニ・コミュニケーション ミディ・コミュニケーション  

ムント・テラピー メス・ドライバー モダン・マダム ヨード・チンキ ラジオ・コントロール  

ラジオ・カセット リモート・コントロール レクリエーション・モニター レディーミックス・コンクリート  

ロリータ・コンプレックス ワード・プロセッサ ワンダー・フォーゲル  

 

複合語型略語・部分抽出型（10 例）：アチーブメント・テスト コンポーネント・ステレオ  

パーマネント・ウェーヴ パースペクティブ・ドローイング パンクロマチック・フィルム プログレッシプ・ロック  

プレハブリケーテッド・ハウス モノラル・レコード ランゲージ・ラボラトリー レフレックス・カメラ 

 

 平成期出版の辞書から収集した語例の中から、明治・大正期の語例（(21)で挙げたもの）、

昭和前期（(22)で挙げたもの）、昭和後期の語例（(23)で挙げたもの）を削除する。残った

のは昭和後期に初めて出現した複合語型略語である。その具体例は以下のようである。 
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(24) 前単語保留型（176 例）：アウター・ウェア アウトレット・ストア アゲンスト・ウインド 

アクセル・パウルゼンジャンプ アグニ・ミサイル アソシエート・メンバー アッパー・カット 

アップライト・ピアノ アップル・コンピュータ アプリケーション・ソフト アプローチ・ショット  

アメリカン・コーヒー アリアン・ロケット アンカー・マン アンダーカバー・エージェント  

イージーリ スニング ・ ミ ュ ー ジ ッ ク  インナー ・ ウ ェ ア  インフ ォーマル ・ ド レ ス  

ウエーブ・ヘア エキジビジョン・ゲーム エコー・バック エステティック・サロン エスノ・ポップ  

エプロン・ステージ エレキ・ギター オートマチック・トランスミッション オートロック・システム  

オーバー・パー オール・ナイト オフ・セット オポジション・パーティー カーゴ・シップ  

カーゴ・プレーン ガード・レール カウンター・アタック カウンター・パンチ カッパ・ロケット  

カナディアン・カヌー カパー・バージョン カラー・テレビ カラー・フィルム キャラバン・シューズ  

クーリエ・ サ ー ビス  クール・ ジ ャズ  グラウンド・ コ ン ピュ ー テ ィ ング  クラウト・サ ー ビス  

クラシック・レース クラブ・バケット グリー・クラブ クリオ・プレシピテート クロス・ボール  

クロスカントリー・スキー コール・オプション ゴスペル・ソング サブノート・パソコン  

サラウンド・システム サルコー・ジャンプ シフト・キー ジャーマン・スープレックスホールド  

シャトル・ コ ッ ク ジャンパー・ス カ ー ト  ジョイント・コ ン サ ート  ショート・ サ ーキ ッ ト  

シングル・プレーヤー シングル・ベッド スイート・ルーム スーパー・ストア スウェー・バック  

スウェット・ シ ャ ツ  スウィフト・ ボ ー ル  スクランブル・ エ ッ グ  スケルトン・ ブ ラ シ  

スタンダード・ナ ン バ ー  スタント・ マ ン ステアリング・ホ イ ー ル  ストレート・パ ー マ  

スプリット・タイム スリッポン・シューズ セーブ・ポイント セールス・マン セル・モーター  

センディング ・ サ ー ビ ス  セントラル ・ リ ー グ  ソープ ・ ラ ン ド  ソウル ・ ミ ュ ー ジ ッ ク 

ソフトコンタクト・レンズ ターコイズ・ブルー ダート・コース ターフ・コース ダービー・マッチ  

タイト・スカート ダイニング・キッチン タイム・アウト ダッグ・マッチ ダッシュ・ボード  

タッパー・ウェア ダブル・カフス ダブル・ベッド ダブル・ルーム チェッカー・フラッグ  

チェック・メート チョーク・コイル チョーク・スリーパー トレンチ・コート ツーピース・ドレス  

テーラード・スーツ デモ・テープ トート・バッグ ドライ・ビール ドリップ・コーヒー ドレッド・ヘア  

ドロー・ボ ー ル  ナックル・ フ ォ ア ニューエージ・ ミ ュ ージ ッ ク  ネーティブ・ ス ピー カ ー  

パーシャル・フリージング ハードコンタクト・レンズ ハーフサイズ・カメラ ハイオク・ガソリン  

ハイキー・トーン パイロット・ランプ ハウス・ミュージック ハザード・ランプ パシフィック・リーグ 

バック・ギア パッケージ・プログラム ハング・アップ パンジー・ジャンプ ハンドル・ネーム  

ビデオ・レコーダー ビデオ・カセット ファーム・チーム ファウル・ライン フィックス・ショット  

フォーミュラ・カー フォロー・アップ ブギ・ウギ フュージョン・ミュージック プライム・レート  

フライング・スタート フリー・ランサー フリップ・ジャンプ ブリリアント・カット ブルセラ・ショップ 

ペア・スケーティング ヘアピン・カーブ ベンチャー・ビジネス ホスト・コンピューター ボックス・シート 

ホット・ジャズ ボディー・ブロー ポピュラー・ミュージック マジック・ナンバー マタニティー・ドレス 

ミドル・エイジ メジャー・リーグ メゾ・ソプラノ モニター・プログラム モバイル・コンピューター  

モンキー・スパナ ユーティリティー・プログラム ライブ・ショー ラウンジ・ミュージック  



- 38 - 

 

ラジアル・ タ イ ヤ ラッシュ・ フ ィル ム  リップル・ ク ロ ス ラップトップ・ コ ン ピュ ー タ ー  

ルーチン・ワーク ループ・ジャンプ ループ・シュート レイアップ・シュート レイヤード・カット  

ログ・ブック ワーク・ブック ワイド・レンズ ワンツー・パンチ 

 

後単語保留型（34 例）：クランク・アップ アングロ・アップ システム・アナリスト  

バッティング・アベレージ ジョルジオ・アルマーニ ショップ・インショップ ジャンニ・ヴェルサーチ  

シーズン・オフ キャッシュ・カード クレジット・カード バス・ガイド アイス・クライミング  

エア・クリーナー スケープ・ゴータビリティー オーデ・コロン ツアー・コンダクター  

ア イ ・ シャドー  ス ペ ー ス ・ シャトル  デ ィ ス ク ・ ジョッキー  グ ロ ー ・ スタンター  

コミックス・ストリップ ラジオ・ゾンデ デバイス・ドライバー ターン・パイク キー・パンチャー  

ラジオ・ビーコン オーケストラ・ピット オーラル・ピル シングル・プレーヤー ファッション・ヘルス  

ポケ・ベル ホーム・ベルパー ヘア・リキッド コンバット・レーション  

   

  前 後 結 合 型 （ 1 8 9 例 ）： ア イ ド ル ・ コ ラ ー ジ ュ  ア イ ロ ン ・ パ ー マ  

アカデミック・ハラスメント アニメ・ソング アコースティック・ギター アナウンサー・アイドル   

アメリカン・カジュアル アメリカン・コミックス アメリカン・ショートヘア アメリカン・ショートヘア  

アメリカ・ドラマ アメリカン・トラディショナル  アラウンド・サーティー アラウンド・フォーティー  

アルコール・ハラスメント イタリアン・カジュアル イメージ・クラブ イメージ・トレーニング  

インドア・プレーグラウンド エイジング・ハラスメント エゴ・サーチ オフライン・ゲーム 

エレク ト リ ッ ク・アコー ス テ ィ ッ ク ギ タ ー  オフ・タートルネ ッ ク  オフラ イ ン・ミー テ ィ ン グ  

オリジナル・キャラクター オン・ザ・レコード カー・ナビゲーション カジュアル・ロリータ  

ガム・シロップ カメラ・アシスタント カラー・コンタクトレンズ ガラパゴス・スマートフォン  

ガーリック・バター キャミソール・ワンピース キャラクター・ゲーム キャラクター・ソング  

キャリア・センター ギャル・ゲーム キャンペーン・ギャル グラフィック・イコライザー  

グラフィック・ボード グランド・チャンピオン グラビア・アイドル グループ・チャット  

クレジ ッ ト・カー ド  グロー バ ル・スマー ト フ ォ ン  ゲーム・センタ ー  ゲート・フラッ グ  

コスト・パフォーマンス コスチューム・プレイ コピー・アンド・ペースト コミュニティ・カレッジ  

コミック・マーケット コンサート・マスター コンサート・ミストレス サンタン・オイル  

サンデー・ドライバー ジーンズ・ジャンパー システム・アドミニストレーター システム・オペレーター  

シスター・コンプレックス システム・コンポーネント シネマ・コンプレックス ジャパニーズ・メタル  

ショート・パンツ シンチレーション・カメラ スクリーン・ショット スクール・バック  

ストレート・パーマ スター・バックスコーヒー スターティング・メンバー ステージ・マネジャー  

ステル ス・マー ケ テ ィ ン グ  スノー ・ボード  スーパー・コンピ ュ ー タ ー  スーパー・モデル  

スポーツ・チャンバラ スポーツ・ブラ セクシュアル・ハラスメント セックス・フレンド  

セルラー・ホン ダンス・ドリル ソーシャルメディア・ハラスメント チャイルド・アイドル  

チノ・パンツ ツアー・コンダクター ディファレンシャル・ギア テクニカル・ハラスメント  
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デコレーション・チョコレート デコレーション・トラック デコ・メール デジタル・カメラ  

デジタル・ロック デリバリー・ヘルス テレホン・アポインター テレホン・アポイントメント  

テレ ホ ン ・クラ ブ  テ ー プ ・レコ ー ダ ー  ドク タ ー ・ハラ ス メ ン ト  トラ ッ ク ・バ ッ ク  

トランジスター・メガホン ドライブ・レコーター トレーティング・カード ドン・ペリニョン  

トレーニング・センター  ナンバー・クロスワードパズル ヌード・サンダル ネオ・コンサーバティブ  

ネガ テ ィ ブ・キャン ペ ー ン  ネガ テ ィ ブ・コメ ン ト  ネ ット・ア イ ド ル  ネ ット・ゲ ー ム  

インターネット・フォークロア ノー・ギャランティ ノー・コントロール ノー・スリーブ  

ハイ・ソ サ エ テ ィ ー  ハ ッ ピ ー ・ ハ ー ド コア  パリ・コレ ク シ ョ ン  ハロ ー ・ワ ー ク  

パワー・コンディショナー パワー・ステアリング パワー・ハラスメント バラエティ・アイドル  

バンド・マスター ピンク・サロン ファンド・トラスト ファシリテーション・グラフィック  

ブーツ・サンダル ブック・マーク プチ・プライス ブラウザ・クラッシャー ブラウザ・ゲーム  

ブラ ザ ー・コン プ レ ッ ク ス  ブラ ス・バン ド  ブル ー・トレ イ ン  ブル ー・マ ウン テ ン  

ファミリー・レスト ラ ン  フリー・ア ル バイター フリー・マーケ ッ ト  フリー・マガジン  

プレイ・ステーション ブレーン・ストミング ペニー・オークション ヘッド・バンキング  

ヘビー・メタル ペン・ポーチ ポケット・バイク ポス・ドク（post-doctoral resarcher の

略）  ポテ ト ・サラ ダ  ポテ ト ・チ ッ プ  ポケ ッ ト ・モン ス タ ー  マイ・ミク シ ィ  

マウンテン・パーカー マジック・コンピューター マタニティー・ハラスメント ミス・コンテスト  

ミニ・コンピューター メール・アドレス メリー・クリスマス メール・アドレス メール・マガジン  

メンタル・タフネス モラル・ハラスメント モンスター・ペアレント ヤフー・オークション  

ライフ・ジャケット ラスト・ボス ライダーズ・ジャケット  ラスト・ワン ライト・ノベル  

ラブ・コメディ ラブ・ホテル リアル・フレンド リスト・カット ルーズ・ソックス  

レギ ン ス ・パン ツ  レ モ ン ・スカ ッ シ ュ  レディ ー ス ・コミ ッ ク  ロー・プラ イ ス  

ロコモーション・トレーニング ロスト・ジェネレーション ロボット・コンテスト ロング・バケーション  

ワン・オペレーション ワン・チャンス ワン・ピース ワン・レングス 

  

  部 分 抽出 型 （ 1 0 例 ）： アナカ ン パ ニ ー ド ・ バ ゲ ー ジ  コ ン ビニ エ ン ス ・ ス ト ア  

シンクロナイズド・スイミング ディファレンシャル・ギア デキシーランド・ジャズ ハイスピート・ステール  

パブ（ p u b l i c  h o u s e の略）  パリダカ ー ル ・ ラ リ ー  リアプロ ジ ェ ク シ ョ ン ・ テ レ ビ  

ロコモティブ・シンドローム 

 

 以上のように挙げたのは明治・大正期から平成期までの辞書から採取した複合語型略

語である。複合語型略語の語例数の変化は以下の表で示す。 
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表 3 各時期における複合語型略語の語例数 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 平成期 

前単語保留型 44（59.4％） 63（51.2％） 183（51.4％） 176（43.0％） 

後単語保留型 18（24.3％） 32（26.0％） 47（13.2％） 34（8.3％） 

前後結合型 6（8.1％） 20（16.3％） 116（32.6％） 189（46.2％） 

部分抽出型 6（8.1％） 8（6.5％） 10（2.8％） 10（2.4％） 

総計 74 123 356 409 

 

 以上のように、本研究は辞書調査を行い、具体例を示しながら、各時期に造られた外来語

略語の語例データをまとめた。 

第 2節の表 2（31ページ）は各時期における単語型略語の語例数である。本節の表 3は各

時期における複合語型略語の語例数である。 

表 2、表 3を見れば分かるように、明治・大正期から平成期に至るまで、外来語略語の形

成は変化が起こったことが明らかである。外来語略語形成において、具体的にどのような史

的変化があったかについて、本章は敢えて触れることをしない。まず、第 3章～第 7章を用

いて、各時期における外来語略語形成の特徴を明らかにする。第 8章では、得られた結論を

踏まえ、外来語略語形成の史的変化を分析していきたい。 
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第 2章 原形と不対応の略語の処理 

 

１．はじめに 

 第 1章では、辞書調査で集めた外来語略語の具体例を挙げた。そのデータは「原形と不対

応の略語」を含まないものである。 

短縮によって形成した語例を分析する前に、本章では、「原形と不対応の略語」を処理し、

その形成原因について分析する。 

「ダイア
、
モンド→ダイヤ

、
」、「ブランケット→ケットー

、
」や「アンコアー

、、、、、
・エスケープメン

ト→アンクル
、、、、

」などのように、「原形と不対応の略語」は原形のない要素を持っている。略

語「ダイヤ」はその原形が持たない「ヤ」という拍を持っている。略語「ケットー」はその

原形が持たない長音を持っている。略語「アンクル」はその原形「アンコアー・エスケープ

メント」の前単語「アンコアー」と異なっている。 

「原形と不対応の略語」の形成はさまざまな原因がある。その形成について、個別の分析

が必要である。従って、本章は「原形と不対応の略語」を中心に、その形成原因を考察する。 

 

２．明治・大正期の略語 

２．１．単語型略語の「原形と不対応の略語」 

 明治・大正期いおいて、単語型略語の「原形と不対応の略語」は「エレクトリシチー→エ

レキ」、「キユピツト→キユーピー」、「グリセリン→リスリン」、「ゴシツク→ゴチ」、「ダイア

グラム→ダイヤ」、「ハズバンド→ハス」、「ハンカチーフ→ハンケチ」、「ブランケット→ケッ

トー」、「メツサー→メス」、「メッセル→メス」、「ローラー→ロール」の 11例がある。 

その形成は以下のような原因が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「ハンカチーフ→ハンケチ」について、池上（1970）が触れている。池上（1970）による

と、明治期において、＜英語 handkercheif＞の表記はかなりのゆれがあり、「ハンカチーフ」

や「ハンケチーフ」などに表記されていた。池上（1970）は以下のように述べている。 

 

(25) ハンケチ（佘中略）という形が明治期を通じて最も広くかつ多く用いられていた形で

ある（佘中略）ハンケチという形はむしろハンケチーフの省略形として生まれたものと

考えるべきなのであって、ハンカチーフ→ハンカチ→ハンケチというよりはハンカチー

フ→ハンカチとハンケチーフ→ハンケチという別々の過程を考えた方が自然なのではあ

るまいか。 

 

「ハンケチーフ」が明治期において既に存在したため、「ハンケチ」は「ハンケチーフ」

が略された結果であると考えられる。 
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「ハズバンド→ハス」の「ハズバンド」はカタカナ表記のゆれが見られる。④『外来語辞

典』は「ハスバンド（Husband）［英］正しくは「ハズバンド」。夫。良人。」と書いている。

⑬『新しい言葉の字引 大増補改版』の中でも、「ハズ 「ハスバンド」の略。「ハス」とも。」

の記載が見られる。つまり、＜英語 husband＞は「ハスバンド」あるいは「ハズハンド」に

表記されることがある。「ハズバンド」が「ハス」に略されることはカタカナ表記のゆれと

関わっていると考えられる。 

他にも、表記のゆれが見られる外来語がある。「ダイアグラム→ダイヤ」の「ダイアグラ

ム」（＜英語 diagram＞）は⑦『現代日用新語辞典』の中で「だいやぐらむ〔Diagram英〕」、

⑫『最新現代用語辞典 大正 14年版』の中で「ダイヤグラム(英)Diagram」と記載されてい

る。「ダイアモンド→ダイヤ」の「ダイアモンド」（＜英語 diamond＞）は⑤『現代新語辞典』

の中で「ダイヤ(Diamond)ダイヤモンドの略」、⑫『最新現代用語辞典 大正 14 年版』の中で

「ダイヤモンド(英)Diamond」と表記されている。 

「ゴシック→ゴチ」の「ゴシック」（＜英語 gothic＞）について、文化之日本社編『現代

語解説 上巻』(文化之日本社、1925)は「ゴチツクとも發音する」と書いている。『日本国語

大辞典 第二版』（小学館）にも「ゴシック（佘中略）｟ゴジック｠「ゴチック」に同じ」の

記載がある。 

「グリセリン→リスリン」の「グリセリン」について、『日本国語大辞典 第二版』は「グ

リセリン〖名〗（ドイツ Glycerin 英 glycerine）｟グリスリン・グリセロル｠三価アルコ

ールの一つ」と説明している。従って、「グリセリン」は「グリスリン」とも表記されてい

たと考えられる。略語形「リスリン」の原形は「グリスリン」であると考えられる。 

以上のように、外来語の表記のゆれは一部の「原形と不対応の略語」が存在する原因であ

る。 

 

㈡、長音の追加によって形成した略語 

「ブランケット→ケットー」について、「ブランケット」が「ケット」に略されることは

普通である。「ケットー」はおそらく「ケット」という略語に長音をつけて造られたもので

ある。漢語の中で、4μ構成の語は多く存在する。長音の追加によって、3μの「ケット」を

4μにするのは音韻上の安定を図るものであると考えられる。 

同じように、「キューピット→キューピー」の「キューピー」は「キューピ」に長音をつ

けて造られたものであると考えられる。「キユピツト（キュピット）→キユーピー」につい

て、＜英語 cupid＞はカタカナ語表記のゆれがあり、「キューピット」でも「キュピット」で

も表記されていた。「キューピット」は略語化を経て、「キューピー」に略されている。「キ

ューピー」は自然に「キュピット」の略語形になったと考えられる。 

「ケット」が「ケットー」に、「キューピ」が「キューピー」になることから、4μの音韻

構成の安定性が窺える。 
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㈢、接辞の削除によって形成した略語 

「ローラー→ロール」の「ローラー」は＜英語 roller＞から由来するものである。この

語の略語化はおそらく「ローラー＝＜英語 roller＞→＜英語 roll＞＝ロール」であると推

測される。略語化において、＜英語 roller＞の接尾辞＜～er＞が削除された。「ロール」は

保留された＜roll＞を音写したものであると考えられる。 

 

㈣、異なる言語からきた略語 

「メッセル→メス」、「メツサー→メス」の中で、「メッセル」、「メツサー」と「メス」は

いずれも小刀、解剖刀の意味であるが、由来する外国語が異なる。 

「メッセル」及び「メツサー」は＜ドイツ語 messer＞から由来するものであり、表記法

が違うため、表記のゆれが生じた。③『日用舶来語便覧』には「メッセル．．．小刀 Messer(獨)

小刀のことにて、略してメスと云ひ、又ミッセルとも云ふ。〔メッサー〕（英）」という記載

が見られるが、英語の中で、＜独語 messer＞に対応するのは＜英語 scalpel＞あるいは＜英

語 knife＞である。吉沢典男・石綿敏雄『外来語の語源』（角川書店、1979）は「メス【オラ

ンダ語 mes】（佘中略）語源←独 Messer（佘中略）参考 英語では surgical knife または

scalpel（外科用ナイフ）」というように説明している。そのため、「〔メッサー〕（英）」の記

述はおそらく間違いであろう。一方、「メス」は＜蘭語 mes＞から由来するものである。『日

本国語大辞典 第二版』も「メス〖名〗(オランダ mes) 西洋風の小刀」と書いてある。 

つまり、「メス」は「メッセル」や「メツサー」が略されたものではなく、オランダ語か

ら入った外来語である。 

 

２．２．複合語型略語の「原形と不対応の略語」 

明治・大正期の辞書から採取した複合語型略語の「原形と不対応の略語」は「アンカー・

エスケープメント→アンクル」、「アンコアー・エスケープメント→アンクル」、「ステレオ・

タイプ→ステロ」、「ステリオ・タイプ→ステロ」、「スティリオ・タイプ→ステロ」、「スペク

ツロ・スコープ→スペクトル」、「Smoking room→スモーク」、「セカンド・チャンピオン→セ

コ・チャン」、「セカンド・ハンド→セコ・ハン」、「ストライク・ボール→ストライキ」、「ス

ライディング・シート→スライド」の 11例がある。 

その形成は以下のような原因が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「ステレオ・タイプ→ステロ」、「ステリオ・タイプ→ステロ」、「スティリオ・タイプ→ス

テロ」などの例がある。鉛版又は紙型の意味を表す印刷用語＜英語 stereotype＞について、

②『日本大辞書』は「すてれおたいぷ」、③『日用舶来語便覧』や⑪『現代語辞典』などは

「ステリオタイプ」、⑤『現代新語辞典』は「ステロタイプ」、⑫『最新現代用語辞典 大正

14 年版』は「スティリオタイプ」と表記している。＜stereotype＞の＜stereo＞部分の表
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記のゆれがある。「ステレオ」、「ステリオ」、「スティリオ」、「ステロ」はいずれも＜stereo

＞の部分に対応している。英語で表すと、「stereo・type→stereo」という略語化過程であ

るが、＜stereo＞の表記のゆれが存在するため、略語は原形にないものを持つようになり、

原形と不対応の略語になった。 

「アンコアー・エスケープメント→アンクル」、「アンカー・エスケープメント→アンクル」

について、③『日用舶来語便覧』は「アンクル．．．錨 Anchor(英)(中略)アンコアーは錨と云

ふ字なれども訛りてアンクルとなり」と説明してる。④『外来語辞典』は「アンクル(Anchor)

［英］「アンカー」の訛」、⑨『新しき用語の泉』は「アンクル Anchor(英)アンカーの訛」と

説明している。＜英語 anchor＞は「アンコアー」、「アンカー」に表記されていた。辞書の説

明によると、「アンクル」は「アンコアー」（「アンカー」）の訛である。つまり、英語で表す

と、「anchor・escapement→anchor」という略語化過程であるが、＜anchor＞に対応する「ア

ンコアー」（「アンカー」）は「アンクル」に訛ったため、原形と不対応の略語が造られた。 

「セカンド・チャンピオン→セコ・チャン」、「セカンド・ハンド→セコ・ハン」について、

＜英語 second＞はカタカナ表記の揺れが存在し、「セカンド」でも「セコンド」でも表記さ

れていた。例えば、④『外来語辞典』は「セカンド（Second）［英］第二。秒（時間）」、『現

代新語辞典』は「セコンド（Second）第二、秒
びょう

」、『最新現代用語辭典』は「セコンド（英）

Second 第二、第二次」と書いてある。そのため、略語「セコ・チャン」と「セコ・ハン」

の形成は＜英語 second＞の表記のゆれが原因になると考えられる。 

「オレンヂ・エロー→オレンジ」について、＜英語 orange＞も表記のゆれが見られ、「オ

レンヂ」や「オレンジ」に音写されていた。例えば、日本青年教育会編『新式農業』（日本

青年教育会、1920)には「ネーブル、オレンヂ」が見られ、大分県南海部郡『柑橘の栽培』

（南海部郡、1920)には「ネーブルオレンジ」が見られる。表記の揺れがこの「原形と不対

応略語」の形成する原因になる。 

「スペクッロ・スコープ→スペクトル」という原形と不対応の略語は＜英語 spectro-

scope＞の表記のゆれに影響された結果であると考えられる。この語例について、⑫『最新

現代用語辞典 大正 14 年版』は「スペクトル（英）Spectro-scope 太陽の光線色帯を分析

する器。スペクッロ・スコープの略」と説明している。しかし、⑫『最新現代用語辞典 大

正 14年版』を除いて、辞書調査に用いたほかの 14冊の明治・大正期出版の辞書及び『日本

国語大辞典 第二版』の中で、「スペクッロ」や「スペクッロ・スコープ」の見出し語が見ら

れない。中納言コーパス、国立国会図書館デジタルコレクション及び朝日新聞データベース

で検索しても、「スペクッロ」という語が見当たらない。＜英語 spectro＞が「スペクトル」

で表記されるのは普通である。しかし、⑫『最新現代用語辞典 大正 14年版』の説明を見る

と、＜spectro＞は「スペクッロ」でも表記された可能性が考えられる。「スペクッロ・スコ

ープ→スペクトル」の形成は表記のゆれが原因である。 
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㈡、接辞の削除によって形成した略語 

「スライディング・シート→スライド」において、略語形「スライド」が対応するのは＜

英語 slide＞である（⑫『最新現代用語辞典 大正 14 年版』の「スライド」項目を参照）。

原形「スライディング・シート」は＜英語 sliding seat＞に対応する（『日本国語大辞典 第

二版』の「スライディング・シート」項目を参照）。＜sliding＞は＜～ing＞という接辞を

持っている。そのため、この語例の略語化を「スライディング・シート→スライディング（＝

sliding）→スライド（＝slide）」のように考えたほうがよい。第 3 章で詳しく述べるが、

一部の単語型外来語が「語基＋接尾辞」のように分節される。この分節は略語化に影響を与

えることがある。「スライディング（＝sliding）→スライド（＝slide）」という略語化はそ

の一例にあたると考えられる。 

⑭『英語から生れた新しい現代語辞典』の「smoking room→スモーク」において、略語「ス

モーク」も「smoking room→smoking→スモーク」という略語化過程で形成した可能性があ

る。「smoking room」が前単語保留型の省略パターンで「smoking」に略される。＜英語 smoking

＞は接辞＜～ing＞を持っている。そのため、略語化される際に、接辞にあたる部分が削除

される。語基にあたる「スモーク」が保留され、略語形になったと考える。 

 

３．昭和前期の語例 

３．１．単語型略語の「原形と不対応の略語」 

昭和前期の辞書にも「原形と不対応の略語」が見られる。その一部は明治・大正期におい

て既に存在した語例である。昭和前期の辞書から初めて採取した語例は「インテリゲンチャ

→インテル」、「ヴアンパイア→ヴアンプ[ヴァンパイア→ヴァンプ ヴァムパイア→ヴァム

プ ヴァンパイヤー→バンプ]」、「オルガナイザー→オルグ」、「カツチング→カツト[カッテ

ィング→カット]」、「キッティー→キット」、「コミッション→コム」、「サディズム→サディ

ー」、「スクラメージ→スクラム[スクラメーヂ→スクラム]」、「スケーティング→スケート」、

「セレニユーム→セレン」、「チンクチュア→チンキ」、「センティメンタル→センチ」、「ディ

ミニューエンド→ディム」、「テナリスト→テナー」、「ドラー→ドル」、「パノラミク→パン」、

「マンガニーズ→マンガン」、「レジスウエル→レヂー」の 18例がある。 

 以上の語例において、略語形はその原形が持たない要素を持ち、原形との不対応がある。

この現象について、以下のような原因が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「センティメンタル→センチ」において、原形「センティメンタル」は＜英語 sentimental

＞から由来するものである。しかし、＜sentimental＞は「センティメンタル」でも「セン

チメンタル」でも表記されており、カタカナ語表記の揺れが見られる。そのため、「センチ」

は「センティメンタル」の略語形になったと考えられる。 
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㈡、外国語からそのまま音写した略語 

外国語の中でも、略語が存在する。一部の「原形と不対応の略語」は外国語の略語をその

まま音写したものであると考えられる。 

例えば、「ヴアンパイア→ヴアンプ」において、原形の「ヴアンパイア」は＜英語 vampire

＞から由来し、妖婦の意味を表す。英語の中で、＜vampire＞が＜vamp＞に略されている（岡

倉由三郎『新英和大辞典』（研究社、1940）１５の「vamp」項目を参照）。そのため、略語「ヴ

アンプ」は英語の略語＜vamp＞を音写したものであると考えられる。 

「スクラメージ→スクラム」において、原形「スクラメージ」は＜英語 scrummage＞から

由来し、ラクビー用語の一つである。『井上英和大辞典』（井上辞典刊行会、1925）１６はこの

英語について「（Rugby football にて；通常 scrummage,又 scrumと略す）両方の前衛全部地

上に毬を挟み押合ふこと」と説明している。英語の中で、ラクビー用語としての＜scrummage

＞は＜scrum＞に略されることが分かる。そのため、「スクラム」は英語＜scrum＞を音写し

たものであると考えられる。 

「パノラミク→パン」の原形「パノラミク」について、⑰『モダン辞典』は「パノラミク

（映）キヤメラを動かして、パノラマの如く撮影する事、略して「パン」と云ふ」と説明し

ている。略語形「パン」とその原形「パノラミク」は映画界用語であると考えられる。「パ

ノラミク」は＜英語 panoramic＞から由来したものである。英語の中で、＜panoramic＞は

＜pan＞に略されているため、略語「パン」は＜pan＞をそのまま音写したものである可能性

が考えられる。 

「ディミニューエンド→ディム」の原形「ディミニューエンド」は＜イタリア語

diminuendo＞から由来し、音楽用語である。そして、イタリア語の中で、＜diminuendo＞は

＜dim＞に略されている。そのため、略語「ディム」は＜dim＞を音写したものであると考え

られる。 

 

㈢、接辞の削除によって造られた略語 

「カツチング→カツト」において、原形「カツチング」は＜英語 cutting＞に対応してい

る。略語化過程において、接尾辞＜～ing＞にあたる部分が削除されたと考える。その結果、

「カツチング」の略語形は「カツト」（＜cut＞）になった。 

「スケーティング→スケート」において、略語「スケート」（＜skate＞）は原形「スケー

ティング」（＜skating＞）の接尾辞＜～ing＞にあたる部分が削除されて形成したものであ

ると考える。 

 

 

 
１５ 『新英和大辞典』は 2514 ページがあり、「現代英語を主とし、新語・復活語等は成るべく遺漏なき」

収録することを方針として編集された辞典である。 
１６ 『井上英和大辞典』は附録を除き、2326 ページがある大辞典であり、数多くの英語を収録している。 
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㈣、長音の追加によって形成した略語 

「サディズム→サディー」において、略語「サディー」は「サディ」と長音とが結合して

形成したものである。「テナリスト→テナー」の「テナー」も「テナ」と長音とが結合して

形成したものである。「レジスウエル→レヂー」の形成において、表記のゆれで「レジスウ

エル」は「レヂ」に略された。その「レヂ」がさらに長音と結合した結果、略語「レヂー」

は造られたと考えられる。 

長音の追加によって、略語形は 3μや 4μの長さを持つようになる。長音追加の原因とし

て、音韻上の安定性を図るということが考えられる。 

 

㈤、異なる言語からきた略語 

「マンガニーズ→マンガン」について、㉓『常用モダン語辞典』は「マンガン manganese

（英）マンガニーズの略。満俺。赤味を帯びた灰色の金屬元素の一」と説明している。原形

の「マンガニーズ」は＜英語 manganese＞から由来したものである。一方、略語形「マンガ

ン」が由来する言語について、『日本国語大辞典 第二版』の「マンガン」項目は＜蘭語 mangaan

＞と＜独語 mangan＞と提示している。「マンガン」は蘭語か独語から由来する可能性が高い。

「マンガニーズ」と「マンガン」は原形と略語形の関係を持つと言うより、異なる言語から

由来した外来語であると考える。 

「チンクチュア→チンキ」の原形「チンクチュア」は＜英語 tincture＞から由来したも

のである。一方、『日本国語大辞典 第二版』は「チンキ」が「チンキテュール」の略語形で

あると説明している。同辞書によると、「チンキテュール」は＜蘭語 tinctuur＞から由来し

たものである。 

 

３．２．複合語型略語の「原形と不対応の略語」 

 昭和前期の語例調査を行い、複合語型略語の「原形と不対応の略語」を集めた。その中で

も、明治・大正期において既に存在した語例がある。明治・大正期において既に存在した語

例を除いて、残ったのは昭和前期において初めて出現した略語である。 

 昭和前期の辞書に初出した語例は「アンダー・カッティング→アンダー・カット」、「イン

ラナシヨナル・ブレス・コレスポンデンス→インブレコール」、「ガーダー・ブリツヂ→ガー

ド」、「クロッスワーヅ・バズル→クロッスワード」、「スターティング・ポイント→スタート」、

「ダンシング・ホール→ダンス・ホール」、「プロレタリアート・カルチュア→プロレツト・

カルト」、「ポリース・マン→ポリス」、「ムーヴィング・ピクチュア→ムーヴィー」、「ワツシ

ング・スタンド→ワツシュ・スタンド」の 10例がある。 

 その形成について、主に以下の三つの原因が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「ポリース・マン→ポリス」の形成は「ポリス」の表記のゆれと関わっていると考える。
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＜英語 police＞は「ポーリス」でも「ポリス」でも表記される。略語化過程において、＜

police＞にあたる部分は「ポーリス」に音写され、略語形になる可能性がある。 

 

㈡、外国語をそのまま音写した略語 

「インラナシヨナル・ブレス・コレスポンデンス→インブレコール」において、原形「イ

ンラナシヨナル・ブレス・コレスポンデンス」は＜英語 International Press Correspondence

＞から由来し、左翼新聞紙の名前である。英語の中で、＜inprecor＞という略称は存在して

いる。「インブレコール」は＜inprecor＞を音写したものである。 

「プロレタリアート・カルチュア→プロレツト・カルト」の略語形「プロレットカルト」

は＜露語 Proletkult＞から由来した可能性がある。 

 

㈢、接辞の削除によって形成した略語 

「ダンシング・ホール→ダンス・ホール」において、略語「ダンス・ホール」が対応する

のは＜英語 dance hall＞である。一方、原形「ダンシング・ホール」は＜英語 dancing hall

＞に対応する。＜dance＞は接尾辞＜～ing＞を付け、＜dancing＞になる。そのため、この

語例の略語化において、原形「ダンシング・ホール」の「ダンシング」が接尾辞＜～ing＞

にあたる部分が脱落した。その結果、略語形「ダンス・ホール」が造られた。略語「ダンス・

ホール」の形成において、接辞による分節が略語化に影響を与える。  

その他、「スターティング・ポイント→スタート」、「ムーヴィング・ピクチュア→ムーヴ

ィー」、「ワツシング・スタンド→ワツシュ・スタンド」の形成過程においても、英語接辞＜

～ing＞の削除が見られる。 

 

４．昭和後期の語例 

４．１．単語型略語の「原形と不対応の略語」 

昭和後期の辞書調査によって、単語型略語の「原形と不対応の略語」を集めた。その中か

ら、明治・大正期の語例および昭和前期の語例を取り除いて、残ったのは昭和後期において

初めて出現した「原形と不対応の略語」である。 

初めて出現した単語型略語の「原形と不対応の略語」は 20例がある。それぞれは「テレ

ヴィジョン→テレビ」、「キャプテン→キャップ」、「メンシーズ→メンス」、「コンビネーショ

ン→コムボ」、「チタニウム→チタン」、「ウラニウム→ウラン」、「コレスポンデンス→コルレ

ス」、「ハンディキャップ→ハンディー」、「アクリロニトリル→アクリル」、「ニヒルズム→ニ

ヒル」、「ニヒルスト→ニヒル」、「コンセントレート→コンク」、「サキソホン→サックス」、

「ニヒリスティック→ニヒル」、「ノッキング→ノック」、「パレンセシス→パーレン」、「パイ

ナップル→パイン」、「コーペラティブ→コープ」、「スペシフィケーション→スペック」、「テ

レコミュニケーション→テレコム」である。 

その形成について、以下の原因が考えられる。 
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㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「テレヴィジョン→テレビ」において、原形「テレヴィジョン」は＜英語 television＞

から由来したものである。＜television＞がカタカナ語に音写する際に、「テレヴィジョン」、

「テレビジョン」のように表記される。「テレビジョン」が「テレビ」に略される。そのた

め、「テレヴィジョン」の略語形も「テレビ」になってしまう。 

 「コレスポンデンス→コルレス」において、原形「コレスポンデンス」は＜英語

correspondence＞に対応している。＜correspondence＞のカタカナ語表記は「コレスポンデ

ンス」、「コルレスポンデンス」がある。そのため、略語「コルレス」の形成も原語のカタカ

ナ語表記のゆれと関わっている。 

 

㈡、外国語をそのまま音写した略語 

「コンビネーション→コムボ」において、原形「コンビネーション」は＜英語 combination

＞から由来し、「四、五人から七、八人位までの小編成のジャズ楽団」の意味を持っている

（㉛『増補式 新語百科事典』の「コムボ」項目を参照）。英語の中で、＜combination＞は

＜combo＞に略されている。つまり、＜combo＞も「小編成のジャズ楽団」の意味を持ってい

る（『ランダムハウス英和大辞典 第 2版』（小学館、1994）の「combo」項目を参照）。略語

形「コムボ」は＜英語 combo＞を音写したものである。 

 「キャプテン→キャップ」の略語形「キャップ」について、㉘『新修改版 新聞雜誌語辞

典』は「キャップ（cap英）學生帽、鳥打帽、又共産黨の細胞の責任者（キャプテン）の略」

と説明している。原形「キャプテン」は「首領、統率者」の意を持ち、＜英語 captain＞か

ら由来したものである。『ランダムハウス英和辞典』の「cap」についての説明により、＜英

語 cap＞は＜captain＞の短縮形であることが確認できる。そのため、「原形と不対応略語」

である「キャップ」も＜英語 cap＞を音写したものであると考えられる。 

 その他、「サキソホン→サックス」の略語形「サックス」は＜英語 sax＞を音写したもの、

「コンセントレート→コンク」の略語形「コンク」は＜英語 conc＞を音写したもの、「コー

ペラティブ→コープ」の略語形「コープ」は＜英語 coop＞を音写したもの、「テレコミュニ

ケーション→テレコム」の「テレコム」は＜英語 telecom＞を音写したものであると考えら

れる。 

 

㈢、接辞の削除によって形成した略語 

本論第 3章 7節で詳しく述べるが、「語基＋接尾辞」の語構成を持つ単語型外来語の略語

化において、接尾辞が削除され、語基が略語形になる傾向がある。 

「ニヒリズム→ニヒル」において、原形「ニヒリズム」は「虚無主義」の意を表し、＜英

語 nihilism＞から由来する。原語＜nihilism＞は＜語基 nihil＋接尾辞 ism＞の構成を持っ

ていることが明らかである。略語化過程において、接尾辞＜ism＞に相当する「リズム」の

部分が削除され、語基＜nihil＞に相当する「ニヒル」が略語形として保留されたと考えら
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れる。「ニヒリスト→ニヒル」の略語化過程において、接尾辞の「リスト」（＜ist＞に）が

削除され、語基「ニヒル」（＜nihil＞）が略語形として保留された。 

 

㈣、異なる言語からきた略語 

「チタニウム→チタン」において、原形「チタニウム」について『日本国語大辞典』は「｛ラ

テン｝titanium 《チタニューム・チタンニウム》」と説明している。一方、略語形「チタン」

について、同辞書は「｛ドイツ｝Titan」と書いてある。つまり、「チタニウム」はラテン語

から由来し、「チタン」は独語から由来するものである。両者は原形と略語形の関係である

と言うより、異なる言語からきたものであると考えられる。 

 「メンシース→メンス」において、原形「メンシース」（表記のゆれがあり、「メンシス」

でも表記されている）は＜ラテン語 mensis＞か＜英語 meses＞から由来すると言われてい

る（『日本大百科全書』（小学館、1994）の「メンス」項目を参照）。略語形「メンス」は＜

独語 menstruation＞から来たものである（『日本国語大辞典 第二版』「メンス」項目を参照）。

「メンシース」と「メンス」も異なる言語からきたものである可能性が考えられる。 

 「ウラニウム→ウラン」において、原形「ウラニウム」は＜英語 uranium＞に対応する。

それに対し、略語形「ウラン」は＜独語 Uran＞に対応している（『日本国語大辞典 第二版』

の「ウラニウム」、「ウラン」項目を参照）。 

 

４．２．複合語型略語の原形と不対応の略語 

 昭和後期出版の辞書から集めた複合語型略語の中で、明治・大正期、昭和前期において既

に存在した語例が見られる。それらを除いて、残ったのは昭和後期において初めて出現した

「原形と不対応の略語」である。 

昭和後期において、初めて出現した複合語型略語の「原形と不対応の略語」は「オートマ

シーン→オートマット」、「ルーズ・スクラメージ→ルーズ・スクラム」、「ゲネラル・プラン

→ゲン・プラン」、「スコットランド・ウイスキー→スコッチ」、「ファイティング・スピリッ

ト→ファイト」、「スライディング・スケール→スライド」、「メチル・アルコール→メーチル」、

「サイバネチック・オーガニズム→サイボーグ」、「シュラーフ・ザック→シラフ」、「シンク

ロナス・コミュニケーション→シンコム」、「エコノミック・クーポン→エック」、「テクニカ

ル・センター→テック」、「トラディショナル・スタイル→トラッド」の 13例がある。 

その形成について以下の原因が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

「メチル・アルコール→メーチル」において、原語を構成する「メチル」（＜独語 methyl

＞）は「メーチル」に表記されることがあり、表記のゆれが見られる（『日本国語大辞典 第

二版』の「メチル-アルコール」項目を参照）。そのため、複合語型外来語「メチル・アルコ

ール」は「メチル」に略されたが、表記のゆれが原因で「メーチル」も「メチル・アルコー
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ル」の略語形になったと考えられる。 

「シュラーフ・ザック→シラフ」の形成も表記のゆれと関わっている。「シュラーフ・ザ

ック」は＜独語 schlafsack＞から由来し、寝袋を指している。原語のカタカナ語表記は「シ

ュラーフザック」、「シュラフザック」があるが、それ以外に「シラフザック」の表記も見ら

れる。平野芳邦（1938）「匂坂君遭難以後に於ける部員及救援隊の行動:部報」（『龍南』240

号、龍南會）には、「羽毛入シラフザツク」、「防水布製シラフザツク」が見られる。＜独語

schlafsack＞は「シラフザック」でも表記されていたことが確認される。そのため、原形と

不対応の略語「シラフ」の形成も表記のゆれと関わっていると考えられる。 

 

㈡、外国語をそのまま音写した略語 

「ルーズ・スクラメージ→ルーズ・スクラム」において、原形を構成する「スクラメージ」

は＜英語 scrummage＞から由来し、ラクビー用語の一つである。『井上英和大辞典』はこの

英語について「（Rugby football にて；通常 scrummage,又 scrum と略す）両方の前衛全

部地上に毬を挟み押合ふこと」と説明している。英語の中で、ラクビー用語としての＜

scrummage＞は＜scrum＞に略されることが分かる。 そのため、「ルーズ・スクラメージ」が

「ルーズ・スクラム」に略されるのは原語の省略形の影響で、「スクラメージ」が「スクラ

ム」に略されたからである。 

 「ゲネラル・プラン→ゲン・プラン」において、略語形「ゲン・プラン」は＜露語 gen pran

＞を音写したものである。「サイバネチック・オーガニズム→サイボーグ」において、英語

の中で、「サイバネチック・オーガニズム」の原語＜cybernetic organism＞は＜cyborg＞に

略されている。略語形「サイボーグ」は＜英語 cyborg＞を音写したものである（『日本国語

大辞典 第二版』「サイボーグ」項目を参照）。「シンクロナス・コミュニケーション→シンコ

ム」の「シンコム」は＜英語 syncom＞を音写するものである。 

 

㈢、接辞の削除によって形成した略語 

「スライディング・スケール→スライド」において、略語「スライド」が対応するのは＜

英語 slide＞である。原形「スライディング・スケール」は＜英語 sliding scale＞に対応

する。＜slide＞は接尾辞＜～ing＞を付け、＜sliding＞になる。英語の中で＜slide＞とい

う動詞があるため、この語例の略語化を「スライディング・スケール→スライディング（＝

sliding）→スライド（＝slide）」のように考えたほうがよい。  

 

５．平成期の語例 

５．１．単語型略語の「原形と不対応の略語」 

 平成期の辞書から「原形と不対応の略語」を集めた。その中で、明治・大正期、昭和前期、

昭和後期において既に存在した語例が見られる。それらの語例を除いて、残ったのは平成期

において初出の「原形と不対応の略語」である。 
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単語型略語の「原形と不対応の略語」は「アドミニストレーター→アドミン」、「アドミニ

ストレーション→アドミン」、「ガソリン→ガス」、「サイバネティックス→サイバー」、「スキ

ャニング→スキャン」、「チャンピオン→チャンプ」、「テンポラリー→テンプ」、「トラディシ

ョナル→トラッド」、「ネスティング→ネスト」、「パティング→パット」、「フェティシスト→

フェチ」、「フェティシズム→フェチ」、「フランネル→フラノ」、「ポピュラー→ポップ」、「ロ

ガリズム→ログ」の 15例がある。 

その形成は以下のような原因が考えられる。 

 

㈠、外国語をそのまま音写した略語 

「アドミニストレーター→アドミン」、「アドミニストレーション→アドミン」において、

原形「アドミニストレーター」は＜英語 administrator＞、「アドミニストレーション」は

＜英語 administration＞から由来するものである。英語の中で、＜administrator＞、＜

administration＞は＜admin＞に略されている（『ランダムハウス英和大辞典』の「admin」

項目を参照）。そのため、略語形「アドミン」は＜英語 admin＞を音写したものであると考

えられる。 

「ガソリン→ガス」において、原形「ガソリン」は＜英語 gasoline＞から由来するもの

である。＜英語 gas＞は＜gasoline＞の略語形である（『ランダムハウス英和大辞典』の

「gasoline」項目を参照）。そのため、略語形「ガス」は＜gas＞を音写したものである。 

その他、「チャンピオン→チャンプ」の略語形「チャンプ」は＜英語 champ＞から音写し

たもの、「ポピュラー→ポップ」の略語形「ポップ」は＜英語 pop＞から音写したもの、「ロ

ガリズム→ログ」の略語形「ログ」は＜英語 log＞から音写したもの、「トラディショナル

→トラッド」の略語形「トラッド」は＜英語 trad＞から音写したものであると考えられる。 

 

㈡、長音の追加によって形成した略語 

「サイバネティックス→サイバー」の原形「サイバネティックス」は＜英語 cybernetics

＞に対応している。原形と不対応の略語「サイバー」は「サイバネティックス」の略語形「サ

イバ」に長音が付加されたものである。日本語において、4 拍の音韻構造は安定性がある。

そのため、長音の追加は音韻上の安定性を図ることである。 

 

㈢、接辞の削除によって形成した略語 

単語型略語の形成において、接尾辞は削除される傾向が見られる。接尾辞の削除によって、

原形との不対応の略語が造られることもある。例えば、「フェティシスト→フェチ」におい

て、原形「フェティシスト」は＜fetishist＞に対応している。略語化過程において、接尾

辞＜～ist＞にあたるの部分が削除され、語基＜fetish＞にあたる「フェチ」が略語形とし

て保留されたと考えられる。 

同じく、「フェティシズム→フェチ」において、原形「フェティシズム」は＜fetishism＞
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に対応している。略語化過程において、接尾辞＜～ism＞にあたるの部分が削除され、語基

＜fetish＞にあたる「フェチ」が略語形として保留されたと考えられる。 

その他、「ネスティング→ネスト」（原形「ネスティング」は＜英語 nesting＞から由来）、

「パティング→パット」（原形「パティング」は＜英語 putting＞から由来）などの語例も

略語化における接辞の削除によって造られたと考えられる。 

 

５．２．複合語型略語の「原形と不対応の略語」 

 平成期において、初出の複合語型略語の「原形と不対応の略語」は「アクセラレーター・

ペダル→アクセル」、「オーバー・シューティング→オーバーシュート」、「オプショナル・ツ

アー→オプション」、「クーリング・ダウン→クールダウン」、「ゴシック・ロリータ→ゴスロ

リ」、「スマート・フォン→スマホ」の 6例がある。 

その形成原因は以下のようである。 

 

㈠、表記のゆれにによって形成した略語 

外来語が日本語に入った際に、複数のカタカナ語表記に表記されることがある。例えば、

＜smart phone＞は「スマート・ホン」、「スマート・フォン」に音写されている（『大辞泉 第

二版』（小学館、2012）の「スマートホン」項目を参照）。複数の表記があるため、「スマホ」

が「スマート・フォン」の略語形になっている。 

  

㈡、外国語をそのまま音写した略語 

「オーバー・シューティング→オーバーシュート」において、原形「オーバー・シューテ

ィング」は＜英語 overshooting＞に対応している。英語の中で、＜overshoot＞と＜

overshooting＞とは意味が共通している。そのため、略語形「オーバー・シュート」は＜

overshoot＞から音写したものであると考えられる。 

「クーリング・ダウン→クールダウン」において、原形「クーリング・ダウン」は＜英語

cooling down＞に対応している。英語の中で、＜cool down＞と＜cooling down＞とは意味

の共通する部分を持っている。そのため、略語形「クール・ダウン」は＜cool down＞を音

写したものであると考えられる。 

 「オプショナル・ツアー→オプション」において、原形「オプショナル・ツアー」は＜英

語 optional tour＞に対応し、「行程の決まった団体旅行の一部に組みこまれた参加自由の

小旅行」の意味を表す（『日本国語大辞典 第二版』の「オプショナルツアー」項目を参照）。

英語の中で、＜option＞は「選択の自由、選択できるもの」、「選択行為」、「標準仕様以外に

追加や交換のできる部品」などの意味を持っている（『ランダムハウス英和大辞典 第二版』

の「option」項目を参照）。＜option＞は意味的に＜option tour＞を連想させることができ

る。そのため、略語形「オプション」は＜option＞を音写したものである可能性がある。 
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６．「原形と不対応の略語」の形成原因 

 本章は「原形と不対応の略語」の形成について分析を行った。第 2節～第 5節はそれぞれ

「明治・大正期の原形と不対応の略語」、「昭和前期の原形と不対応の略語」、「昭和後期の原

形と不対応の略語」、「平成期の原形と不対応の略語」についてその形成原因を分析した。第

2 節～第 5節で行った分析のように、原形と不対応の略語の形成原因はさまざまである。分

析をまとめて、原形と不対応の略語はその形成について以下のような可能性が考えられる。 

 

㈠、カタカナ表記のゆれによって形成した略語 

表記のゆれによって形成した語例は多くある。外国語は日本語に輸入される際に、カタカ

ナ語への音写が必要過程である。一つの外国語は二つ以上のカタカナ表記を持つことが見

られる。例えば、＜英語 diagram＞は「ダイヤグラム」でも「ダイアグラム」でも音写され

ている。二つのカタカナ語は略語化され、それぞれ「ダイヤ」、「ダイア」に略される。従っ

て、「ダイヤ」、「ダイア」はいずれも＜英語 diagram＞に対応するカタカナ語の略語形にな

っている。このように、表記のゆれによって原形と不対応の略語が造られたと考えられる。

昭和後期、平成期に入り、外国語に対する表記の規範化によって、表記のゆれを持つ外来語

の数は減っており、それによって形成した略語も少なくなっている。 

 

㈡、外国語をそのまま音写した略語 

外国語でも略語が存在している。略語形は外国語の略語をそのまま音写したものである

という可能性が考えられる。日本語としての略語が「外国語（原語）－外来語（原形）→略

語形」という過程で形成する。それにに対し、外国語をそのまま音写した語例は「外国語－

外国語略語－外来語」の過程で形成する。例えば、「ポピュラー→ポップ」において、「ポッ

プ」は＜英語 popular＞の略語＜英語 pop＞を音写したものである。 

 

㈢、長音の追加によって形成した略語 

「ブランケット→ケットー」や「キユピツト→キユーピー」などのように、略語形におけ

る長音の追加が観察される。「ブランケット」は「ケット」に略されるが、長音の追加によ

って「ケットー」になっている。日本語（特に漢語）の中で、4μ構成はその語彙が多く、

安定性を持っていると考えられている。長音の追加というのは略語形の音韻上の安定性を

図ることである。 

 

㈣、接辞の削除によって形成した略語 

一部の外来語は接尾辞を持っている。略語化において、接尾辞にあたる部分が削除され、

語基にあたる部分が略語形として保留される。例えば、「smoking room→スモーク」におい

て、「スモーク」という略語の形成は「スモーキング・ルーム→スモーキング→スモーク」

のようである。略語形「スモーク」は「スモーキング」（＜英語 smoking＞）の語基にあた
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る。 

 

㈤、異なる言語からきた略語 

同じ事物を表すのに、言語の種類によって、語彙の発音と形態が異なる。例えば、解剖用

の小刀について、英語が「メッサー」（＜messer＞）、蘭語が「メス」（＜mes＞）で表してい

る。外来語「メッサー」、「メス」は共通する意味を持っているが、両者は（「メス」は「メ

ッサー」の略であるというように説明する辞書があるが）原形と略語形の関係ではなく、異

なる言語からきた外来語であると考えられる。 

 

以上のように、原形と不対応の略語の形成原因をまとめた。本研究が語例調査を行う限り、

「原形と不対応の略語」の中で、㈠カタカナ表記のゆれによって形成したもの、㈡外国語を

そのまま音写したもの、㈢長音の追加によって形成したもの、㈣接辞の削除によって形成し

たものおよび㈤異なる言語からきたものが存在する。短縮によって形成した略語と違って、

「原形と不対応の略語」は特殊性があり、その形成について一つずつの語例を分析していく

必要がある。 
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第 3 章 明治・大正期における外来語略語の形成 

―単語型略語を中心に― 

 

１．はじめに 

 外来語（漢語を除く）が略語化され、外来語略語が大量に造られたのは明治・大正期以降

のことである（序論 1.2 節を参照）。本研究は「明治・大正期（1868～1926 年）」、「昭和前

期（1926～1945年）」、「昭和後期（1945～1989年）」、「平成期（1989～2019年）」のように、

時期ごとに外来語略語の形成を考察する。 

本章において、明治・大正期出版の辞書から集めた単語型略語を中心に、明治・大正期に

おいて、単語型略語の形成における特徴を明らかにしたい。 

 

２．使用辞書について 

 外来語略語の語例は明治・大正期の外来語辞書、新語辞書、流行語辞書、国語辞書などか

ら収集した。できるだけ多くの辞書を調査し、語例を網羅した。調査した辞書は以下のよう

である。 

 

①大槻文彦『言海』（大槻文彦、1889～1891）、1110ページ：沖森卓也編『図説 日本の

辞書』（おうふう、2008）によると、『言海』は「五十音図順で並べられた初の本格的な国

語辞典。（佘中略）1889（明治 22）年から 1891 年にかけて私費で 4 分冊にして刊行され

た。（佘中略）巻末にある「言海収録語…類別表」によれば 39103語を収録する」。この辞

書は漢語、和語以外に、当時の外来語も収録している。 

 

②山田美妙『日本大辞書 全第六版』（明法堂、1893）、1399ページ：『図説 日本の辞書』

によると、山田美妙著『日本大辞書』は「各語にアクセントをつけたものとしては最初の

辞書。（佘中略）『言海』への対抗意識で編集が始められ、1400 ページからなる大著とし

て刊行された」ものである。この辞書は漢語、和語、外来語を収録しており、専門語も収

録している。 

 

③棚橋一郎・鈴木誠一『日用舶来語便覧』（光玉館、1912）、190 ページ：曽根（1994）

によると、『日用舶来語便覧』は 1912年に出版されて、「明治最後の年に日本で最初に出

た外来語辞典の一つとして知られる」。この辞書は明治期の外来語を収録している。 

 

④勝屋英造『外来語辞典』（二松堂書店、1914）、408ページ１７:冒頭にある「凡例七則」

は「収む所の語七千、其中には全然ジヤパンナイズ（日本化）されたるものもあれども、

 
１７ 『外来語辞典』の最後の約 100 ページは「附・新語及神話小解」というものである。そのため、『外来

語辞典』は外来語を収録する部分が約 300 ページである。 
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未だ全く日本化されざるものも少からず、哲學、科學、政治、法律、經濟、宗教、文藝各

方面に亘る學術語、専門語、新聞雑誌に散見する片假名即ち外國語、或は社交界に於て使

用せらゝ外國語學生間に使用せらるゝ外國語、實業界に於て使用せらるゝ外國語、運動及

び遊戯上に使用せらるる外國語」と述べている。 

 

⑤時代研究会『現代新語辞典』（耕文堂、1919）、284ページ：「例言」によると、収録し

ている語は「最近に於ける新聞、雜誌、小説、論文、演説、講演及び日常の對話、會話中

に使用せらるゝ新熟語、新術語、新意語、流行語、外國語等」というものである。 

 

⑥上田景二『模範新語通語大辞典』（松本商会出版部、1919年）、365ページ：外来語を

含む当時の新語、流行語を収録している。 

 

⑦小林鶯里『現代日用新語辞典』(文芸通信社、1920)、363ページ：序によると、辞書

は「自國語と外來語、若くは俗語、藝術語、科學語、哲學語、神話、傳説などを打して一

丸として編纂する（佘中略）新らしい言葉もあれば古い言葉もある」。 

 

⑧自笑軒主人『秘密辞典』(千代田出版部、1920)、394ページ：例言には「此の書に収

めたる詞は、他の普通の辭書などには、無いものが多いと思ひます。本書に収むる處は、

隠語、略辭、謎、俚諺、地口、洒落、俗説、符牒、記號、外來語、新流行語、特殊階級語、

方言などです」という記載がある。 

 

⑨小林花眠編『新しき用語の泉』（帝国実業学会、1922）、1370ページ：序によると、辞

書の語例は「文學・美術・哲学・法律・經濟等の語より、慣用の俗語・通語・外来語・新

時代語等をも含んでゐる」。そして、「外國語の部にも旣に十分日本化(ジャバナイズ)され

て、日本流の發音をしてゐるものもあり、未だ更に日本化されない新しい輸入語も数多く

採録してゐる」。 

 

⑩紅玉堂編輯部『活用現代新語辞典』(紅玉堂書店、1924)、204ページ：当時の新語を

収録している。 

 

⑪素人社『現代語辞典』(素人社、1924)、310 ページ：序によると、辞書は「現代に於

て最も活用されつゝある語を、出來得る限り廣い範囲から聚集し、それに平易且つ適確な

説明を施したもので、在來のものより一頭地をぬいてゐることを、ひそかに自負してゐる

ものであります」。 

 

⑫秋山湖風・太田柏露『最新現代用語辞典 大正 14年版』(明光社、1925)、317ページ：
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序には「本書はこの新時代に處して最も必要なる又は最も廣く使はれる外來語、俗語、隠

語、新造語、思想界用語、科學用語、哲學用語、法律用語、美術用語、運動界用語、新聞

用語、劇場用語等苟も現代生活に關係ある新らしい言葉は出來る丈廣く蒐集網羅して置

いた」と書いてある。 

 

⑬服部嘉香・植原路郎『新しい言葉の字引 大増補改版』（実業之日本社、1925）、795ペ

ージ：序はこの辞典を外来語辞典、俗語辞典、通語辞典、文学辞典、哲学語辞典、新時代

語辞典として使えると述べている。 

 

⑭上田由太郎『英語から生れた新しい現代語辞典』（駿々堂出版部、1925）、420ページ：

冒頭の「例言」によると、この辞典は「最近に於ける新聞、雑誌、書籍及び日常對話、會

話中に使用せらるる新熟語、新術語、流行語、外國語等を蒐集採録し、これに平易簡明な

解釋を加へたものである」。 

 

⑮新語研究会『新らしい言葉は何でもわかる』(ヤナセ書院、1926)、423 ページ：序に

書いているように、辞書が収録しているのは「現時一般に於ける新聞、雜誌、小説、論文、

演説、講演及び日常對話に使用せらるゝ新熟語、新意語、流行語、外國語等」がある。 

 

 以上のように、明治・大正期の語例調査は 15冊の辞書を用いた。その中で、①『言海』、

②『日本大辞書 全第六版』は国語辞書であり、明治期までの日本語語彙を網羅的に収録し

ている。もちろん、収録語例の中で外来語も見られる。 

③『日用舶来語便覧』は明治末期の外来語辞書であり、④『外来語辞典』は大正初期の外

来語辞書である。両者はいずれも外来語を専門的に収録する辞書であり、明治期の外来語お

よび大正初期の外来語を収録している。 

⑧『秘密辞典』に隠語の性質を持つ語が多く見られるが、辞書の例言によると、この辞書

は隠語だけではなく、外来語、新流行語なども収録している。そのため、⑧『秘密辞典』も

語例調査の辞書として用いた。 

その他、⑤『現代新語辞典』、⑥『模範新語通語大辞典』、⑦『現代日用新語辞典』、⑧『新

しき用語の泉』、⑩『活用現代新語辞典』などの辞書はその書名を見れば分かるように、い

ずれも新語・モダン語・流行語を中心とした新語辞書である。 

 

３．単語型略語の語例 

３．１．具体例 

本論では語例調査で集めた明治・大正期の語例を挙げたが（本論第 1 章第 2 節を参照）、

明治・大正期出版の辞書はそれぞれどのような語例を収録しているかを以下の表で示す。 
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表 4 単語型略語の語例 

①『言海』 前部保留型：ベロリン   

後部保留型：フランネル 

②『日本大辞書 全第

六版』 

前部保留型：セメンシイナ
１８ セメント ブランデイ 

後部保留型：ブランケツト フランネル 

③『日用舶来語便覧』 

 

前部保留型：エッキストゥラクタム カリウム コスメチック コンク

リート セルジ セメンシイナ ダイヤモント プロスティテュート バ

ラスト ブランデイ モスリン メモ(memorandumの略) 

後部保留型：コスメチック ワニス フランネル 

原形と不対応の略語：エレクトリシチー→エレキ ブランケ

ット→ケットー ハンカチーフ→ハンケチ メッセル→メス 

④『外来語辞典』 前部保留型：アド(advertisement 又は advertisingの略) エ

レキテル キログラム コレスポンデンス セメント セメンシイナ セ

ルジ ダイヤモンド  チャンピオン ブランデー プロスティテュート ミ

リメートル メモランダム ロガリズム  レザーレット  

後部保留型：コスメチック フランネル ブランケット ワニス 

原形と不対応の略語：ハズバンド→ハス グリセリン→リス

リン ローラー→ロール メッセル→メス 

⑤『現代新語辞典』 前部保留型：エキストラクト エレキテル  セルジ ダイヤモンド 

後部保留型：フランネル 

⑥『模範新語通語大辞

典』 

前部保留型：エキス(extractの略) ポリス マントル ハズバ

ンド メモランダム 

⑦『現代日用新語辞

典』 

前部保留型：アルミニユーム ヱキス(extractの略) セルジ ダ

イヤグラム メモ(memorandum の略)  

後部保留型：ワニス 

⑧『秘密辞典』 前部保留型：インスト(instantの略) エンゲーチメント エス

ケープ キログラム コンキュウバイン  ゴシツク コンパニー セル

ヂ セメント チヤンピオン トロツコ  ハスバンド ハンカチーフ 

ピツチヤー フラスコ フアン(fanaticの略) ブランデー プロ

スチユート メモ(memorandumの略) モスリン ランドセル 

後部保留型：コスメチツク フランネル  

原形と不対応の略語：キユピツト→キユーピー ローラー→

ロール 

 
１８ ②『日本語大辞書』、⑦『現代日用新語辞典』、⑧『秘密辞典』は外来語であるのに関わらず、平仮名

で見出し語を表記しているが、表記を統一するため、本稿の外来語語例をすべてカタカナで表記する。 
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⑨『新しき用語の泉』 

 

前部保留型：アド(advertisement の略) インバネス エレキテ

ル  キログラム サルヴァルサン シスター ジャップ(japanese の

略) セルジ  セメンシーナ パンクチュア プロスティテュート メ

モランダム  ロガリズム   

後部保留型：ワニス 

原形と不対応の略語：グリセリン→リスリン ダイアグラム

→ダイヤ ダイアモンド→ダイヤ ローラー→ロール  

⑩『活用現代新語辭

典』 

前部保留型：アスパラガス インバネス ヱスケープ エレキテル 

シスター ダイヤモンド ダイヤグラム ブルジヨア プロステチユート 

プロレタリアート プログラム ポリス ミステーク メモランダム 

後部保留型：アルミニユーム 

原形と不対応の略語：ゴシツク→ゴチ 

⑪『現代語辞典』 前部保留型：アスパラガス エスケープ エレキテル シスター ダ

イヤモンド ブルジヨア プロステテュート プロレタリアート ポリス 

ミステーク メモランダム  

後部保留型：アルミニューム 

⑫『最新現代用語辭典 

大正 14年版』 

前部保留型：エスケープ エレキテル コールタール シスター 

ダイヤグラム ダイヤモンド パス(trespass の略) ブルジョア 

プロレタリア プロスチテユト メモ(memorandumの略)  

原形と不対応の略語：キユーピット→キユーピー 

⑬『新しい言葉の字引 

大増補版』 

 

前部保留型：アド(advertisement、advertising の略) イン

ヴァネス エスケープ エキス(extract の略)  コールタール  

シスター ジャップ(japan、japanese の略) ダイヤグラム  ダ

イヤモンド チャンピオン ハスバンド ビルディング プロスティテュート 

プロレ タ リ ア ー ト  プログ ラム  マントリ ー  マントル  メモ

(memorandumの略) 

後部保留型：タイピスト コンミッション 

原形と不対応の略語：メツサー→メス  

⑭『英語から生れた新

しい現代語辞典』 

前部保留型：インバネス エキストラクト エスケープ エボナイト 

コールタール シスター ジヤツプ(japanese の略) セルジ ブ

ルジヨアー プロ(prostitute) モスリン  ポプラー  

後部保留型：ワニス 

原形と不対応の略語：ダイアグラム→ダイヤ ローラー→ロ

ール  

⑮『新らしい言葉は何

でもわかる』 

前部保留型：インバネス エキストラストラクト エスケープ エボナイ

ト シスター コールタール ジヤツプ(japaness
マ マ

の略) シリン
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(cylinqor
マ マ

の略) セルジ ダイヤモンド チャンピオン ブルジヨア

ー ポプラー ポリス モスリン 

後部保留型：アルミニユーム ワニス  

原形と不対応の略語：ダイアグラム→ダイヤ ローラー→ロ

ール 

 

表で挙げられた語例は形態的に、主に二種類に分けられる。一つは原形の前の部分を保留

し、後部を削除するタイプであり、これは単語型略語・前部保留型である。もう一つは原形

の前部を削除し、後部を保留するタイプであり、これは単語型略語・後部保留型である。 

 

３．２．単語型略語・前後結合型の存在－略語「モルヒネ」を中心に－ 

 単語型略語は「前部保留型」、「後部保留型」に分けられる。「セメント」、「ダイヤモンド」、

「エスケープ」のような前部保留型の略語は略語化過程において原形の前部が保留され、略語

形になる。「アルミニューム」、「タイピスト」、「ワニス」のような後部保留型の略語は略語化にお

いて原形の後部が保留され、略語形になる。 

本研究が語例収集を行う際に、どの類型も属しない語例「モルヒネ」の存在が観察される。

その略語化において、原形「モルヒネ」は第 2拍の「ル」および最後の拍「ネ」が削除され、

第 1拍の「モ」および第 3拍の「ヒ」が保留されて略語形になった。「モルヒネ」のような略

語は本研究が語例調査を行う限り、明治・大正期の辞書から 1例しか発見していない。 

 略語「モルヒネ」は⑪『現代語辞典』や⑫『最新現代用語辭典 大正 14年版』などに収録さ

れている。その原形「モルヒネ」は「麻酔剤」の意味を表し、蘭語＜morfine＞から由来す

るものである。賢理著、宇田川榕庵重訳増註『舎密開宗』（1837～1847、須原屋伊八）をは

じめ、多くの化学書・医学書は「莫爾比涅
モ ル ヒ 子

」という漢字で「モルヒネ」を表記している。そ

して、「莫比」（「莫菲」）という語も見られる。例えば、日本医史学会編『中外医事新報 第

四百四十四號』(日本医史学会、1898.9)に「急性莫比及燐中毒ノ救急療法」という題目の文

章が見られる。 

漢語略語の形成において、四字熟語の最初の漢字と三つ目の漢字を取って略語を造ると

いう省略パターンが存在する。例えば、江戸時期において、「上等白米→上白」や「番頭新

造→番新」などの語例が見られる。そのため、「莫爾比涅」が「莫比」に略されることによ

って、略語「モヒ」が形成したと考えられる。「モルヒネ」の形成はその漢字表記と関わっ

ている可能性が高い。 

「モルヒネ」のような略語語例は 1例しかないが、このような略語を「単語型略語・前後

結合型」と呼ぶことにする。明治・大正期において、「モルヒネ」のような単語型略語・前後

結合型の形成は漢字表記の仲介によるものであると考えられる。 
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３．３．外国語の音写によって形成した略語 

 語例の中の「原形と不対応の略語」について、本論の第 2章第 2節をもってその形成を分

析したため、ここでその説明を省くことにする。 

それ以外に、短縮によって形成した語例の中にも、外国語そのままを音写したものがある。

その形成は日本語の略語造語法に影響されてできたものではないと考える。 

 「メモ」は原形が日本語で略語化されたものではなく、＜英語 memo＞を音写したもので

あると考えられる。③『日用舶来語便覧』は「メモ（memo）」と書いてある。⑬『新しい言

葉の字引 大増補改版』も「メモ」という項目に「memo」と書いてある。そして、『井上英和

大辞典』にも、「memo（佘中略）memorandumの略」という記載が見られる。 

 「アド」は＜英語 Ad.＞に対応している。『井上英和大辞典』の「ad., advertisement の

略」という記載によって、当時の英語において、＜advertisement＞は既に＜ad.＞に略され

ていたことがわかる。⑬『新しい言葉の字引 大増補改版』も「アド Ad. 英語(えいご)の

Advertisement,Advertising を略して、アメリカで用ひられるもの」と書いてある。 

 「インスト」は＜英語 inst＞を音写したものである。⑧『秘密辞典』は「いんすと 英 Inst 

Instantの略。今月。」と書いており、『井上英和大辞典』も「instant（中略）今月の,本月

の,此月の,（inst.と略す）」の記載がある。 

 「フアン」は＜英語 fan＞から由来するものである。＜fan＞は＜英語 fanatic＞の略語で

ある。『ランダムハウス英和大辞典 第二版』は「fan n.（（話））（チーム・俳優・スポーツ・

趣味などの）熱狂的な支持者。熱心的な愛好者。ファン（佘中略）[1862.米；FANATICの短

縮形] 」というように説明している。 

 「ジャップ」（あるいは「ジヤツプ」）は＜英語 Jap＞を音写したものである。⑬『新しい

言葉の字引 大増補改版』は「ジャップ Jap(英) Japan、Japaneseの略」、⑭『英語から生

れた新しい現代語辞典』は「ジヤツプ(Jap)(Japanese)の略」と説明している。そもそも、

「ジャップ」という語は欧米人が日本人に対する嘲笑的な呼び方である。そのため、「＜英

語 Japanese＞→＜英語 Jap＞」が先にあり、「ジャップ」は＜Jap＞から由来することが分か

りやすい。 

 「パス」は＜英語 pass＞を音写したものである。＜英語 pass＞について、『井上英和大辞

典』は「pass（中略）㊂切符,通行許可證,通行券,通券,入場券（佘後略）。㊃（又 free pass）

無料乗車券,無料旅行券,旅行免状」のように解釈している。 

 

４．単語型略語の形成について―短縮語を中心に― 

 本節では、明治・大正期における単語型略語の形成について分析を行う。分析は短縮によ

って形成した語例を中心に行い、本論の第 2 章第 2 節で分析した原形と不対応の語例と本

章の第 3.3節の外国語の影響で形成した語例を分析対象から外すことにする。 

単語型略語の形成を明らかにするために、(26a)類型の問題、(26b)長さの問題という二つ

の問題を考える必要がある。 
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(26)  a．類型の問題：略語形として、原語のどの部分を保留するかは重要である。この選

択で、略語の類型が決められる。 

b．長さの問題：a について決めた後、単語型外来語をどのように二分するかという

ことによって略語の長さ（音節数、拍数）が決められ、略語が最終的に生成する。 

 

 これからの分析はこの二つの問題点を中心に論じたいと考える。 

 

５．類型の問題：無標の前部保留型と有標の後部保留型 

 第 5節では(26a)類型の問題を論ずる。 

本章第 3 節の表 4 に収録される語例の中で、前部保留型の語例数は圧倒的に多い。原語

の前部を保留して略語形を造るのは主流であることが言うまでもない。 

それに対し、後部保留型はわずか 7例（異なり語数）がある。語例は「フランネル」、「ブラン

ケット」（「ブランケツト」）、「コスメチック」（「コスメチツク」）、「ワニス」、「アルミニューム」（「アルミ

ニユーム」）、「タイピスト」、「コンミッション」がある。その形成原因として、隠語を造ること

や同音衝突を避けることなどが考えられる。いくつかの具体例を挙げて説明する。 

 

５．１．隠語としての後部保留型―「タイピスト」と「コンミッション」の形成― 

 略語「タイピスト」と「コンミッション」は隠語の性質を持っていると考えられる。二つの

語例は⑬『新しい言葉の字引 大増補版』に収録されている。以下、⑬『新しい言葉の字引 

大増補版』が「タイピスト」、「コンミッション」に対する説明を引用する（波線は佘によるも

の）。 

 

・ピスト タイピスト（其項参照）を略して、輕んじて呼ぶ名。唾棄すべし。但
ただ

し若
わか

い會社員

などが好んで用ひる。     『新しい言葉の字引 大増補版』（実業之日本社、1925） 

・ミッション コンミッション（其項参照）の略
りやく

。露骨に聞えないやうに略していふ。 

 『新しい言葉の字引 大増補版』（実業之日本社、1925） 

 

隠語を作るため、人々は普通の略語造語法を使わず、後部のモーラを取って後部保留型略

語を作ったことを考えやすい。楳垣実編『隠語辞典』の巻末の隠語概説に「隠語として効果

からいえば、下部を略すより上部を略す方がすぐれている。ただ一音を省略しただけで、ほ

とんど元の形が想像できなくなってしまう場合が多い」という論述がある。 

 

５．２．同音衝突による短縮の分担―「フランネル」と「ブランケット」の形成― 

 「フランネル」と「ブランケット」は後部保留型の略語である。③『日用舶来語便覧』による

と、フランネルは「紡毛糸を以て織りたる一種の毛織物」であり、ブランケットは「毛布。

毛氈。」の意を持っている。つまり、「フランネル」と「ブランケット」はいずれも毛織物の
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一種である。 

フランネルおよびブランケットについて、富田仁『舶来事物起原事典』（名著普及会、1987

年）の記述がある。(27)、(28)はいずれも『舶来事物起原事典』から引用したものである。(27)

はフランネルに関する記述であり、(28)はブランケットに関する記述である（波線は佘によ

るもの）。 

 

(27) フランネルという毛織物は幕末以来、ラシャ（羅紗）とともに輸入されて、（佘中略）

明治 9年（佘中略）東京・千住に製絨所が設立された。これが日本最初の毛織物工場であ

った。（佘中略）明治 13年、銀座に特約販売店をつくり、そこでラシャとともにフランネ

ルを販売した。 

 

(28) 赤ゲットというと、（佘中略）明治初年に輸入された毛織物の一つであるブランケット

の色にちなむことばである。（佘中略）慶応 4年（1868）5月、板垣退助の今市駅戦争分捕

品目録報告中に「フランケット」4 枚とあり、翌明治 2 年 5 月刊行の『舞台穿』にも「ケ

ット、浅尾奥山、羽をりにも成、敷物にも成、ふとんにも成、戦場にては無ければならぬ、

これが三枚目じゃ、何まいも買たり買たり」と記されている。（佘中略）『武江年表』には

近頃出てきたものとして「西洋呉服店フランケット」があげられているが、明治 6年の貿

易輸入額として「フランケット四十一万四千円」という巨額の金額が記されている。 

 

『舶来事物起原事典』の記述によると、フランネルは幕末に日本に輸入されたが、ブラン

ケットは明治初期に日本に輸入された。輸入時期から見ると、両者は大きな違いがない。 

そして、＜英語 blanket＞は「フランケット」にも表記されていた（(28)の波線の部分が

その例）。従って、外来語「フランネル」と「ブランケット」が前部のモーラを取って前部

保留型に略されるのであれば、「フランネル」は「フラン」に略され、「ブランケット」も「フ

ラン」に略されてしまう。二つの外来語がほぼ同じ時期に使用され、いずれも毛織物の意を

持つため、同音衝突が起こってしまうのであろう。以上の理由で、前部保留型ではなく、後

部保留型の「フランネル」と「ブランケット」が造られたと考えられる。 

 

５．３．意味の使いわけによって形成した後部保留型―「コスメチック」の形成― 

 「コスメチック」＜英語 cosmetic＞は後部保留型の「コスメチック」だけではなく、前部保

留型の「コスメチック」にも略されている。 

明治・大正期の辞書の英和辞書（あるいは和英辞書）は＜英語 cosmetic＞について、以

下のように説明している（波線は佘によるもの）。 

 

・高橋新吉等編『和訳英辞書』 (American Presbyterian Mission Press、1869) は

「Cosmetic（中略）化粧ニ用ユル物。白粉ノ類」と説明している。 
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・『英和対訳袖珍辞書』(蔵田屋清右衛門、1869)は「化粧ニ用ユル白粉類」と説明してい

る。 

 

・柴田昌吉・子安峻編『英和字彙』(日就社、1873)は「Cosmetic（中略）白粉、脂粉」と

説明している。 

 

・箱田保顕纂訳『大全英和辞書』(誠之堂他、1885)は「化粧ニ用ユル物。白粉ノ類」と説

明している。 

 

・井上十吉著『井上英和大辞典』（至誠堂書店, 1919）は「化粧品（脂粉・美顔水等）、コ

スメチック、脂粉」と説明している。 

 

それに対し、明治・大正期の日本語辞書は外来語「コスメチック」について以下のように

説明している（波線は佘によるもの）。 

 

・金沢庄三郎編『辞林』(三省堂、1907)は「コスメチック［Cosmetic］（名）脂肪を原料

とし香料を加へて製造したる化粧品、頭髪又は口髭などに塗（ヌ）るに用ふるもの」と説

明している。 

 

・生田長江編『文学新語小辞典』(新潮社、1913)は「コスメチック 化粧用の脂で棒の状

に固まつてゐて、香りが高い。髪、髯等に用ふ」と説明している。 

 

・郁文舎編『辞海』(郁文舎、1914)は「コスメチック【Cosmetic】名 脂肪を原料とし香

料を加へて製したる化粧品。頭髪又は口髭などに塗るに用ゐる」と説明している。 

 

・上田万年・松井簡治著『大日本国語辞典』(金港堂書籍、1916)は「こすめちっく（英 

Cosmetic）（名）頭髪・髭などに塗る化粧品。脂肪を原料とし、香料を加へて製す」と説

明している。 

 

 以上の辞書の解釈を見れば、＜英語 cosmetic＞は化粧品全般を意味するが、日本語とし

ての「コスメチック」は特に髪や髭などに塗る化粧品を指している、という意味上の違いが

窺える。 

『日本国語大辞典 第二版』も「コスメチック」について「男性用化粧品の一つ。脂肪に

香料を加えて棒状に固めたもの。頭髪や口髭などの形を整えるために用いる。チック」と「口

紅、整髪料などの化粧品一般をいう」（波線は佘によるもの）、二つの意味を持っているよう

に説明している。 
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 そのため、「コスメチック」と「コスメチック」はそれぞれ異なる意味側面を指していると考え

る。「コスメチック」は主に「化粧品一般」を意味し、「コスメチック」は「頭髪や口髭などの形

を整えるもの」を意味すると考えられる。これは後部保留型「コスメチック」の形成する原因

であると考える。 

以上の分析を踏まえ、以下の結論が導かれる。 

 

結論 1：明治・大正期において、単語型の外来語は前部保留型に略される傾向が非常に強

い。単語型略語の中で、前部保留型は無標であり、後部保留型は有標である。後

部保留型などの語例は語彙的原因で形成したと考える。 

 

６．長さの問題 

 本節では(26b)長さの問題（本章第 4節を参照）について論ずる。 

単語型外来語の中で、語構造上にさらに分けられない単純語の語例がある一方、接辞がつ

いており、「接頭辞♯語基」や「語基♯接尾辞」の構造を持っているように見える語例も存

在することが明白である。そのため、二種類の語例を分けて分析したい。 

 

６．１． 主流形式である「2σ構成」略語 

 接辞を持たない単語型外来語は語構成上に更に分けることができないものと見なせる。

この類の略語を音節数、モーラ数によって、表 5のように分類できる。 

 

表 5 短縮によって形成した語例の音節数、モーラ数 

【1σ、2μ】（1例） チャンピオン 

【2σ、2μ】(15例) サルヴアルサル、セルジ（セルヂ）、モスリン、ハスバンド（ハズバンド）、ポ

リス、エスケープ（ヱスケープ）、エボナイト、ブルジヨアー（ブルジヨア）、ベ

ロリン、コジック、トロッコ、ミステーク、ワニス、フランネル、モルヒネ 

【2σ、3μ】(12例) セメンシイナ（セメンシーナ）、セメント、ブランデイ（ブランデー）、 

ダイヤモンド、レザーレット、パンクチュア、ダイヤグラム、 マントリー、  

マントル、コンパニー、ランドセル、ブランケット、 

【2σ、4μ】（2例） コンキュウバイン、コンミッション 

【3σ、3μ】（4例） バラスト、エレキテル、ロガリズム、フラスコ 

【3σ、4μ】（3例） コンクリート、コールタール、ハンカチーフ 

【4σ、4μ】（1例） アスパラガス 

 

収集した語例の長さは 2μ～4μ或いは 1σ～4σの範囲にある。そして、2σ構成の語例

は最も多い。語例数から見ると、接辞を持たない外来語の略語化において、原語の 2σを取

って略語形を造るのは主流であると言えよう。 
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具体的に見ると、2σ構成略語に、【2σ、2μ】の略語、【2σ、3μ】の略語、【2σ、4μ】

の略語がある。モーラ数が異なる原因として、特殊拍の存在が挙げられる。日本語のモーラ

について窪薗晴夫『語形成と音韻構造』（くろしお、1995）は以下のように述べている。 

 

(29) 長音や撥音(ん)、促音(っ)、二重母音の第 2 要素(ai,au)という、いわゆる「特殊拍」

（また「モーラ音素」）と呼ばれる要素が、モーラとしては独立していても音節レベルで

は独立していないために、モーラ(μ)と音節(σ)の二重構造が必要となってくる。つまり、

モーラの中に、自立性の低い「特殊拍」と、自立性の高い「自立拍」―通常の CVモーラ

―の 2種類があるために、モーラ構造と音節構造のずれが生じるのである。 

 

【2σ、2μ】に属する「セルジ」（「セルヂ」）や「フランネル」などの略語は特殊拍を含んで

いないことが明白である。それに対し、【2σ、3μ】の略語の中で、「セメント」、「ブランデ

イ」、「パンクチュア」、「マントリー」、「マントル」、「セメンシイナ」は撥音、「ダイヤモンド」と「ダ

イヤグラム」は二重母音、「レザーレット」は長音、「ブランケット」は促音を持っている。【2σ、

4μ】略語の中で、「コンキュウバイン」は撥音と二重母音、「コンミッション」は促音と撥音を

持っている。そして、語例の中で、音節を分解させることも見られない。以上のことで、以

下の結論が導かれる。 

 

結論 2：単純語の語構成を持つ外来語が略される際に、原語の 2σ（2μ～3μ）を取って

略語を作るのが主流である。 

 

６．２．原形の長さの制限によって形成した「1σ、2μ」構成の略語 

「1σ、2μ」構成の語例は「チャンピオン」がある。原形「チャンピオン」＜英語 champion

＞は「チャン」と「ピオン」、2σからなっている（「チャン」は撥音の特殊拍、「ピオン」は

二重母音と撥音の特殊拍を持つ）。繰り返しになるが、ここで、結論 2を再掲する。 

 

結論 2：単純語の語構成を持つ外来語が略される際に、原語の 2σ（2μ～3μ）を取って

略語を作るのが主流である。 

 

結論 2で述べたが、単語型略語の主流の長さは 2σ（拍数から見ると、2μ～3μ）である。

外来語「チャンピオン」は 2σの長さしか持っていない。そのため、その略語形は 2μか 3

μになるしかないと考えられる。3μの長さで略される場合、「チャンピオン」が「チャンピ」

に略され、原形の「ピオン」という音節が分断されてしまう。音節の分断を避けるため、「チ

ャンピオン」の略語形として、前部の 2μ「チャン」を取るか、後部の「ピオン」を取るか

は主な問題になる。 

 そして、結論１（本章第 5節末を参照）を見ればわかるように、この時期において、前の
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部分を取って略語を造るのは主流である。従って、外来語「チャンピオン」は「チャン」に

略されることが考えられやすい。 

 ちなみに、語例収集を行う限り、1σ構成の略語は「チャンピオン」しか見つからない。そ

のため、略語の 1σ構成は生産力がかなり低いと考える。 

 

６．３．言語意識上の複合語から短縮した「３σ以上構成」略語 

3σ以上構成の略語の中で、言語意識上の複合語が存在すると考えられる。つまり、一つ

の外来語は単語型であっても、人々の言語意識の中で、さらに分けることができるような構

成を持つと思われることがある。 

 

㈠、「バラスト」について 

外来語「バラスト」について、『外来語の語源』（角川書店、1979）は以下のように述べて

いる。 

 

(30) バラスト【英 ballast】（中略）語源 現在、英国からソ連にかけてヨーロッパ北部の海

運国で使われており、英語には後期ドイツ語から入ったと考えられるが、古スウェーデン

語、あるいは古オランダ語の ballast、barlast＜bar（裸の）＋last（荷物）＞から入っ

た（佘後略）。 

 

そして、『外来語の語源』は「バラスト」が軽荷、底荷、船脚荷、艙底荷などに訳されて

いると述べている。 

明治期の英和辞書を調べ、1869 年の『英和対訳袖珍辞書』は＜英語 ballast＞について

「軽荷」、＜英語 last＞について「last s. 重荷」のように説明している。 

1872年の『英和対訳辞書』は＜英語 ballast＞について「輕荷、舩ニ積ム沙石」、＜英語

last＞について「重荷。沓ヲ作ル形」と説明している。 

つまり、当時の人々は「バラスト」は＜bal＋last＞という語構成を持っていると認識さ

れていた可能性が考えられる。 

  

㈡、「ロガリズム」について 

「ロガリズム」について、『外来語の語源』は以下のように述べている。 

 

(31) ロガリズム【英 logarithm】〘数学〙対数（佘中略）語源 ←近ラテン logarithmus＜

ギリシア lógos（割合、言葉）＋arithmós［数］＜légein［☆レゲイン］（話す）。スコッ

トランドの数学者 J.Napierが 1614年に作った語 

 

＜英語 logarithm＞は＜log＋arithm＞のように構成されていると考える。英語の中で、
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＜arithmetic＞という語の存在は確認できる。 

1869年の『英和対訳袖珍辞書』では「Arithmetic s. 算術」、1872年の『英和対訳辞書』

では「Arithmetic,s. 算術」が見られる。 

「ロガリズム」は対数に訳されているが、「数」の意味を表すのは＜arithm＞の部分であ

ろう。従って、「ロガリズム」は（ローマ字表記で言うと）「log＋arizumu」の構成を持って

いると考えられる。 

 

㈢、「コールタール」について 

「コールタール」について、明治・大正期に出版された一部の辞書が載せているこの語に

対する説明をいくつか引用する。 

 

・コール‐タール［Coal-tar］（名）石炭を蒸焼にする際に生ずる半流動の物質、幾多の

化合物を含有し、「アニリン」又は石炭酸等を製する原料に供せられ、又、「ブリキ」又は

鐵材等に塗りて腐蝕を防ぐ料に供せらる。            金沢庄三郎編『辞林』 

                           

・コールタ‐ール〔Coal-tar〕名 石炭瓦斯及コークス製造の副生物として得らるべき黒

色濃稠の液。特種の臭氣あり。アニリン又は石炭酸の原料となり又ブリキ及鐵材の防腐料

に供せらる。                            郁文舎編『辞海』 

 

・コール・ター（Coal-tar）［英］ 石炭の乾溜により生ずる黒き不透明の液體。鐵器錆

止塗料に供せらる。                    勝屋英造編『外来語辞典』 

・こーる‐たーる （英 Coal-tar）（名） 石炭瓦斯製造の際、瓦斯液と共に餾出する黒

色・悪臭ある粘性物。ぺんき・として、ぶりき・木材等に塗る（後略…）   

                       上田万年、松井簡治著『大日本国語辞典』 

  

『辞林』、『外来語辞典』及び『大日本国語辞典』はいずれも「コール＋タール」の分節を

行ったが、『辞海』は「コールタ｜ール」のように分けている。しかし、＜英語 coal-tar＞

の語構成を見ると、「コール＋タール」のほうが適切であると考えられる。従って、当時に

おいて、「コールタール」が「コール＋タール」の構成を持つと認識されたことがほぼ確定

できる。 

 

㈣、「ハンカチーフ」について 

 「ハンカチーフ」は「ハン＋カチーフ」と見なせる。既に述べたが、池上（1970）は明治

期における＜英語 handkerchief＞の日本語表記のゆれを調査した（本論の第 2 章 2.1 節を

参照）。池上（1970）によると、＜handkerchief＞は「手巾」や「手拭」などの訳語がある。

＜英語 hand＞は「手」に訳されたと考える。つまり、＜handkerchief＞は＜hand＋kerchief
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＞の構成を持つと認識されていたと考えられる。略語「ハンカチーフ」は「ハン」と「カチ」

が結合した結果である。 

 

㈤、その他 

「アスパラガス」の形成原因はまだ不明である。しかし、おそらく「アスパラガス」は複合

語の語構成を持つように認識されていたのではないかと考える。窪薗（2010）は 5μ以上の

長さを持つ外来語が形態的に単純語であっても音韻的に複合語であると述べている。外来

語「アスパラガス」は 6μの長さを持つため、複合語的な語構成を持つと認識されていた可

能性はある。 

 

６．４．原形の漢字表記の仲介によって形成した「３σ以上構成」略語 

 日本語の中で、外来語は漢字で表記されることがある。その場合、漢字表記が仲介になっ

て、外来語の略語化に影響を与える可能性が考えられる。 

 

㈠、「エレキテル」について 

「エレキテル」が「エレ」ではなく、「エレキ」に略されるのは漢字表記の影響があった

かもしれない。 

＜蘭語 elektriciteit＞の訳語として、『紅毛雑話』（国書刊行会編『文明源流厳書』（国

書刊行会、1914）による）の「野禮幾的爾」、橋本宗吉著『阿蘭陀始制ヱレキテル究理原』

（三崎省三、1925）の「越禮紀低児」と「天気器エレキテル」、『厚生新編 巻 37』の「野列

吉的児」などがあるが、「エレキ」の当て字として「越歴」というものがある。 

1856年の川本裕幸民譯『氣海觀瀾廣義 巻十一』は「越エ歴レキ的テ里リ失シ帝テイ多ト。

従来越歴的児と稱スル者ナリ。今此篇略シテ越歴トナレ」というように書いてある。 

1871年の中神保抄訳『電気論』には「越歴久登里止低」、1873年の瓜生政和編『西哲叢談』

（瓜生政和、1873）には「越歴篤児」が見られる。 

従って、「エレキテル→エレキ」というより、「越歴的児→越歴」や「越歴篤児→越歴」と

考えたほうがよいのではないかと考える。＜蘭語 elektriciteit＞の漢字表記は二字漢語に

略された結果、「エレキ」という 3σの略語が形成したと考えられる。 

 

㈡、「フラスコ」について 

飛田良文・惣郷正明編『明治のことば辞典』（東京堂、1986）によると、「フラスコ」＜葡

語 frasco＞の訳語に「仏狼壺」、「硝子壜」、「仏狼瓷」などがある。 

その中で、『明治のことば辞典』によると、「仏狼壺」という訳語は慶応 3 年の『和英語林

集成』と明治 10年の『和独対訳字林』にある。＜葡語 frasco＞は早い時期に「仏狼壺」に

訳されたことがわかる。壺は「こ」で発音される（『日本国語大辞典 第二版』の「壺」の項

目を参照）ため、「フラスコ」は「フラス」が「仏狼」、「コ」は「壺」に対応することが考
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えられる。 

つまり、漢字表記の影響で、「フラスコ」は「フラス＋コ」のような構成を持つと認識さ

れていた可能性が高い。そのために「フラス」が略語形になったと考える。 

 

㈢、「コンクリート」について 

「コンクリート」の形成も漢字表記の影響であると考える。明治・大正期において、＜英語

concrete＞を「コンクリート」に訳すこと以外、漢語表記も存在している。 

「地質調査所年報 明治 17年報第壹號」（農商務省地質調査所、1884年）に「混(コン)凝

(クリー)土(ト)」、クラーク著『欧米築路法』（勤行堂、1888 年）及びの臨時横浜築港局編

『横浜築港誌』（中野健明、1896 年）に訓なしの「混凝土」、竹貫直次著『応用地木工学』

（博文館、1898年）に「混(コン)凝(クリー)土(ト)」、広井勇著『築港 巻の一』（工学書院、

1901 年）に「混(コン)凝(クリ)土(ート)」、久野末五郎著『実地土木工学』（博文館、1904

年）に「混(コン)凝(クリー)土(ト)」がある。 

漢語として、混凝土は複合語構成を持っており、「混凝＋土」に分節されることが考えや

すい。混は「こん」で、凝は「くり」で発音される（『日本国語大辞典 第二版』を参照）た

め、略語「コンクリート」は漢字略語「混凝＋土」の「混凝」（こんくりと発音される）か

ら由来する可能性が考えられる。 

 以上のように、6.2 節～6.4 節をもって、1σ の略語と 3σ 以上の略語の形成について分

析、推測を行った。特に 3σ以上の略語について、これらの原形は当時の人々の言語意識の

中で二つの部分に分割することができる構成を持っていると認識されていたと考える。こ

のような構成は「ガイド・ブック」や「モーニング・コート」のような複合語構成と異なる

ことが明らかである。そのため、この類の外来語を「言語意識上の複合語」と呼ぶことにす

る。 

 さらに、漢字表記を持つ外来語の略語化において、漢字表記の存在は人々の言語意識を影

響し、漢字表記の仲介が略語化に影響を与える可能性が存在する。。 

従って、以下のような結論がある。 

 

結論 3：人々の言語意識の中で、二分することができる構成を持つ「言語意識上の複合

語」は存在するこの類に属する。外来語は 3σ 以上の長さに略されることがある。 

 

７．接辞が略語化に与える影響 

 「ミリメートル」、「キログラム」、「プロスティテュート」（「プロスチュート」、「プロステチュート」）、「プログ

ラム」、「プロレタリアート」（「プロレタリア」）、「インバネス」（「インヴァネス」）、「カリウム」、「アルミニ

ューム」（「アルミニユーム」）、「ビルディング」、「コスメチック」、「タイピスト」、「エンゲーチメント」、「ミ

スター」、「ピツチヤー」、「コレスポンデンス」などの語例はその原語が接辞を持っていると考える。 

 外国語の中で、接辞を持つ語が非常に多い。例えば、＜英語 millimeter＞は千分の一を
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意味する接頭辞＜milli～＞を持っている。＜millimeter＞が日本語に入り、「ミリメートル」

に音写される。＜milli＞に対応する「ミリ」が自然に千分の一を意味する接頭辞として認

識される。従って、英語の語構成の影響によって、日本語「ミリメートル」も「ミリ（接頭

辞）＋メートル（語基）」のような構成を持つように認識される。「ミリメートル」の略語化

において、原形は「ミリ＋メートル」に分節され、前部にある「ミリ」が略語形になった。 

 「キログラム」＜英語 kilogram＞も「ミリメートル」とよく似ている。英語の中で、＜

kilo＞は千倍の意味を表す接頭辞である。外国語の語構成の影響によって、日本語としての

「キログラム」も「キロ＋グラム」に分節される。従って、「キログラム」が「キロ」に略

される。 

 英語の中で、＜pro＞は接辞としてよく見られる。その影響によって、日本語の「プロ」

も接辞として認識されるようなった可能性が考えられる。従って、「プロスティテュート」

＜英語 prostitute＞、「プロレタリアート」＜英語 proletariat＞、「プログラム」＜英語

program＞はいずれも「プロ」＜pro～＞という接頭辞を持っていることになる。そのため、

これらの語は「プロ」に略される。 

 「インバネス」＜英語 inverness＞は「ネス」＜～ness＞という接尾辞を持っているため、

「インバ」が略語形になる。 

 「カリウム」＜独語 kalium＞は「イウム」＜～ium＞という接尾辞を持っている。略語化

される際に、接辞の＜ium＞にあたる部分が省略され、語基＜kal＞にあたる「カリ」が保留

され、略語形になる。「アルミニューム」も同じく＜～ium＞の接辞を持っている。略語化さ

れる際に、この語は「アルミ♯ニューム」に分節される。「アルミ」は語基の部分にあたり、

「ニューム」は接辞の部分にあたる。「アルミニューム」は「アルミ」と「ニューム」とい

う二つの略語形がある。 

 「ビルディング」＜英語 building＞は＜～ing＞という接尾辞を持っている。略語化され

る際に、＜～ing＞にあたる部分が省略される。ということで、前部の 2μである「ビル」が

略語形になる。 

 「シスター」は＜英語 sister＞に対応している。略語化される際に、＜～er＞にあたる

部分が省略され、語基＜sist＞から取った 2σは略語形になる。 

 「コスメチック」は「チック」＜～tic＞の接尾辞を持つため、「コスメチック」のように

分節され、その略語形は「コスメ」と「チック」二つがある。既にで述べたが、二つの略語

はそれぞれ「コスメチック」の異なる意味側面を指すと考える（本章 5.3 節、63 ページを

参照）。 

「タイピスト」は＜～ist＞という接尾辞を持つため、「タイピスト」に分節される。隠語

の性質を持たせるため、人々は敢えて後部の「ピスト」を取って略語形を造る。 

その他、「エンゲーチメント」＜英語 engagement＞、「ピツチヤー」＜英語 pitcher＞はい

ずれも接尾辞にあたる部分が省略され、語基が略語形になる。 

もちろん、接辞を持つすべての外来語は「接頭辞＋語基」あるいは「語基＋接尾辞」のよ
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うに認識されるとは限らない。例えば、「コレスポンデンス」＜英語 correspondence＞は接

尾辞を持っているが、その略語化は接辞の存在に影響されない。その原因について、語形が

長いこと、すなわち、他の外来語は 5μ以下の長さに対し、「コレスポンデンス」は 8μの

長さを持つことおよび接辞がよく認識されていないことが考えられる。この語が「コレス」

に略される原因はおそらく「コレス＋ポンデンス」のような構成を持つと認識されていたと

推測する。 

以上の考察より、接辞を持っているかどうかによって、単語型外来語の略語化はかなり変

わることがわかった。そして、以下の結論がある。 

 

結論 4：接辞を持つ単語型外来語はその略語化において、語構成的に「接頭辞♯語基」あ

るいは「語基♯接尾辞」のように分節されることがある。このような分節は略語化

に影響を与える。 

 

８．まとめ 

 ここまでの考察で導かれたのは四つの結論がある。 

 

結論 1：明治・大正期において、単語型の外来語は前部保留型に略される傾向が非常に強

い。単語型略語の中で、前部保留型は無標であり、後部保留型は有標である。後部

保留型などの語例は語彙的原因で形成したと考える。 

 

結論 2：接辞を持たない単純語の外来語が略される際に、原語の 2σ を取って単語型略

語を作るのが主流である。拍数で言うと、その主流の長さは 2μ～3μである。 

 

結論 3：人々の言語意識の中で、二分することができる構成を持つ「言語意識上の複合語

は存在する。この類に属する外来語は 3σ 以上の長さに略されることが普通である。 

 

結論 4：接辞を持つ単語型外来語はその略語化において、語構成的に「接頭辞♯語基」あ

るいは「語基♯接尾辞」のように分節されることがある。このような分節は略語化

に影響を与える。 

 

ある語彙を省略する際に、前の部分を残し、それを略語形にすることは最も普通である。

これは人間が前の部分で元々の語形を思い出しやすいからであると考えられている。つま

り、結論１はやはり人間の言語意識と深い関連を持っていると考える。この点について、窪

薗（2002）は指摘している（序論 5.4節を参照）。 

日本語の語彙の中で、2μ～4μの語は主流である。特に和語は 2μを持つことが多い。そ

れに対し、外来語は語形が長い存在である。例えば、「ダイヤモンド」は 6拍、「アスパラガ
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ス」は 6拍の長さを持っている。従って、人々は外来語を略す際に、その語形を 2σ（「2σ、

2μ」、「2σ、3μ」）の長さに短縮することが主流である。 

一方、外国語の語構成や漢字表記の存在などの原因によって、ある単語型外来語は「前部

＋後部」のように認識される場合もある。3σの略語が造られるのは結論 3が述べるように

人間の言語意識と関連があるのであろう。 

接辞を持たない単語型外来語は語構成上に更に分けられない単純語であり、音韻で分節

するしかない。接辞を持つ単語型外来語は派生語になっており、その中の一部は略語化にお

いて語構成で分節されることがある。つまり、結論 4では単語型外来語の中でも合成語の語

構成を持つ語例が存在することを述べた。 
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第 4 章 明治・大正期における外来語略語の形成 

―複合語型略語を中心に― 

 

１．はじめに 

第 3章は明治・大正期における単語型略語の形成上の特徴を分析したが、同時期における

複合語型略語の形成について触れていない。 

従って、本章は語例調査で集めた語例に対する分析を踏まえ、明治・大正期における複合

語型略語の形成について考察を行う。分析対象となる語例は明治・大正期に出版された①～

⑮の辞書から抽出したものである。 

 

２．複合語型略語の語例 

２．１．具体的な語例 

 辞書調査を行って、明治・大正期の複合語型略語 74例（異なり語数）を集めた。収集し

た略語の原語はほとんど「前単語＋後単語」のように二つの語で構成されている。どのレベ

ルで略語化を行うか、原形をどの部分を保留するかによって、すべての語例を「前単語保留

型」、「後単語保留型」、「前後結合型」、「部分抽出型」及び「原形と不対応の略語」という五

種類のグループに分けられる。その具体例は本論第 1章を参照されたい。 

 

２．２．各種類の複合語型略語についての分析 

 「原形と不対応の略語」について、本論第 2章 2.2節においてその形成原因を分析したた

め、ここで、「原形と不対応の略語」についての説明を省くことにする。 

 「前単語保留型」の省略パターンは「語レベルの略語化」に属する（略語化のレベルにつ

いての分析は序論 4.4．2節を参照）。略語化において、「前単語＋後単語」の構成を持つ原

形は後単語が削除され、前単語が保留され、略語形になる。語例として、「オーバー・コート」、

「ガイド・ブック」などがある。 

 「後単語保留型」の省略パターンも「語レベルの略語化」に属する。略語化において、原

形は前単語が削除され、後単語が保留され、略語形になる。語例として、「コンデンス・ミルク」

や「ソウイング・ミシン」などが挙げられる。 

 以上の二種類の略語に対し、「前後結合型」と「部分抽出型」の省略パターンは「拍レベ

ルの略語化」に属することが明らかである。 

 「前後結合型」には形態が異なる二種類の語例が見られる。一つは「セコンド・ハンド」の

ようなものである。略語形は原形の前単語の一部と後単語の一部が結合したものである。例

えば、「セコ・ハン」という略語は原形前単語の 2μと後単語の 2μが結合して形成したもの

である。もう一つは「オート・バイスクル」（「オート・バイシクル」）のようなものである。

略語形は原形の前単語と後単語の一部が結合したものである。「オート・バイスクル」の場

合、前単語の「オート」と後単語から取った 2μの「バイ」が結合し、略語形「オート・バ
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イ」が造られた。 

 一方、「部分抽出型」の語例も存在する。この型も二種類の語例に分けられる。一つは「ア

ルミニウム・ブロンズ」のようなものである。原形は前単語の一部だけが保留され、略語形になる。

一つは「スイート・ポテト」のようなものである。原形は後部語の一部だけが保留され、略語形

になる。原形「スイート・ポテト」は前単語「スイート」と後単語「ポテト」の最後の拍「ト」

が削除され、後単語から取った 2μ「ポテ」が保留された。 

 以上のように、「前単語保留型」、「後単語保留型」、「前後結合型」と「部分抽出型」につ

いて分析を行った。この四種類の略語はいずれも複合語外来語を「短縮」することによって

造られたものである。これらに対し、「原形と不対応」の略語は存在する。 

 

３．明治・大正期における複合語型略語の形成  

本節から、短縮によって造られる複合語型略語について分析を行う。本章 2.2節の各種類

に対する分析を踏まえ、複合語型略語は以下の図のように、四つの類に分けられる。 

 

図 3 複合語型略語の分類 

 

 

複合語型略語の形成を明らかにするために、(32)の問題を考える必要がある。 

 

(32) 複合語型外来語はどの場合に「語レベルの略語化」で略すか、どの場合に「拍レベル

の略語化」で略すか。 

「語レベルの略語化」で略される際、外来語はどの場合に「前単語保留型」に略すか、

どの場合に「後単語保留型」に略すか。 

「拍レベルの略語化」で略される際、原語はどの場合に「前後結合型」に略すか、どの

場合に「部分抽出型」に略すか。 

 

略語化のレベルについて、本論第 1章で挙げた語例を見ればわかるように、「語レベルの

略語化」で造られた語例が圧倒的に多い。それに対し、「拍レベルの略語化」の語例はただ

12 例（「前後結合型」6例、「部分抽出型」6例）しかない。そのため、以下のような結論が

ある。 

語レベルの略語化 前単語保留型

後単語保留型

複合語型外来語

前後結合型

拍レベルの略語化 部分抽出型
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結論 5：複合語外来語の略語化は「語レベルの略語化」と「拍レベルの略語化」に分けら

れる。「語レベルの略語化」グループには「前単語保留型」と「後単語保留型」が

ある。「拍レベルの略語化」には「前後結合型」と「部分抽出型」がある。 

明治・大正期において、「語レベルの略語化」で造られた語例が圧倒的に多く、

主流形式である。一方、「拍レベルの略語化」の語例は存在するが、数がかなり少

ない。 

 

残る問題点について、4.1節～4.4節をもって、各型の略語語例を一種類ずつ分析してい

くと考える。 

 

４．主流形式である「前単語保留型」 

４．１．原形の「修飾部＋主要部」意味構造 

 辞書調査を行って、「前単語保留型」の語例を 44例収集した。それに対し、「後単語保留

型」の語例を 18例収集した。 

従って、「前単語保留型」は生産力が強く、「語レベルの略語化」のグループの中でも主流

形成であると言える。 

窪薗（2002）は「前単語保留型」の形成について、（33）、（34）の二つの原理を述べている。

(33)、(34)は窪薗（2002）から引用したものである（波線は佘によるもの）。 

 

(33) 語の想起や同定にとって語頭の部分はとりわけ重要な意味を持っている。（佘中略）人

間が複合語を記憶・想起する際の手がかりは語の前半部にある。それゆえ、短縮する際

は前半部分を残した方が後半部を残すよりも元の語を想起しやすいと思われる。 

 

(34) 複合語短縮にはもう一つ大きな原理も考えられる。それは、複合語の中で「修飾部と

なる要素を残せ」という要請である。複合語は通常、ある要素が別の要素を修飾する形

で語が成り立っている。「こうもり傘」の場合には「こうもりのような傘」という意味で

「こうもり」が「傘」を修飾・限定する。このような意味構造において、「こうもり」は

修飾部、「傘」は主要部と呼ばれている。主要部とはかつて「被修飾部」と呼ばれていた

ものである。日本語の複合語は基本的に「修飾部＋主要部」という構造を持つ。（佘中略）

たとえば食堂で注文する際に「定食」と言ったのでは意味をなさないことが多い。「とん

かつ定食」「中華定食」「トンペイ定食」等々、多種類の定食メニューがあるために、後

部要素（主要部）の「定食」だけ言ったので不十分ということになる。つまり、このよう

な言語使用の場面では複合語の修飾部が意味の区別に役立っているのである。 

 

(33)は語頭を残す方が原形を想起しやすいことを指摘している。(34)は複合語の「修飾部＋

主要部」という意味構造が略語化との関連性を述べている。 
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本研究が集めた外来語語例を見ると、複合語型外来語は「前単語＋後単語」の構成を持つ。

前単語と後単語とは色々な意味関係を持つことが可能であるが、「修飾部＋主要部」という 

修飾関係を持つ場合は多くある１９。「修飾部＋主要部」の意味構造を持つ外来語において、

主要部より、修飾部のほうが意味の区別に役立っている。 

44 例の「前単語保留型」の原形のほとんどは「修飾部＋主要部」の意味構造を持ってい

ると考える。例えば、野球の三塁を意味する「サード・ベース」は前単語「サード」が後単

語「ベース」を修飾・限定し、一塁でも二塁でもなく、三塁であるということを表す。同じ

ように、手引き、案内書の意味を表す「ガイド・ブック」は前単語「ガイド」が案内の意味

であり、後単語が本の意味である。この複合語の中で、「ガイド」は「ブック」を修飾し、

「ブック」の用途を表す。 

「フロック・コート」、「オーバー・コート」、「モーニング・コート」、「レイン・コート」

のような「コート」に関する語彙グループが存在する。これらの語において、「フロック」、

「オーバー」、「モーニング」、「レイン」は修飾部であり、「コート」は主要部である。言語

使用の場面において、主要部の「コート」より、「フロック」、「オーバー」などの「修飾部」

のほうが意味の区別に役っている。そのため、「フロック・コート」、「オーバー・コート」

などの外来語は「前部保留型」に略されやすいと考えられる。 

 以上のように、複合語型外来語が持つ「修飾部＋主要部」という意味構造はその略語化を

影響する。結論を先に言うと、以下のようである。 

 

結論 6：複合語型外来語は「修飾部＋主要部」の意味関係を持っており、言語の使用場面

において、主要部より修飾部のほうが意味区別に役立っている。明治・大正期にお

いて、このような意味構造を持つ語は「前単語保留型」に略される傾向が強い。 

 

４．２．具体例の分析 

 「修飾部＋主要部」の意味構造を持つ複合語型外来語が前単語保留型に略される傾向が見

られると結論 6 は述べたが、本節は具体例を挙げながら、結論 6 が述べたことを説明した

い。 

 典型的な語例は「コート」に関する語彙グループである。④『外来語辞典』は「オーバー・

コート」、「フロック・コート」、「モーニング・コート」を収録し、⑦『現代新語日用辞典』

が「レイン・コート」を収録している。四つの語は後単語がすべて「コート」（主要部）で

ある。つまり、「～コート」の場合に、他の語との区別という機能を持つのは前にある修飾

部である。それに対し、主要部である「コート」は他の語との区別という機能を持たない。

 
１９ 斎賀（1957）は合成語の意味的関係を六種類に分けている。「修飾関係」のほか、「並立関係」「主述関

係」「補足関係」「補助関係」「客体関係」がある。「修飾関係」について「前部分が後部分の意味を修飾す

る関係である（国会‐議員、映画‐監督、始発‐列車、平和‐国家、肉‐料理、一部‐学生など）。修飾

要素は常に被修飾要素に先行する。この修飾のしかたには、様々な種類があって、決して単純ではない」

と説明している。 
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そのため、略語化される際に、語を区別できる前単語「オーバー」「フロック」「モーニング」

と「レイン」が略語形として保留され、後にあるの部分である「コート」が削除された。 

 同じように、「ガイド・ブック」と「ノート・ブック」も「～ブック」の語彙グループに

おいて、後単語「ブック」が主要部である。前単語「ガイド」と「ノート」は使用目的を表

し、「ブック」を修飾している。略語化される際に、他の語と区別できる「ガイド」と「ノ

ート」が略語形として保留され、繰り返して出現する「ブック」が省略される。 

 「ステロ・タイプ」は印刷用語であり、印刷で用いる鉛板を指している。ほかに、「コロ・

タイプ」＜英語 cellotype＞という印刷用語がある。④『外来語辞典』は「コロタイプ

（Cellotype）［英］写真印刷版の一種」と説明している。略語化される際に、「ステロ・タ

イプ」は「前単語保留型」に略された２０。 

 「コール・マネー」（「コール・マニー」）は銀行が仲立業者等の低利にて貸す資金である。

④『外来語辞典』に「ハンド・マネー」＜英語 hand money＞という語が見られる。この語は

「手附金、保護金」の意味を持っている。そのため、「コール・マネー」と「ハンド・マネ

ー」は「～マネー」の銀行関連用語のグループに属すると考える。その中で、「コール・マ

ネー」は略語化が起こり、「ハンド・マネー」と共通する「マネー」の部分が削除され、異

なる部分「コール」が略語形になった。「ハンド・マネー」の略語化は見られない。 

 「サード・クラス」は④『外来語辞典』に収録されている。同辞書は詳しく書いていない

が、この語が対応するのは三等、三流の意味を表す＜英語 third class＞であろう（『ラン

ダムハウス英和大辞典 第二版』の「third class」項目を参照）。勿論、一等、一流を表す

「ファースト・クラス」や二等、二流を表す「セコンド・クラス」も存在する。時期がやや

遅くなるが、英文大阪毎日学習号編輯局『萬国新語大辞典』（大阪出版社、1935）は「ファ

ーストクラス（First-class）第一位。一等」という語例を収録している。『日本国語大辞典 

第二版』の「セコンド‐クラス」項目は 1946年の正宗白鳥「ソ聯十日」の文「クーポンの

セコンドクラスの切符所有者たるに過ぎない私達を、何故こんな所に入れたのか、甚だ了解

に苦しんだが」を挙げている（波線は佘によるもの）。そのため、三つの語は「～クラス」

の語彙グループに属すると考える。「サード・クラス」は略される際に、ほかの語と共通す

る「クラス」が削除され、異なる部分「サード」が保留された。 

 「サード・ベース」は野球用語であり、三塁の意味である。その他に、「ファースト・ベ

ース」、「セカンド・ベース」も存在する（『日本国語大辞典 第二版』の「ファースト・ベー

ス」、「セカンド・ベース」項目を参照）。 

三つの語は「～ベース」の語彙グループに属し、「前単語＋ベース」の構成を持っている。

略語される際に、繰り返して出現しているため、後単語「ベース」は削除されてしまう。前

 
２０ 辞書調査を行う限り、「コロ・タイプ→コロ」のような略語化は見つからない。その原因の一つとし

て、使用頻度が低いことが考えられる。略語化されたが、限られた範囲でしか使わず、辞書に収録されな

かった可能性も存在する。いずれにせよ、辞書調査の結果から見ると、語彙グループに属するすべての語

は必ず略語化が起こるとは限らない。 
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単語「サード」は略語形になる。同じように、「ファースト・ベース→ファースト」、「セカ

ンド・ベース→セカンド」の略語化も起こっている（『日本国語大辞典 第二版』の「ファー

スト」、「セカンド」項目を参照）２１。 

 『外来語辞典』が収録している「スチーム・パイプ」はパイプの一種である蒸気管、汽管

の意味である。その他に、雑誌『工業之大日本』12巻 4号（工業之大日本社、1915．04）に

「エキゾスト・パイプ」（排気管を指す）、雑誌『生活』6巻 8号（博文館、1918．04）に「ガ

スパイプ」が見られる。「スチーム・パイプ」、「エキゾスト・パイプ」、「ガス・パイプ」は

「～パイプ」のグループに属し、「パイプ」の下位概念になっている。「スチーム・パイプ」

の略語化において、後単語「パイプ」が削除され、前単語「スチーム」が保留される。「エ

キゾスト・パイプ」と「ガス・パイプ」は略語化が起こっていない。 

 ④『外来語辞典』が収録している「アパートメント・ハウス」と⑬『新しい言葉の字引大

増補改版』が収録している「ボーディング・ハウス」も同じ「～ハウス」の語彙グループに

属し、「～ハウス」の下位概念になっている。略語化される際に、後単語「ハウス」が削除

され、「アパートメント・ハウス」は「アパートメント」、「ボーディング・ハウス」は「ボ

ーディング」に略される。 

 「タングステン・ランプ」は「チルフラムの繊條を有する白熱電灯」を指す。それに対し、

④『外来語辞典』は「タンタラムの繊條を有する白熱電灯」を指す「タンタラム・ランプ」

を収録している。つまり、「～ランプ」は少なくとも「タングステン・ランプ」、「タンタラ

ム・ランプ」という下位概念を持っている。その中で、「タングステン・ランプ」は略語化

され、「タングステン」に略された。「タンタラム・ランプ」の略語化は確認されていない。 

 ほかに、「ニュース・ペーパー」（「ニューズ・ペーパー」）、「ラフ・ペーパー」、「パス・ボ

ール」、「ベース・ボール」、「ネット・プライス」、「ランニング・レース」、「ダブル・カラー」、

「オリンピック・ゲーム」、「ネーブル・オレンジ」、「ハンチング・キャップ」、「ブリュー・

ストッキング」、「スモーク・ルーム」、「ポリス・マン」などの語例はいずれも「修飾部＋主

要部」という意味構造を持っており、「前部保留型」に略されている。 

 

４．３．「後単語保留型」の語例 

後単語保留型の中で、外国語をそのまま音写した略語、「原形の主要部を保留する」傾向

によって形成した略語がある。4.3．1 節は外国語をそのまま音写した略語を述べる。4.3．

2 節は「原形の主要部を保留する」傾向によって形成した略語について述べる。 

 

４．３．１．外国語から音写した略語 

後単語保留型の語例の一部は外国語略語をそのまま音写したものである。例えば、日本語

 
２１ 「サード・クラス」と「サード・ベース」とはいずれも「サード」に略されているが、略語の使用場

面がかなり異なるため、同音衝突が起こりにくい。野球の話題をするとき、「サード」と言ったら、「サー

ド・クラス」でなく、「サード・ベース」を想起することは普通である。 
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の中で、「ニュース・ペーパー」（「ニューズ・ペーパー」）は「ペーパー」に略されている。

実際に、英語の中でも、＜newspaper＞は＜paper＞に略されており、＜paper＞は新聞紙の

意味を持っている。＜英語 paper＞について、上野陽一『学生英和辞典』（博報堂、1910）は

「paper（佘中略）4．新聞紙」、『井上英和大辞典』（至誠堂書店、1919）も「paper,n,（佘

中略）七 （＝newspaper）新聞紙」と書いてある。英和辞書の記載によって、＜paper＞は

新聞紙という意味を持つことがわかった。つまり、略語としての「ペーパー」は英語略語＜

paper＞を音写したものであると考えられる。 

楽器一種である「ヴァイオロン・セロ」（「ビオロン・セロ」、「ヴイオロン・セロ」）の略

語「セロ」も同じような原因で形成したと考える。⑫『最新現代用語辞典 大正 14年版』は

「ヴァイオロン・セロ（英）Violon-cello 西洋樂器の名。單にセロともいふ」と説明して

いる。「セロ」が対応するのは＜英語 cello＞である。＜cello＞について、『井上英和大辞

典』は「cello,n,violoncello（セロ）の略」と説明している。英語の中で＜cello＞は略語

として＜violon cello＞の意味を持っている。そのため、日本語の「セロ」も「ヴァイオロ

ン・セロ」の略語になる。 

後単語保留型「マントル」は原形が「ガス・マントル」であり、「ガスランプの燄を覆ふ

もの」（③『日用舶来語便覧』の「ガスマントル」項目を参照）である。その形成も英語略

語に影響されると考えられる。『ランダムハウス英和大辞典 第二版』は＜gas mantle＞につ

いて、「gas mantle＝mantle」と書いてある。『新英和大辞典 第六版』（研究社、2002）は＜

mantle＞について、「マントル｟ガス灯などの炎を覆って白熱炎を発させる網状の薄いフー

ド｠」と説明している。辞書の説明から見ると、英語の中で、＜mantle＞は＜gas mantle＞

の意味を表すことができる。日本語「マントル」は＜mantle＞から由来し、「ガス・マント

ル」の意味も持っていると考えられる。そのため、「マントル」は「ガス・マントル」の略

語になる。 

後単語保留型「ボール」は原語が「アンフェア・ボール」である。＜英語 ball＞につい

て、『ランダムハウス英和大辞典 第二版』は「〘野球〙ボール（⇔strike）：There are three 

～s and no strikes」、『新英和大辞典 第六版』は「〘野球〙ボール｟ストライクにならな

い投球｠」と説明している。英語の中で、＜ball＞は＜unfair ball＞の意味を持つことが

わかった。そのため、＜ball＞から由来する「ボール」も「アンフェア・ボール」の意味を

持つようになり、「アンフェア・ボール」の略語になる。 

 

４．３．２．「原形の意味の主要部を保留する」傾向によって形成した略語 

修飾関係を持つ「前単語＋後単語」構成の複合語外来語が前単語保留型に略されやすい

（本章 4.1節の結論 6 を参照）。なぜかというと、「修飾部＋主要部」の意味構造を持つ複合

語は多くの場合にあるグループに属し、一つの下位概念になっている。グループの中の語は

後単語が共通しており、主要部より修飾部のほうが他の語との意味区別に役立っている。実

際にコミュニケーションを行う際に、会話の繰り返し出現する部分が省略されやすいため、
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繰り返して出現する後単語が略されやすい。それに対し、前単語が後単語を修飾し、複合語

全体の意味を左右できる。言い換えれば、修飾部である前単語は他の語との意味を区別する

機能を持っている。そのため、前部語が保留されやすくなり、「前単語保留型」の略語が造

られる。 

 しかし、「後単語保留型」が形成する際に、修飾部である前部語は削除され、後部語は保

留されて、略語形になる。その原因について、意味の主要部を保留する傾向が存在すること

が考えられる。 

 例えば、後単語保留型「ミシン」は原形が「ソウイング・ミシン」（＜英語 sewing machine

＞）である。「ソウイング・ミシン」の中で、「ミシン」は＜machine＞から由来し、「機械」

の意味であり、複合語の主要部である。 

「ミルク」は「コンデンス・ミルク」の略語である。原形の中で、前単語「コンデンス」

は「濃縮」の意味であり、後単語「ミルク」を修飾している。被修飾部である「ミルク」は

複合語の意味主要部である。 

「デッド・マスク」は後単語保留型の省略パターンで「マスク」に略される。その語の中

で、「デッド」は＜英語 dead＞に対応し、修飾部である。後単語の「マスク」は「仮面」の

意味を持ち、主要部である。 

その他、「ブッキング・クロース」、「ライテング・タブレット」、「ゲラス・ペーパー」、「サ

ンド・ペーパー」などの複合語外来語はいずれも後単語である主要部が略語形として保留さ

れたのである。 

ここで、一つの重要な問題が出てくる。「修飾部を保留する」という傾向が強い明治・大

正期において、なぜ「意味の主要部を保留する」傾向が存在するか。 

やはり、意味の主要部である「後単語」をいうだけでも意味が通じるからだと考える。窪

薗（2002）が「とんかつ定食」、「中華定食」、「トンペイ定食」などの定食メニューを挙げて

「前単語保留型」の形成を分析している（本章 4.1 節の(34)を参照）。食堂で注文する場合、

もし食堂のメニューに「とんかつ定食」「中華定食」「トンペイ定食」などの料理があったら、

客は「定食」を言っても意味が通じないため、「とんかつ定食」を「とんかつ」、「中華定食」

を「中華」、「トンペイ定食」を「トンペイ」を略すしかない。一方、食堂のメニューには「や

きそば」、「カレーライス」があり、定食類が「日替わり定食」しかない場合、客は「日替わ

り定食」を「定食」に略して注文しても意思が通じることができる。 

 一部の「後単語保留型」の語例の形成も同じような原因で説明できると考える。例えば、

略語「ミシン」の形成である。「ミシン」の原語は「ソウイング・ミシン」＜sewing machine

＞であり、「縫製機械」の意味をする。その歴史について、池田（2016）は以下のように述

べている。 

 

(35) 日本に始めてミシンが渡来したのは 1860（万延元）年である。1872（明治 5）年には

鉄道員服及び礼服の制定、1872（明治 7）年には教員の洋服が制定された。さらに、1877
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（明治 10）年 2月の西南戦争勃発に伴う軍服の需要から、ミシンによる軍服の大量生産

が始まった。1886（明治 19）年、陸軍被服本廠が創立され、1894～1895（明治 27～28）

年の日清戦争の戦役により、被服並びにミシンの技術の進歩向上が著しく進んだという。

米国シンガーミシン社は 1900（明治 33）年、日本国内でミシンの販売を開始した。（佘

中略）シンガーミシン社はミシン販売にあたって東京、大阪、長崎、名古屋をはじめと

し、全国に分店を設置した。その数は 1906（明治 39）年には 60店以上、1908（明治 41）

年には 150店以上に及んだ。1906（明治 39）年（佘中略）シンガーミシン社は、日本初

のミシンの月賦販売を行い、ミシンの購入をしやすくし、家庭婦人へのミシンの普及を

加速させた。 

 

(35)は池田（2016）から引用したものである。「ソウイング・ミシン」というものは 18世紀

60 年代から日本に輸入され、徐々に普及していった。特に、20世紀に入ってから、シンガ

ーミシン社の在日販売によって、「ミシン」が普通家庭への普及も一層速くなった。そのた

め、明治中後期の人々にとって、日常生活で接触できる機械は「ソウイング・ミシン」しか

ない可能性が考えられる。「ミシン」（「機械」、＜machine＞）と聞いたら、「ソウイング・ミ

シン」＜sewing machine＞を想起できるのであろう。というような原因で、明治期という特

定の時代において、「ミシン」は「ソウイング・ミシン」の略語として定着した可能性があ

ると考えられる。 

 

４．３．「2μ＋2μ」を主とする「前後結合型」 

 「前後結合型」に属する語例は 6例しかない。それぞれは「セコンド・ハンド」、「セコンド・

チャンピオン」、「オート・バイスクル」（「オート・バイスクル」）、「ビーフ・カツレツ」、「ビーフ・ステ

ーキ」、「プロレタリア・ブルジヨア」である。 

 その中で、「プロレタリア・ブルジヨア」は「プロレタリア」の略語「プロ」と「ブルジョア」

の略語「ブル」が結合して形成したものであると考えられる。本研究が調査した 15冊の明

治・大正期辞書の中で、「プロ・ブル」を収録しているのは 1926年出版の⑮『新らしい言葉

は何でもわかる』しかない。⑮『新しい言葉は何でもわかる』はこの語について「プロはプ

ロレタリア又はプロレタリラートの略稱。ブルはブルジヨア又はブルジヨアジーの略稱」と

説明している。1924年出版の⑪『現代語辞典』は既に「プロレタリアート」と「ブルジヨア」とい

う略語を収録している。略語「プロ」と「ブル」は形成時期がより早いため、「プロ・ブル」

は「プロ」と「ブル」とが結合して形成したことが考えられる。 

 さらに、「ビフ・テキ」は＜仏語 bifteck＞を音写したものである可能性がある。仏語の

中で、＜bifteck＞はステーキ、ステーキ肉の意味を持っている（『小学館ロベール仏和大辞

典』（小学館、1988）の「bifteck」項目を参照）。惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』

は「ビフテキ」の項目について「▸意味 フランス語 bifteckの外来語。坪内逍遥の『当世

書生気質』一〇（明治 18）には「後はビフテキという注文だヨ」とみえる」と説明してい
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る。『世界大百科事典 第２版』（平凡社、1998）は「ビーフステーキ」に関する説明の中で

「牛肉のステーキ。（佘中略）日本ではビフテキともいうが、これはフランス語 bifteckの

なまりである」と説明している。そのため、「ビフテキ」は「ビーフ・ステーキ」を略した

ものではなく、外国語＜bifteck＞を音写したものであると考えられる。 

 「プロ・ブル」、「ビフ・テキ」を除いて、前後結合型の語例は 4例がある。それらの拍数

を見ると、以下のようである。 

 

(33)  「2μ＋2μ」構成：「セコンド・ハンド」、「セコンド・チャンピオン」、「ビーフ・カツレツ」 

   「3μ＋2μ」構成：「オート・バイスクル」（「オート・バイシクル」） 

  

「2μ＋2μ」構成の 4μの語例は 3例があるが、「3μ＋2μ」構成の 5μの語例も 1例があ

る。「オート・バイ」は「3μ＋2μ」の構成である。「オート」は＜英語 auto＞から由来し、

「自動的」の意味を表す。つまり、「オート」は形容詞の性質を持ち、形容詞として使われ

ていると考えられる。そのため、略語化過程において、形容詞として「オート」は丸ごと残

された可能性が考えられる。後部語「バイシクル」は主流形式に従い、最初の 2μを取る。

「オート」と「バイ」が結合して「オート・バイ」になる。 

そのため、4μ構成（特に「2μ＋2μ」構成）は前後結合型の主流形成であると言えよう。

この点において、現在の複合語型略語も同様である。日本語（特に漢語）の中で、4μ構成

の語が多く存在する。そのため、語形が長い外来語は 4μの語形に略されるであろう。「前

後結合型」について、以下の結論がある。 

 

 結論 7：明治・大正期において、前後保留型の語例はかなり少ない。前後結合型の主流形

式は「2μ＋2μ」の 4μ構成である。 

 

４．４．「部分抽出型」の語例  

「部分抽出型」に属する語例は「アルミニウム・ブロンズ」、「キネマト・グラフ」、「ポプラス・アルバ」、

「スイーツ・ポテト」、「インク・ルラー」という 6例がある。本節はこれらの語例の形成について分

析する。 

 

４．４．１．原形の漢字表記の仲介によって形成した略語 

「アルミニウム・ブロンズ→アルミ」という略語化過程も漢字表記に影響される。「アル

ミニウム・ブロンズ」について、小林花眠『新しい用語の泉』（帝国実業学会、1922）は「ア

ルミ Alminium Bronze（英）アルミニウム・ブロンズの略。銅九とアルミニウム一との割

合を以て混じた合金。金に似た光澤が有つて、指環其の他の装飾品を造るに用ひられる」と

説明している。 

「アルミニウム・ブロンズ」は「アルミニウム青銅」、「アルミ銅」とも呼ばれる。＜alminium 
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bronze＞中の＜bronze＞は青銅の意味をする（『ランダムハウス英和大辞典 第二版』の

「bronze」項目を参照）。『日本国語大辞典 第二版』は「アルミニウム青銅」を「銅にアル

ミニウムを加えた合金の総称」のように説明している。「アルミニウム青銅」の「青銅」は

「アルミニウム・ブロンズ」の「ブロンズ」にあたるものである。 

 「アルミ銅」はおそらく「アルミニウム青銅」の略語であろう（カタカナ語の「アルミニ

ウム」が「アルミ」と略され、「青銅」が「銅」に略される）。そのため、略語「アルミ」は

「アルミ銅」がさらに略語化された結果であると推測する。この略語化において、後部の

「銅」が削除され、前部の「アルミ」は略語形になり、「アルミ銅」（「アルミニウム青銅」、

「アルミニウム・ブロンズ」）の意味をするようになる。そのため、「部分抽出型」略語「ア

ルミ」の形成も漢字表記に影響されると考えられる。 

 

４．４．２．二段階の略語化によって形成した略語 

「スイート・ポテト」も「スイート・ポテト→ポテト」、「ポテト→ポテ」のように、二つ

の別々の過程によって略語化された。「スイート・ポテト→ポテト」の第一段階は複合語型

略語「語レベルの略語化」の「後部保留型」省略パターンであり、「ポテト→ポテ」の第二

段階は単語型略語の略語化に属する。第二段階において、「ポテト」の前部 2μ「ポテ」が

保留され、略語形になる（本論第 3章 5節の結論 1、本論第 3章 6節の結論 2を参照）。 

『日本語大辞典 第二版』は「ポテト」という語について、ジャガイモなど四つの意味を

挙げている。その中で、「（「スイートポテト」の略語）サツマイモ」という意味含意が見ら

れる。つまり、「スイート・ポテト→ポテト」という第一段階の略語化は実際に存在し、確

認できる。これは「スイート・ポテト」が二段階の略語化をされた証拠の一つである。 

 

４．４．３．外国語から音写した略語 

「キネマト・グラフ」の形成は英語に影響される。⑤『現代新語辞典』は「キ子マ（Cinema）

活動写真のこと。キネマトグラフの略」と書いてある。⑥『模範新語通語大辞典』は「キネ

マ kinema 活動写真のこと」と書いてある。英語の中で、＜cinema＞も＜kinema＞も「活動

写真」の意味を表している（『ランダムハウス英和大辞典 第二版』の「kinema」の項目を参

照）。大正期の『井上英和大辞典』にも「kinemato-graph,cinemato-graph,n,活動寫眞」、

「cinema,n,cinematograph の略」という説明がある。そのため、略語「キネマ」は英語＜

kinema＞又は＜cinema＞を音写したものであると考えられる。 

 「ポプラス・アルバ」の形成も英語に影響されたと考えられる。『日本大百科全書 第二版』（小

学館、1994）の「白楊」項目は「ポプラス・アルバ」＜英語 populus alba＞が白楊の学名で

あると述べ、「ヤナギ科の落葉高木。別名ギンドロ（銀泥）、ウラジロハコヤナギ（裏白箱柳）」

と説明している。「ポプラス・アルバ」は「白楊」の意味を表すことがわかった。「ポプラ」

に対応する＜英語 poplar＞について、『ランダムハウス英和大辞典 第二版』は「ポプラ，

ハクヨウ（白楊）」のように説明している。さらに、大正期の『井上英和大辞典』も「populus,n,
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【植】白楊〔ハクヨウ〕屬（學名 poplar）」と書いてある。そのため、英語の中で、＜poplar

＞も＜populus alba＞のように、「白楊」の意味を表すことがわかった。そのため、「ポプラ

ス・アルバ」の略語形である「ポプラ」はおそらく＜英語 poplar＞を音写したものである

と考えられる。 

以上のように、「アルミニウム・ブロンズ」は漢字表記の影響で形成したもの、「スイート・ポ

テト」は二段階の略語化で造られたもの、「キネマト・グラク」、「ポプラス・アルバ」は英語を音写

したものである。 

 

５．まとめ 

 本章は明治・大正期において複合語型略語の形成について、分析を行った。結論を再掲す

ると、以下のようなものがある。 

 

結論 5：複合語外来語の略語化は「語レベルの略語化」と「拍レベルの略語化」に分けら

れる。「語レベルの略語化」グループには「前単語保留型」と「後単語保留型」があ

り、「拍レベルの略語化」には「前後結合型」と「部分抽出型」がある。明治・大正

期において、「語レベルの略語化」で造られた語例が圧倒的に多く、主流形式である。

一方、「拍レベルの略語化」の語例は存在するが、数がかなり少ない。 

 

結論 6：複合語外来語は「修飾部＋主要部」の意味関係を持っており、ある語彙グループ

に属する下位概念（種類）の一つにあたる場合はある。明治・大正期において、こ

のような意味構造を持つ語は「前単語保留型」に略される傾向が強い。 

 

結論 7：明治・大正期において、前後保留型の語例はかなり少なく、その主流形式は「2μ

＋2μ」の 4μ構成である。 

  

明治・大正期において、複合語型外来語は自然に「前単語＋後単語」の語構成を持ってい

る。そのため、略語化される際に、前単語を略すか後単語を略すかというような選択されや

すく、「語レベルの略語化」で略されることが多い。 

複合語型外来語の中で、「修飾部＋主要部」という意味関係を持つものが多く存在してい

る。意味伝達できるかどうかは略語形にとって重要なことである。ということによって、 

略語化される際に、意味の区別に役に立たない意味主要部が削除されやすく、意味区別の機

能を持つ修飾部が保留されやすい。 

明治・大正期において、前後結合型の語例はかなり少ないが、「2μ＋2μ」という拍構成

その主な形式である。「2μ＋2μ」という 4拍構成が選ばれるのは漢語の音韻構造と関係し

ていると考えられる。 
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第 5章 昭和前期における外来語略語の形成 

 

１．はじめに 

 本章は昭和前期（1926～1945 年）おいて外来語略語の形成を調査し、分析したものであ

る。第 3章及び第 4章において、明治・大正期における外来語略語（単語型略語および複合

語型略語）の形成について特徴をまとめたが、昭和前期における外来語略語の形成も似たよ

うな特徴を持っているため、本章は明治・大正期と昭和前期を含む近代語において造られる

語例の説明も行う。 

本章は二つの部分で構成される。一つは語例調査である。もう一つの部分は語例調査に基

づいて、語例の形成上の特徴を分析することである。 

 

２．語例収集 

 語例を収集するため、使用した辞書の書誌情報は以下のようである。 

 

(36) 昭和前期出版の辞書： 

⑯竹野長次・田中信澄『音引正解近代新用語辞典』（修教社書院、1928(S3)年）：序によ

ると、この辞書は「外来語。新時代語。最新流行語。新聞雜誌語。社交用語。諷刺俗語。

演劇用語。音樂用語。繪畫。建築。彫刻用語。各種運動競技用語。商用語。株式用語。法

律用語。社會問題。外交問題。政治。經濟問題。に關するもの。その他、哲學。論理學。

社會學。心理學。論理學。教育學。宗教。文藝。希臘神話。精神病學。和洋料理等に屬す

る語」を収録している。 

  

⑰モダン辞典編輯所『モダン辞典』(弘津堂書房、1930(S5)年)：序文には、辞書につい

て、「「モダン辭典」は時代が生んだ辭典だ。それは「新しい言葉の字引」であり、「外来

語辭典」であり、「流行語辭典」であり「新聞雑誌用語辭典」であり、「各種専問用語解説

辭典」でもある。要するにそれ等あらゆる意味に於ての今日の言葉を収録し、現代の常識

を壓縮した、我等のエンサイクロペヂアである」というように説明している。 

  

⑱新井正三郎『現代語新辞典』(新井正三郎自治館、1930(S5)年)：辞書は四つの部分か

らなっている。その中で、「新語・流行語」の部分は 197ページ、「俚諺・俗語・通人語」

の部分は 156ページ、「日用外来語」の部分は 144ページ、「國漢語・故事熟語」の部分は

280ページがある。 

 

⑲東亜書院編輯所『現代新語辞典』(東亜書院出版部、1930(S5)年)：序によると、この

辞書は新時代語、俗語、科学語、政治経済法律語、演芸語、外来語、文学語、哲学語、運

動語、書翰語などを収録している。 
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⑳現代編輯局『現代新語辞典』（大日本雄弁会講談社、1931(S6)年）：凡例によると、こ

の辞書は「日常新聞雑誌に散見し、車中街頭で耳にする新時代語千四百餘を蒐め」たもの

であることが分かる。 

 

㉑鵜沼直『モダン語辞典』（誠文堂、1932(S7)年）：辞書の序には、「こんな小さな辭書

だが、約三千の世界的モダン語を満載してゐる。（佘中略）アツプ・トウ・デートのモダ

ン語は勿論、最近著しくセンセシヨナルになつて來た經濟語、國際政治語えをも輯録し得

た」という説明がある。 

 

㉒中目覚『外来新語辞典』（博多成象堂、1932(S7)年）：著者の自序は辞書の収録語につ

いて「本書は新聞讀者の便を計るのが目的であるから、その収むる語詞は、最近二年間、

東京大阪の大新聞紙上に數回出たものを標準として採集したものである。又一般讀者を

目的とするから、専門語及び或る種の廣告となる如き性質の語詞は避けた」と述べている。 

 

㉓伊藤晃二『常用モダン語辞典』(好文閣、1933(S8)年)：この辞書は当時の新語、外来

語などを多く収録している。 

 

㉔辞書刊行会『現代新語大辞典』(秀文社、1935(S10)年)：この辞書は当時の常用翻訳

語、外来語、新意語を収録している。 

 

㉕新潮社編輯部『現代新語小辞典』（新潮社、1936(S11)年）：凡例では「本書は、新聞・

雜誌及び文藝・思想書類に散見する謂ゆる新語を蒐めて、平易な解釋を加えたものである」

というように辞書の収録語について述べている。 

 

㉖新語研究会『現代常識新語辞典』(大洋社出版部、1938(S13)年)：この辞書は当時の

熟語、術語、流行語、外来語などを収録している。 

 

明治・大正期の辞書から抽出した殆どの語例は明治・大正期に造られたと考える。昭和前

期の辞書から語例も収集したが、その中で明治・大正期において既に存在した語例もある。

そのため、明治・大正期に既に存在した語例を抜き出し、残った語例は昭和前期において新

たに出現した外来語略語であると考える。 

 

３．近代語における単語型略語の形成 

略語化における原形の保留する部分の位置によって略語の類型が分けられる。 

単語型略語の場合、原形の前部を取って略語形を造る「前部保留型」（「セルジ」の類）と

原形の後部を取る「後部保留型」（「フランネル」の類）がある。 
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単語型略語の語例の中で、表記のゆれが存在する語例は統計上に一つの語例として数え

る。例えば、「インバネス→インバ」と「インヴァネス→インヴァ」という略語化は存在す

る。「インバネス」と「インヴァネス」は表記がやや異なるが、いずれも＜英語 inverness＞

から由来するものである。そのため、「インバネス→インバ」と「インヴァネス→インヴァ」

を同じ略語化とし、略語「インバ」と「インヴァ」を統計上に一つの語例とする。その具体

例は本論第 1章で挙げているため、ここで羅列するのは省くことにする。 

第 3章では明治・大正期において単語型略語の形成について分析を行い、以下の四つの結

論をまとめた。 

 

結論 1：明治・大正期の単語型略語において、前部保留型は無標であり、後部保留型は有

標である。 

 

結論 2：原形の 2σ（2μ～3μ）を取って単語型略語を作るのが主流である。 

 

結論 3：人々の言語意識の中で、二分することができる構成を持つ「言語意識上の複合語」

は存在する。この類に属する外来語は 3σ 以上の長さに略される傾向がある。 

 

結論 4：接辞を持つ単語型外来語はその略語化において、語構成的に「接頭辞＋語基」あ

るいは「語基＋接尾辞」のように分節されることがある。このような分節は略語化

に影響を与える。 

 

昭和前期の単語型略語の形成は明治・大正期と同じ特徴を持っていると考えられる。近代

語における単語型略語の形成について本章の第 3節および第 4節をもって説明する。 

 

３．１．無標の「前部保留型」と有標の「後部保留型」 

 近代語において、単語型略語の中で、「前部保留型」の語例は 8割以上を占め、無標であ

ることが明らかである（第 1章の表 2を参照）。「前部保留型」が無標である原因について、

やはり前部を保留したほうが原形を復元しやすいことが考えられている。 

鈴木（1996）は略語の形成において、後を略すことが多いのは「前半部を残すので復元可

能性が高いためである」と述べている。つまり、「前部保留型」が原形の前部を持っている

ため、人々は「前部保留型」略語を見ると、元の語を想起しやすいことである。 

 それに対し、「後部保留型」は数が少なく、有標であると考える。その形成は三つの原因

が考えられる。 

 

㈠、原語が外国語略語であり、それを音写したもの 

昭和前期の語例「ネクタイ」、「テレフォーン」はその例である。外来語「ネクタイ」は＜英
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語 necktie＞から由来したものである。英語の中で、＜necktie＞は既に＜tie＞に略されて

いる。「ネクタイ」は＜英語 tie＞を音写したものであると考えられる。同じように、＜英語

telephone＞は＜phone＞に略されている。「テレフォーン」は＜英語 phone＞を音写したもの

である。 

 

㈡、隠語、流行語の性質を持っているもの 

明治・大正期の語例「タイピスト」、「コンミッション」、昭和前期の語例「スパイ」などの略

語は隠語の性質を持っていると考える。ある語を隠語の性質を持たせるため、人々はその語

の前部ではなく、敢えて後部を保留し、「後部保留型」略語を造る。 

 

㈢、同音衝突を避けるために造られたもの 

原語を「前部保留型」に略すと、ほかの語と同音衝突が起こりうるため、「後部保留型」

の略語が造られた可能性が考えられる。詳しい考察は第 3 章 5.2 節（63 ページ）を参照さ

れたい。 

 

以上のように、明治・大正期、昭和前期を含む近代語において、単語型外来語の前部を保

留して「前部保留型」を造ることが主流である。しかし、㈠外国語をそのまま音写すること、

㈡略語に隠語、流行語の性質を持たせること、㈢同音衝突を避けることなど、語彙的原因で

「前部を保留する」という規則が遮断され、「後部保留型」が造られることが考えられる。 

 

３．２．主流形式の 2σ構成略語 

 前部を保留するか後部を保留するかということが決まった後、何音節何拍を取るかは次

の問題になる。結論から言うと、原形の 2σを保留して略語形を造るのが主流である。その

中で「2σ、2μ」構成の語例は最も多く、「2σ、3μ」構成の語例も多数存在する。 

 

３．３．3σ以上の略語 

 一方、3σ以上の長さを持つ略語も存在する。これらの語例なぜ 2σを保留しなかったか

について主に以下の三つの原因が考えられる。 

 

㈠、外国語から音写した略語 

原語が外国語略語であり、それを音写した語例が存在する。例えば、明治・大正期の略語

「インスト」は＜英語 inst＞を音写したものである。英語の中で、＜instant＞は＜inst＞

に略されているため、＜inst＞の音写である「インスト」も＜instant＞の略語形になる。

昭和前期の語例「メフイストフエーレス」もその一例である。英語の中で、悪魔の名前を表す＜

mephistopheles＞は既に＜mephisto＞と略されたため、略語「メフイストフエーレス」は＜英語

mephisto＞をそのまま音写したものである。このような語例は略語造語法に従っていない
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ため、必ずしも 2σの長さを持つとは限らない。 

 

㈡、言語意識上の複合語が形成した略語 

人々の言語意識の中で、二分することができる構成を持つ「言語意識上の複合語」は存在

する。例えば、「コレスポンデンス」という外来語は 6σ（8μ）の長さを持っている。窪薗

（2010）は 5μ以上の長さを持つ外来語が形態的に単純語であっても音韻的に複合語である

と述べている。「コレスポンデンス」が 8μの長さを持っているため、「コレス＋ポンデンス」

のように人々の言語意識の中で分節された可能性が考えられる。その結果、「コレスポンデ

ンス」という外来語は「コレス」に略されたのである。 

単語型の語例が複合語のような語構成を持つということはあくまでも言語意識上の認識

であり、「ガイド・ブック」のような真の複合語と異なる。収集した語例の中で、このよう

な言語意識上の複合語の略語化過程では略語形が 3σ以上の長さを取る傾向が見られる。 

 

㈢、接辞が原形の分節に影響を与えた略語 

接辞による分節が略語化への影響が見られる。一部の外来語は「語基＋接辞」あるいは「接

辞＋語基」のように分節できる。このような分節は略語化に影響することがある。 

例えば、明治・大正期の語例「エンゲーチメント」（＜英語 engagement＞）は語基にあたる

「エンゲーチ」と接尾辞にあたる「メント」に分けられる。前部保留型が主流形式であるた

め、略語化される際に、前部の「エンゲーチ」が保留され、後部の「メント」が削除された。

「タイピスト」（＜英語 typist＞）は語基にあたる「タイ」と接尾辞にあたる「ピスト」に

分けられる。略語を造る際に、隠語の性質を持たせるため、敢えて後部の「ピスト」を保留

したと考えられる。昭和前期の語例でも、「アパートメント」などの略語化においても、同じ

ような現象が観察される。 

 

４．近代語における単語型略語の形成上の特徴 

分析を踏まえ、単語型略語の形成を図式化すると、以下のようになる。 

 

図 4 近代語における単語型略語の形成 

 

 

2σ略語（主流形式） 2σが主流である和語の影響

前部保留型（無標）

3σ以上略語 接辞が分節を影響した結果

単語型略語 言語意識上の複合語

後部保留型（有標） 語彙的原因で形成したもの
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外国語略語をそのまま音写したものを除き、「前部を保留すること」と「2σの長さを保留

すること」はこの時期において単語型略語形成の二大原則であるが、様々な原因で略語は原

則に従わずに造られたこともある。 

 単語型外来語は略される際に、「前部保留型」の略語に略されるのが殆どであり、無標で

ある。「後部保留型」略語は主に隠語の性質を持たせることや同音衝突を避けることなど、

語彙的な原因で造られたものである。 

 「前部保留型」は大きく 2σの略語と 3σ以上の略語を分けられる。その中で、2σの長さ

を持つ略語は主流形式である。日本語は 2σを持つ語彙が多く存在している。玉村（1989）

は統計的には 4音節の語が多いが、「あか」、「しろ」、「みる」、「よむ」など、基本的な和語

は 2σを持つことが多いと述べている。2σの略語は主流になるのも人々が外来語を日本語

の音韻構造に当てはめた結果であろう。 

一方、一部の単語型外来語は言語意識上に複合語の構造を持っていると考えられること

があり、接辞を持つ派生語の構造を持っていると考えられることもある。単純語の語構成を

持つ外来語と比べて、これらの外来語は派生語あるいは複合語と似たような語構成を持つ

と認識され、その略語化において、「2σの長さで略す」という規則が遮断される可能性があ

る。 

 

５．近代語における複合語型略語の形成 

 複合語型略語の形成について、以下の五つの結論がまとめられる。 

 

結論 5：近代において、複合語型外来語は主に「語レベルの略語化」で略されていた。「前

単語保留型」という省略パターンは生産性が強く、最も主流の形式である。 

 

結論 6：複合語型外来語は「修飾部＋主要部」の意味関係を持っており、ある語彙グルー

プに属する下位概念の一つにあたる場合は多い。このような意味関係を持つ語は

「前単語保留型」に略される傾向が強い。 

 

結論 7：「後単語保留型」略語の中で、一部の語例は外国語略語を音写したものである。

そのような語を除いて、「後単語保留型」略語の形成原因について、「原語の意味主

要部を保留して略語形を造る」という仕組みが存在することが考えられる。 

 

結論 8：「拍レベルの略語化」に属する「前後結合型」略語は主な形式が「2μ＋2μ」であ

る。根本的に言うと、「前後保留型」という省略パターンの存在は漢語略語の造語

法に影響された結果であると推測する。 

  

結論 9：「部分抽出型」略語の中で、外国語を音写したものを除き、語彙的な原因で形成
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したもの、二段階の略語化で形成したものがある。 

  

近代語における複合語型略語の形成について、5.1節～5.2節で説明する。 

 

５．１．主流の「語レベルの略語化」 

略語形成における「語レベルの略語化」と「拍レベルの略語化」について既に述べたが、

複合語型略語の中で「語レベルの略語化」で造られた語例は圧倒的に多いことが明らかであ

る。それに対し、「拍レベルの略語化」で造られた語例は数がかなり少ないと言えよう。明

治・大正期、昭和前期を含む近代において、外来語を語レベルで略すことが普通であること

が分かる。 

 

５．２．主流形式の「前単語保留型」 

 明治・大正期において、「前単語保留型」は 44 例（全体の約 59.4％）があり、昭和前期

において、「前単語保留型」は 63 例（約 51.2％）がある。数から見ると、「前単語保留型」

の省略パターンで造られた語例は半分以上を占めており、複合語型略語の主流形式である

ことが分かる。つまり、複合語外来語を構成する前単語を保留して略語を造ることは最も流

行っていた。 

 その原因について、一つは単語型略語の「前部保留型」の形成原因と同じく、前単語を保

留したほうが原語を復元しやすいということが考えられる。 

もう一つの大きな原因は多数の複合語型外来語が持っている「修飾部＋主要部」の意味構

造と関わっていると可能性が高い。 

 複合語において、前単語と後単語とは様々な意味関係を持つことが可能であるが、「修飾

部＋主要部」という修飾関係を持つ場合は多くある。そして、「修飾部＋主要部」を持つ複

合語型外来語は往々にしてある語彙グループに属しており、一つの下位概念になっている。

例えば、「アパートメント・ホウス」と「ボーディング・ハウス」は「～ハウス」のグルー

プに属し、「～ハウス」の下位概念になっている。「フアースト・ベース」、「セカンド・ベー

ス」と「サード・ベース」は野球用語で、「～ベース」のグループに属している。「アフター

ヌーン・ドレッス」と「ワンピース・ドレス」は「～ドレス」（「～ドレッス」）のグループ

に属しており、その下位概念になっている。 

「修飾部＋主要部」の意味構造を持つ複合語型外来語の中で、繰り返し出現している「主

要部」より、修飾・限定の機能を果たす「修飾部」のほうが意味区別に役立っていると考え

られる。従って、略語化において、修飾部である前単語を保留したほうがよりよく意味を伝

達できる。これは「修飾部＋意味主要部」の意味構造を持つ外来語が「前単語保留型」に略

されやすい原因であると考えられる。 
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５．３．「後単語保留型」の形成 

「後単語保留型」の中で、一部の語例は外国で既に短縮が行われており、それを音写した

ものである。例えば、英語の中で、＜newspaper＞は＜paper＞に略されている。略語「ニュー

ス・ペーパー」（「ニューズ・ペーパー」）は＜英語 paper＞を音写したものである。＜英語 violon 

cello＞は＜cello＞に略されている。略語「ビオロン・セロ」（「ヴィオロン・セロ」、「ヴァイオロン・セロ」）

は＜cello＞を音写したものである。＜英語 gas mantle＞は＜mantle＞に略されている。略

語「ガス・マントル」は＜mantle＞を音写したものである。 

しかし、かなりの「後単語保留型」略語の形成原因はやはり「修飾部＋主要部」の意味構

造にあると考える。具体的に言うと、略語化において、意味主要部を保留する傾向も存在す

ることが考えられる。例えば、略語「ミシン」は原形が「ソウイング・ミシン」（＜英語 sewing 

machine＞）である。「ソウイング・ミシン」の中で、「ミシン」は＜machine＞から由来し、

「機械」の意味であり、複合語の主要部である。「ミルク」は「コンデンス・ミルク」の略

語である。原形の中で、前単語「コンデンス」は「濃縮」の意味であり、後単語「ミルク」

を修飾している。被修飾部の「ミルク」は複合語の主要部に違いない。「デッド・マスク」

は後単語保留型の省略パターンで「マスク」に略される。原形の中で、「デッド」は＜英語

dead＞に対応し、修飾部である。後部の「マスク」は「仮面」の意味を持ち、主要部である。 

その他、「ブッキング・クロース」、「ライテング・ダブレット」、「ゲラス・ペーパー」、「サ

ンド・ペーパー」、「ミュージカル・バンド」などの外来語はいずれも後単語である意味主要

部が略語形として保留されたのである。 

つまり、文脈や使用場面によって、「修飾部＋主要部」の「主要部」だけでも原語を想起

させることができる場面もある。そのため、「主要部を保留する」傾向は存在し、この傾向

によって造られるのは「後単語保留型」略語である。 

 

５．４．少数派である「前後結合型」 

５．４．１．主な形式の「2μ＋2μ」 

「前後結合型」略語は 20 例がある。その中で、「2μ＋2μ」構成の語例は 13 例があり、

全体の 65％を占めている。「前後結合型」において、「2μ＋2μ」という 4 拍は最も主流の

構成であると言える。 

2σの略語は単語型略語の主流形式である。そして、2σ略語の中でも、2μ構成の略語は

最も多く存在している。そのため、「前後結合型」を造る際に、原形の前単語と後単語から

2μずつ取ることは理解できる。 

日本語の中で、特に漢語の語彙は「2μ＋2μ」の構成が多く存在しており、「2μ＋2μ」

という 4μ構造は音韻上の安定性がある。例えば、明治期に造られた和製漢語の中で、「民

権」、「哲学」、「国際」、「概念」、「抽象」、「蓋然」などの 4μの漢語が見られる。 

実は、漢語の略語の中でも、「前後結合型」と似たような略語も存在している。例えば、

『時代別国語大辞典 室町時代編』（三省堂、1985）は「安心立命」（あんりゅう）などを収録
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しており、『江戸語辞典』（東京堂、1991）も「上等白米」（じょうはく）、「番頭新造」（ばんし

ん）を収録している。 

これらの漢語略語は明治期より前の時期に既に造られ、その原形はいずれも「2μ＋2μ」

の構成を持っている。略される際に、前部にある語の一文字（2μ）と後部にある語の一文

字（2μ）を保留し、結合させる。つまり、「2μ＋2μ」の形式で複合語を略すのは日本語の

中で元々存在していた省略パターンである。近代語において「2μ＋2μ」を主流形式とする

「前後結合型」の存在は漢語の影響を受けたと考えられる。 

 

５．４．２．「1μ＋1μ」の語例 －流行語としての「モ・ボ」「モ・ガ」－ 

略語「モダン・ボーイ」と「モダン・ガール」は昭和前期の辞書から集めたものである。 

評論家である大宅壮一の文章「百パーセント・モガ」（鈴木貞美編『モダン都市文学Ⅱ モ

ダンガールの誘惑』（平凡社、1989）所収）は以下のようなエピソードを語っている。 

 

(37) A夫人は、日本に於けるモダン・ガールの元祖である、原型である。少なくとも「モダ

ン・ガール」という言葉は、最初、彼女一個人を形容するために、私の友人 N 君によっ

て発明されたものである。さすがに先端的文明批評家であり、又文芸批評家でもあると

ころの N 君によって見出されただけあって、数年前における彼女の存在は、極めて新奇

であり、特異であった。（佘中略）明るくて、朗らかで、感覚的で、理智的で、技巧的で、

野性的で、複雑で、単純で、率直で――たしかに彼女は、典型的な「モダン・ガール」で

あろう。 

 

同書の注によると、大宅氏が言う「友人の N君」は記者、評論家の新居格のことである。

記者、評論家である新居格は「モダン・ガール」という言葉を造り、この語も後に流行語に

なった可能性が考えられる。 

「モダン・ボーイ」、「モダン・ガール」はいずれも流行語の性質を持っていることが明ら

かである。そして、人々が敢えて一般の造語法を従わずに造った流行語にはよく見られる。

「モ・ボ」、「モ・ガ」も同じように、「2μ＋2μ」という「前後結合型」の主流形式に従わ

ず、最初の 1μを取って語を極端に短縮する。 

英語では、複合語を構成する単語の頭文字を取って造られる略語はある。明治・大正期及

び昭和前期の辞書に「I.O.Y」（＜英語 i owe you＞の略）や「W.C.」（＜英語 water closet

＞の略）などのような英文字略語が見られる。「モ・ボ」のような語例の形成はこの英語の

省略パターンに影響された可能性がある。 

 

５．４．３．外国語から音写した略語 

「テクニツク・カラー」、「ランナー・アウト」などについて。二つの語はいずれも英語を音写

したものである。「テクニツク・カラー」は＜英語 technicolor＞、「ランナー・アウト」は＜英
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語 run out＞を音写したものである。 

 以上のように、例外的な語例は存在するが、全体から見ると、「2μ＋2μ」構成は「前後

結合型」の主流形式ということは明らかである。 

 

５．５．「部分抽出型」の形成 

 「部分抽出型」の形成原因は様々あり、個別で考察する必要がある。以下、「部分抽出型」

の形成について述べる。 

 

㈠、外国語から音写した略語 

外国で略された形があって、それを受け入れたものが存在する。例えば、英語の中で、＜

kinematograph＞は＜kinema＞に略されている。略語「キネマト・グラフ」は＜kinema＞を音写

したものである。同じように、「マイクロ・フオーン」は＜英語 mike＞を音写したものであると

考えられる。 

 

㈡、二段階の略語化によって形成した略語 

二回の略語化を経て造られたものがある。「アパートメント・ハウス」は「アパートメント・ハ

ウス→アパートメント→アパート」のように造られたと考える。「アパートメント・ハウス

→アパートメント」の第一段階は複合語型略語の「前単語保留型」省略パターンであり、「ア

パートメント→アパート」の第二段階において、原形が接尾辞が持っているため、「アパー

トメント」は「アパート＋メント」のように分節され、「アパート」は保留されて、略語形

になった。 

 その他、「デパートメント・ストアー」、「ネガティヴ・フイルム」、「ハイポサルファイト・ソーダ」、「ポジティヴ・

フィルム」、「ポリス・マン」などの語も二段階の略語化によって造られた可能性があると考えられ

る。 

 

６．近代語における複合語型略語の形成上の特徴 

 分析を踏まえ、複合語型略語の形成を図式化すると、以下のようになる。 
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図 5 近代語における複合語型略語の形成 

 

 

以上のように、外国語をそのまま音写したものを除き、複合語型略語の形成において、二

つの問題がある。一つは「語レベルで略すか、拍レベルで略すか」である。もう一つは「前

を保留するか、後を保留するか」である。 

近代において、複合語型外来語が略される際に、「語レベルで略す」傾向が強く、主流形

式である。その語例の中で、「前単語保留型」と「後単語保留型」がある。前部を残すほう

が原形を復元しやすいこと、修飾部を保留する傾向があることなどの原因により、「前単語

保留型」は数が非常に多く、複合語型略語の主流形式である。「後単語保留型」は語例が少

ないが、主要部を保留する傾向で造られたと考えられる。 

一方、この時期において、「拍レベルで略す」パターンで造られた略語はまだ少なく、「前

後結合型」と「部分抽出型」という類型が見られる。「前後結合型」は漢語の略語省略パタ

ーンの影響を受け、「2μ＋2μ」構成が主流形式である。「部分抽出型」は主に二段階の略語

化で形成したと考えられる。 

 

７．まとめ 

 本章は昭和前期の外来語略語を収集し、分析を行った。その結果、単語型略語の形成にお

ける「前部を保留すること」と「2σの長さを保留すること」の規則、複合語型略語の形成

における「前か後かを保留すること」、「前単語を保留すること」、「「2μ＋2μ」で「前後結

合型」を造ること」の規則が存在することが分かった。 

 外来語略語の造語法は時期によって変化していると考える。以上の原則はあくまでも明

治・大正期、昭和前期における外来語略語の形成上の特徴である。 

 

前単語保留型(主流形式) 原語を復元しやすい

「修飾部を保留する」傾向

　前か後かを取る

　 　　　(主流形式)

後単語保留型 「主要部を保留する」傾向

複合語型略語 「2μ＋2μ」（「前後結合型の主流形式」） 漢語略語造語法の影響

前後結合型

その他 　語彙的な原因で形成したもの

　前と後の両方を取る

　

部分抽出型 　二段階の略語化で形成したもの

　　 　語彙的な原因で形成したいもの
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第 6章 昭和後期における外来語略語の形成 

 

１．はじめに 

第 3章、第 4章は明治・大正期における外来語略語の形成を分析した。第 5章は昭和前期

における外来語略語の形成を分析した。本章は引き続き、昭和後期に出版された辞書を中心

に昭和後期の略語語例の辞書調査を行い、昭和後期における外来語略語の形成について考

察する。 

 

２．語例調査 

 本章の調査対象は昭和後期に造られた外来語略語である。語例の収集方法は辞書調査で

ある。昭和後期（1945～1989）年出版の外来語辞書、新語辞書、流行語辞書を調査し、その

中の外来語略語を抽出した。 

勿論、集めた略語の中で、明治・大正期、昭和前期出版の辞書に載せられていたものは存

在している。本章は昭和後期出版の辞書に初めて出現した略語語例を分析対象とするため、

明治・大正期、昭和前期辞書の語例を除外することにした。 

昭和後期が 40 年以上の歴史があるため、昭和後期をさらに「40、50 年代」、「60 年代」、

「70年代」および「80年代」を分けて、年代ごとに辞書を選んだ。辞書の書誌情報は次の

ようである（昭和を「S」で示す。「S23」は「昭和 23年」のことである）。 

 

(38) 40、50年代出版の辞書： 

㉗日本ジヤーナリスト聯盟『現代新語辞典 時の言葉解説』（木水社、1948（S23）年）：

「はしがき」によると、この辞書は経済用語、競馬用語、科学用語、文藝洋語などを収

録し、「アーニイバイル劇場」から「WVTR」に至るまで約千語あるが（佘中略）戰後さ

かんに使われるようになつた外来語も収録した」。 

  

㉘第一政経研究所『新修改版 新聞雜誌語辞典』（第一出版株式會社、1950（S25）年）：

この辞書は当時の新聞や雑誌から約七千八百の語を収録している。 

 

㉙渡辺紳一郎『新語百科辞典』（大泉書店、1952（S27）年）：この辞書は当時の新語を

多く収録しており、それについて詳しく説明している。 

 

㉚末松満『最新時事用語辞典』（法文社、1955（S30）年）：「はしがき」によると、本辞

書は「内外の政治、経済、法律、労働、歴史、哲学、文学、音楽、美術、映画演劇、科

学、スポーツ、娯楽、人名、スラングなどあらゆる部門に及んでいるし、各語にそれぞ

れ英独仏の原語もつけてある」ものである。 
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㉛東堀一郎『増補式 新語百科事典』（光文書院、1957（S32）年）：「はしがき」による

と、この辞書は「内容上の分類では、政治・経済・社会・法律・思想・哲学・宗教・科

学・文学・芸能・美術・服飾・運動等の基礎教養と、日常ジャーナリズム上の新語では、

外来語、流行語はもとより、特に国際問題には重点をおいた」。 

 

㉜法学書院編集部『現代用語辞典』（法学書院、1957（S32）年）：「はしがき」には、「本

書は変転はげしき世界の動きを反映して次々に生れた新しい言葉を簡明適切に解説し

たものである」と書かれてある。さらに、辞書は「政治、外交、国際、経済、社会、文

化、スポーツ、演劇、自然科学その他各方面にわたり（佘中略）二千数百語」を収録し

ている。 

 

㉝佐藤務『現代用語辞典』（さむし書房、1959（S34）年）：「はしがき」によると、この

辞書が収録している語例は「時事問題を中心として収録した万余のメモの中から、最新

のニュースを基礎として選び抜いたもので、時の移りで消滅する流行語は吟味した。進

学、就職試験の参考書、また一般社会人の教養書として編纂したものである」。 

 

㉞魚返善雄『外来語小辞典』（研究社辞書部、1959（S34）年）：「序」によると、この辞

典は合計 10290語を収録しており、その中で「最低限度これくらいは知っておかねば日

常生活にもさしつかえると思われる語（2244 語）（佘中略）知的教養として記憶または

理解することの望ましい語（3159語）」があるようである。 

 

(39) 60 年代出版の辞書： 

㉟野田全治『経済新語辞典 1963年版』（日本経済新聞社、1963（S38）年）：「まえがき」

によると、本辞典は「経済を中心に、政治、法律、外交、社会、科学、文化などの各分

野にわたる新語をはじめ重要な用語を取り上げて、やさしく解説したものであります」。 

 

㊱現代語研究会『現代の流行語』（三一書房、1963（S38）年）：この本は辞書の形式で

当時の流行語を多く収録しており、語例の中で多くの外来語略語が見られる。 

 

㊲新外来語研究会『日常の外国語』（日東書院、1963（S38）年）：この辞書は 400ペー

ジ以上の分量があり、日本語の外来語を網羅的に収録しているものである。 

 

㊳森川三都夫『現代新語と社会常識』（金園社、1965（S40）年）：この辞書は本書は政

治、社会、科学、スポーツ、経済などの現代新語を収録している。 

 

㊴新語研究会『新時事用語小辞典』（三一書房、1968（S43）年）：「はしがき」によると、
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「本書は（佘中略）国内の各分野はもちろん、広く世界の情勢を理解する上にも、役立

つように、的確な総合知識をおさめたつもりで」編輯されたものである。 

 

(39) 70 年代出版の辞書： 

㊵新世代センター『マスコミ用語事典』（大和書房、1971（S46）年）：辞書の「まえが

き」によると、この辞書は「社会や文化のあらゆる問題にわたってあつかっている。単

に社会現象の上にあらわれる用語ばかりでなく、歴史や科学、コンピューター用語や流

行語まで、現代人としておよそ必要な知識を最大限にふくめている」ものである。 

 

㊶齋藤栄三郎『現代の常識新語辞典 第二版』（集英社、1974（S49）年）：辞書の「まえ

がき」はこの辞書が「現代の政治、経済、文化など、社会全般にわたる動きを正しく理

解するために、その鍵となる新語・常識語を選び出し、これに平易な解説を加えて収録

しました」と述べている。 

 

㊷奥山益朗『現代流行語辞典』（東京堂、1974（S49）年）：この辞書は、昭和元年（大

正十五年）から現在にいたる、流行語・風俗語を収録している。 

 

㊸人事問題研究所『学習・受験のための現代用語事典』（新星出版社、1976（S51）年）：

「まえがき」によると、この辞典は「高校・大学生の学習、受験、就職のガイドとして、

できるだけ内容の簡明、正確、最新を期したが、むろん一般社会人の常識事典としても、

十分応じられるもの」であると述べている。収録の語例について、「まえがき」は「二

千五百項目にわたって収録した用語については、その重要度、使用頻度などを考慮検討

し、厳選した。用語の解説も、単なる語句の注釈説明におわらせず、さらに、現代世界

を歴史の流れの時間として、全体的な把握ができるように配慮した」と述べている。 

 

(40) 80 年代出版の辞書： 

㊹岡田秀穂『外来語辞典』（ナツメ社、1987（S62）年）：この辞書は外来語辞書であり、

日本語外来語を網羅的に収録している。 

 

㊺斎藤栄三郎『外国からきた新語辞典 第 6版』（集英社、1989（S64）年）：この辞書は

1989 年 4 月 10 日（平成元年）出版ですが、その編纂は一定の時間がかかる。従って、

この辞書は昭和後期の新語を収録するものであると考えられる。 

収録する用語について、辞書のまえがきは「日常語化したものを中心に、一般人にも

関連のあるテクニーク（専門語）を加え、別に主要な人名と地名を選定して、初めて国

語となった外国語の綜合辞典としたものである。特に新しい外国語に力に注ぎ、たとえ

ば、コンビナート、レジャー、ヌーベル・バーグなどの先端語を入れたことはいうまで



- 101 - 

 

もない。（佘中略）かくして総語数 11000、この種出版物では最高なものとなった」と

述べている。 

 

以上のように、調査した辞書の中に、40、50年代出版の辞書が 8冊、60年代出版の辞書

が 5冊、70年代出版の辞書が４冊、80年代出版の辞書が２冊がある。80年代において、調

査した辞書は２冊しかないが、『外来語辞典』と『外国からきた新語辞典 第 6版』はいずれ

も 500ページ以上の分量があり、外来語を網羅的に扱うものである。 

 

３．単語型略語の語例 

昭和後期の語例は第 1章で挙げた。単語型略語の語例は本論第 1章のを参照されたい。 

昭和後期の単語型略語は総計 120例を集めた。その中で、「前部保留型」は 112例、「後部

保留型」は 8例がある。 

明治・大正期、昭和前期の語例と昭和後期の語例との数量的比較を表で示す。 

 

表 6 単語型略語の量的変化 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 

前部保留型 57例（87.7％） 52 例（約 86.7％） 112例（約 93.3％） 

後部保留型 8例（12.3％） 8 例（約 13.3％） 8例（約 6.7％） 

  

表を見ると、昭和後期の単語型略語において、「前部保留型」、「後部保留型」の割合は大

きな変化が起こっていないが、「前部保留型」の数は明治・大正期、昭和前期と比べて、か

なり増えた。その原因について、本章第 5節で複合語型略語の急増を合せて説明する。 

 

４．単語型略語の形成 

４．１．無標の「前部保留型」 

 昭和後期の単語型略語において、「アブノーマル」、「コネクション」、「スペシャル」などのような

「前部保留型」は数が圧倒的に多い（112例、全体語例の 9割以上）。 

それに対し、「後部保留型」の語例はわずか 8例がある。「アルバイト」、「ダイナマイト」、「ヒ

ロポン」などはその例である。 

両者の数量の差を見ると、単語型外来語の略語化において、原形は前部の拍を保留する傾

向が非常に強く、「前部保留型」は単語型略語の主流形式であることが分かる。その原因は

やはり前の部分を保留したほうが原形を復元しやすいことである（鈴木（1996）を参照）。 

 

４．２．語彙的原因で形成した「後部保留型」 

昭和後期において、「後部保留型」という省略パターンは生産性がさらに低くなり、語例

は「アルバイト」、「ダイナマイト」、「ヒロポン」、「ジステンパー」、「パントマイム」、「キャラバン」、「ア
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ドバンス」、「ヘルメット」の 8例しかない。 

「前部保留型」は原形の前部を取るのに対し、「後部保留型」は原形の後部拍を取ったも

のである。「後部保留型」は外国語をそのまま音写するもの、隠語・俗語の性質を持つもの

などのように語彙的な原因で形成したと考えられる。以下の㈠、㈡では「後部保留型」の形

成について分析する。 

 

㈠、外国語から音写した略語 

後部保留型の中で、「キャラバン」の原形「キャラバン」は＜英語 caravan＞から由来し、「有

蓋貨物自動車」を指している。外国語の中で、＜caravan＞は＜van＞に略されているため、

略語「バン」は＜英語 van＞を音写したものであると考えられる。 

「パントマイム」は＜英語 pantomime＞から由来し、「無言劇、黙劇」の意味を持ってい

る。英語の中で、＜mime＞という語は同じ意味を持っている。略語「パントマイム」は＜mime

＞を音写したものであると考えられる。 

 

㈡、隠語、俗語、集団語の性質を持つ略語 

略語「アルバイト」は最初の段階において学生の間に使われ、隠語的、集団語的な性質を持

っていると考えられる。 

㊲『日常の外国語』は「アルバイト」について、「①労働。仕事。②研究業績（学問上の労

作）③（以上の意味から）始め学生の内職を、隠語的な意味で使われていたのが一般化した

もの。日本だけの使用法で、内職、副業」と説明している。三輪卓爾（1966）「「アルバイト」

史・断片」（『言語生活』173号、筑摩書房）も「内職」の意味のアルバイトが「おそらく学

生語、それも旧制高校語にまずまちがいあるまい」と指摘し、「「バイト」という省略した形

も（佘中略）使っていた」と述べている。 

以上のように、「アルバイト」は学生の間に「内職」という意味で使われ、後に「バイト」

に略されたであると考えられる。 

「ヒロポン」（＜英語 philopon＞）は中枢神経興奮剤、いわゆる覚せい剤のことを指して

いる。その略語形「ヒロポン」は恐らく隠語の性質を持っている可能性がある。因みに、『新

修 隠語大辞典』（皓星社、2017）は「ぱん チクロパン。省略語。〔覚せい剤・麻薬犯〕警察

隠語類集 一九五六」のような、覚醒剤、麻薬の「チクロパン」が「パン」に後略される例を載せ

ている。「ヒロポン」のような覚醒剤、麻薬関連語は人にばれないように、「後略保留型」に

略されることがよくあると考えられる。 

「アドバンス」は後部の拍が保留され、「バンス」に略される。略語形「バンス」につい

て、『現代用語の基礎知識 2019年版』（自由国民社、2019）は「前払い、前金。「手打ち」の

アドバンスから語頭を省略した日本的な隠語。銀座のホステスなどは「前借り」の意味で用

いる」と説明している。「バンス」も隠語的な性質を持っている。 

「ジステンパー」（＜英 distemper＞）は不機嫌や犬の伝染病を指している。「ダイナマイト」
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（＜英 dynamite＞）は爆薬のことを指している。略語「テンパー」、「マイト」は俗語的な性

質を持っている可能性がある。「マイト・ガイ」は俳優の小林旭の綽名としてつけられ、小

林氏の性格の豪快さを表している。「ガイ」は＜英語 guy＞に対応し、「マイト」は「ダイナ

マイト」の「後部保留型」である。略語形「マイト」は俗語的な性質を持っている。 

 以上のように、外国語を音写したものを除き、原形を隠語、集団語、俗語のような性質を

持たせることは「後部保留型」語例が形成した主な原因であると考えられる。 

 

４．３．主流形式の「2σ構成」 

 昭和後期出版の辞書から集めた単語型略語の音節数、拍数は以下のようである。 

表 7 単語型略語の音節数、拍数 

音節数 拍数 語例 

1σ（5 例） 1σ、2μ ビューティー、ピント など 5例 

2σ（70 例） 2σ、2μ コネクション、スペシャル、プログラム、チョコレート など 46例 

2σ、3μ インポテンツ、カンパニー、トイレット  など 20例 

2σ、4μ ハンデイキャップ、ジステンパー、など 4例 

3σ（36 例） 3σ、3μ デフレーション、テレビジョン、フラクション など 22例 

3σ、4μ インフレーション、オートメーション、シンクロナイズ など 13例 

3σ、5μ コンパートメント  など 1例 

4σ（9 例） 4σ、4μ アナクロリズム、イラストレーション など 9例 

 

単語型外来語は略される際に、2σの長さを保留して略語形を造るのは最も多く、単語型

略語全体の約 58％を占めている。その拍数から見ると、2σ語例の中で、「コネクション」、「ス

ペシャル」のような「2σ、2μ」（2音節、2拍の構成）を持つもの、「インポテンツ」、「カンパニ

ー」のような「2σ、3μ」のもの及び「ハンデイキャップ」、「ジステンパー」のような「2σ、4

μ」のものがある。「2σ、2μ」の語例は長音、撥音などの特殊拍を含まない。「2σ、3μ」

の語例は 1μの特殊拍、「2σ、4μ」の語例は 2μの特殊拍を含んでいる。いずれにせよ、原

形の 2σを取って略語形を造るのは主流である。 

 

４．４．「1σ構成」の語例 

1σを取らない略語も存在する。1σの語例は「ビューティー」、「ピント」、「ヴァンガード」、「ヒ

ロポン」、「キャラバン」がある。その形成について、「外国語の音写」、「原形の短さによる制限」

という二つの原因が考えられる。以下の 4.4．1節～4.4．2節では、その原因について分析

する。 

 

４．４．１．外国語から音写した略語 

既に述べたが、「キャラバン」は＜英語 van＞を音写したものであると考えられる（本章 4.2
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節の㈡を参照）。 

その他、「ヴァンガード」は＜英語 vanguard＞から由来し、「先駆、前衛」の意味を持って

いる。英語の中で、＜van＞という語も同じような意味を持っているため、略語「ヴァンガー

ド」は＜英 van語＞を音写したものであると考えられる。 

 

４．４．２．原形の短さの制限によって形成した略語 

 収集した略語の中で、「ビューティー」、「ピント」、「ヒロポン」のような「1σ、2μ」構成の略

語がある。 

鈴木（1996）は語例調査を行い、「単一語の略語（佘注：本稿の「単語型略語」に相当す

るもの）は 2拍語から 3拍語、4拍語、5拍語までである」と述べている。 

Itô（1990）も 1拍の略語形が不適格であると指摘している。つまり、情報伝達するため

に、略語は最低限に 2 拍（あるいは 1音節）を持つ必要がある。 

「ビューティー」、「ピント」はいずれも 2σしか持っていない。その略語化において、削

除できるのは最大 1σである。そのため、これらの語は 1σの略語形に略されるしかない。 

隠語的性質を持たせるため、覚醒剤を意味する「ヒロポン」を「後部保留型」の省略パタ

ーンで略すことになる。単語型略語の形成において、2拍構成の生産性が高いため、原形が

「ヒロポン」に略されたと考える。 

 

４．５．「3σ以上構成」の略語 

3σと 4σの語例は 45 例がある。その形成について、「接辞の影響」、「言語意識上の複合

語が存在すること」、「外国語の音写」などの原因が考えられる。以下の 4.5．1節～4.5．3

節では、その原因について分析する。 

 

４．５．１．接辞の影響によって形成した略語 

原形がさらに分けることができるものが存在する。単語型外来語の中でも、原形をさらに

分けることができるものが存在しており、その分節は略語化に影響を与えることがある。 

まず、接辞を持つ語例は「語基＋接尾辞」あるいは「接頭辞＋語基」の構成を持っている

と見なせる。例えば、「アナクロニズム」は＜英語 anachronism＞に対応している。原形が

接尾辞「ニズム」（＜～ism＞）を持っているため、「アナクロニズム」は「アナクロ（語基）

＋ニズム（接尾辞）」の構成を持っていると考えられる。従って、略語化過程において、原

形は接尾辞にあたる「ニズム」が削除され、語基の「アナクロ」が保留されて略語形になっ

た。「コンパートメント」は「コンパート（語基）＋メント（接辞）」の構成を持っている。

この語は略される際に、後部にある接辞にあたる「メント」が削除され、前部にある「コン

パート」が略語形として保留された。「ハイドロサルファイト」において、「ハイドロ」は水・

水素に関することを表す接辞＜hydro＞にあたり、「サルファイト」は語基にあたるであろう。

「前部を保留する」原則があるため、略語化において、「ハイドロ」が保留され、略語形に
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なったと考える。 

「テレビジョン」（＜英 television＞）は語構成上に単語型外来語である。しかし、「テ

レビジョン」の「テレ」（＜tele＞）は遠隔という意味を持つ接辞のような存在であり、「ビ

ジョン」（＜vision＞）は見えることの意味を持っている。従って、「テレビジョン」は「テ

レ＋ビジョン」の構成を持っていると思われることがある可能性がある。従って、その略語

化において、前部にある「テレビ」が保留されて略語形になった。 

 

４．５．２．言語意識上の複合語が形成した略語 

次に、言語意識上の複合語が存在すると考える。「イブニング・ドレス」、「アルバイト・

サロン」などのような複合語型外来語が存在する一方、語構成から見ると単語型であるが、

言語意識上に複合語型のような構成を持っている語は存在し、その略語が往々にして 3σ以

上を持っていると考える。例えば、「インフレーション」と「デフレーション」は対として

見る必要がある。両者は反対の意味を持っており、形態的に対立している。「インフレーシ

ョン」は「イン＋フレーション」の構成を持つのに対し、「デフレーション」は「デ＋フレ

ーション」の構成を持っていると見なせる。従って、「インフレーション」の略語形は「イ

ン＋フレ」になり、「デフレーション」の略語形は「デ＋フレ」になった。 

 「オートメーション」もその 1例であると考える。「オート・バイシクル」、「オート・マ

チック」などの語があるが、「オート」は自動的という意味を持ち、形容詞的な性質を持っ

ている。そのため、「オートメーション」は「オート＋メーション」の構成を持っていると

思われる可能性がある。略語形の形成において、自立性を持つ「オート」がそのまま残され

て、「オートメ」が造られたと考えられる。 

 

４．５．３．外国語を音写した略語 

「エキスポジション」は＜英語 exposition＞に対応している。英語の中で、＜exposition

＞は＜expo＞という略語がある。略語「エキスポジション」は＜expo＞を音写したものである。   

同じように、「ポルノグラフィー」は＜英語 porno＞を音写したもの、「ディスコテーク」は＜disco

＞を音写したものであると考えられる。このような外国語略語を音写した語例は日本語の

造語法に従わず、3σや 4σを持つことがある。 

 以上のように、外国語略語をそのまま音写した語例を除き、単語型略語の形成において、

略語形は 2σの長さを志向されやすく、その語例は最も多く存在する。一方、原形の長さに

制限されて 1σの略語が造られ、原形の分節が略語化過程を影響して 3σや 4σの略語も造

られた。 

 

５．複合語型略語の語例 

５．１．急増する外来語略語 

複合語型略語を総計 356 例を集めた（本論第 1 章の(22)参照）。その中で、「前単語保留
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型」は 183例、「後単語保留型」は 47例、「前後結合型」は 116例、「部分抽出型」は 10例

がある。 

 明治・大正期、昭和前期、昭和後期の語例数を以下の表にまとめた。 

 

表 8 複合語型略語の量的変化 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 

前単語保留型 44（約 59.4％） 63（約 51.2％） 182（約 51.4％） 

後単語保留型 18（24.3％） 32（約 26.0％） 47（約 13.2％） 

前後結合型 6（約 8.1％） 20（約 16.3％） 116（約 32.6％） 

部分抽出型 6（約 8.1％） 8（約 6.5％） 10（約 2.8％） 

総計 74 120 356 

 

語例数から見ると、明治・大正期（74例）から、昭和前期（120例）を経て、昭和後期（356

例）まで、複合語型略語の数は徐々に増える傾向が見られる。 

前の時期と比べ、昭和後期の外来語略語（単語型略語、複合語型略語）の総量はかなり増

えた。その原因はやはり日本は外国と交流が深まることによって、多くの複合語型外来語が

輸入され、さらに略されたたことが考えられる。橋本（2010）は 20世紀 10 年代から 21世

紀初期まで約 95年間分の朝日新聞社説に出現した外来語を調査した。その結果、40年代に

出現した外来語は 89例があるが、50年代になると、その数が 156例になり、60年代になる

と、さらに 369例になった。この調査から日本語外来語数の急増が窺える。 

 

５．２．主流形式になりはじめた「前後結合型」 

 省略パターンから見ると、「前後結合型」が複合語型略語の一つの主流形式になった。こ

れは昭和後期の複合語型略語における大きな変化点である。明治・大正期において、「前後

結合型」の割合は約 8.1％、昭和前期は約 16.3％であり、今回調査した昭和後期になると、

その割合はかなり高くなり、約 32.6％になった。 

 「前後結合型」の増加について、二つの原因が考えられる。 

 

㈠、原形を復元しやすいこと。隠語の性質を持っている一部の語を除き、略語を造る際に、

略語形を見る（聞く）と、原形を復元できるかどうかが考える必要がある。前を取る「前単

語保留型」と後を取る「後単語保留型」と比べ、前の一部と後の一部を取る「前後結合型」

ほうが原形を復元しやすいと考えられる。 

 

㈡、「前後結合型」の省略パターンで造られた略語は音節数（拍数）が漢語の音韻構造に

合致すること。7 割以上の「前後結合型」略語は原形の前単語の 2μと後単語の 2μを取っ

て結合させて造ったものである。語例は「アル・サロ」、「アフ・レコ」、「カメ・リハ」など
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がある。日本語、とくに漢語の中でも、「がっこう」（「学校」）、「まいにち」（「毎日」）、「せ

いかつ」（「生活」）などの 4μ構成の語彙が多くある。 

  

㈢、略語化における語彙的ブロック。同音衝突を避けるため、新しく略語を造る際に、略

語形は既に存在した略語と同じような形を取りにくくなる。複合語型略語を造る際に、「前

単語保留型」の省略パターンで略すと、他の略語と形態的に被る場合がある。このような語

彙的ブロックを避けるため、「前後結合型」の省略パターンで略語形を造ることが考えられ

る。 

 

６．複合語型略語の形成 

 調査で収集した略語を見る限り、明治・大正期、昭和前期と比べて、昭和後期の外来語略

語は形成上に共通点があるものの、相違点も見られる。本節では昭和後期における複合語型

略語の形成を分析していく。 

 

６．１．無標の「前単語保留型」 

 複合語型略語の中で、「前単語保留型」は 183例がある。47例の「後単語保留型」、116例

の「前後結合型」、10例の「部分抽出型」と比べて、「前単語保留型」は複合語型略語全体の

約半分を占め、数が最も多い類型である。そのため、「前単語保留型」は依然として主流形

成であると考えられる。 

 外国語の略語をそのまま音写して日本語の略語形を造るという語例を除き、「前単語保留

型」略語が多く生産されることについて、主に以下の二つの原因が考えられる。 

  

㈠、前単語を残したほうが原形を復元しやすいこと。一部隠語の性質を持つ語例を除いて、

略語形を見る（聞く）と原形を思い出せるかどうかは考えないといけない重要なことである。

複合語外来語は殆ど「前単語＋後単語」の構成を持っている。略語化される際に、後単語を

残すより、前単語を残したほうが略語の原形を復元しやすい。 

  

㈡、「修飾部＋主要部」の意味関係の影響。明治・大正期、昭和前期において、複合語型

略語の原形は「修飾部＋意味主要部」の意味関係を持つことが多く、略語化される際に、「前

単語保留型」に略されやすい傾向がある。例えば、明治・大正期において、「モーニング・コ

ート」（＜英 morning coat＞）という略語が見られる。その原形の意味関係を見ると、前単語

「モーニング」は修飾部にあたり、後単語「コート」を修飾しており、後単語「コート」は

複合語の中心的意味を担い、主要部である。 

昭和後期においても、同じような傾向が見られる。例えば、「バスケット・ボール」は前

単語「バスケット」が後単語「ボール」を修飾し、球技の一つを表す。「バレー・ボール」

において、前単語「バレー」は「ボール」を修飾しており、「ボール」は複合語の主要部に
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あたる。 

「スプリング・コート」、「ダスター・コート」、「ラップ・コート」はいずれも「コート」の一種類

である。略語化において、原形の前単語「スプリング」、「ダスター」、「ラップ」が修飾部で

あり、最終的に略語形として保留された。後単語「コート」は削除された。 

  

６．２．原形の意味主要部を保留する傾向で形成した「後単語保留型」 

 外国語をそのまま音写したものを除き、「後部保留型」の形成はやはり「原語の意味主要

部を保留して略語形を造る」仕組みと関わっていると考える。「修飾部＋意味主要部」を持

つ複合語外来語は「前単語保留型」に略される傾向が見られるものの、「意味主要部」の後

単語を保留して「後単語保留型」に略されることもある。 

例えば、収集した語例の中で、「レコード・プレーヤー」という例がある。この語は＜英語 record 

player＞から由来し、「蓄音器の盤を拡声器やラジオで演奏する機械」を指している。前単

語「レコード」は修飾部にあたり、後単語「プレーヤー」は意味主要部にあたっている。略

語化される際に、意味主要部「プレーヤー」が残される。 

「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」（＜英語 japan tourist bureau＞）は三つの語で

構成されているが、「ジャパン（前単語）＋ツーリストビューロー（後単語）」と見なすこと

ができる。その構成を見ると、前単語「ジャパン」は「日本、日本の」という意味を持ち、

後単語を修飾している。後単語「ツーリストビューロー」は旅行案内所の意味であり、意味

主要部であることが明らかである。 

「コンミュニスト・マニフェスト」（＜英 communist manifest＞）においても、「コンミ

ュニスト」（「共産党」の意味）は修飾部にあたり、後単語「マニフェスト」（「宣言」の意味）

は意味主要部にあたる。略語化される際に、原形の後単語「マニフェスト」が残され、略語

形になった。 

以上のように、「後単語保留型」は数が「前単語保留型」ほど多くないが、その形成は「原

語の意味主要部を保留して略語形を造る」という仕組みと関わっていると考える。 

 

６．３．二段階の略語化で形成した「部分抽出型」 

 「部分抽出型」の語例は「アチーブメント・テスト」、「コンポーネント・ステレオ」、「パーマネント・ウェ

ーブ」、「パースペクティブ・ドローイング」、「パンクロマチック・フィルム」、「プログレッシプ・ロック」、「プレハ

ブリケーテッド・ハウス」、「モノラル・レコード」、「ランゲージ・ラボラトリー」、「レフレックス・カメラ」の 10例があ

る。「部分抽出型」の略語は二段階の略語化によって形成するものがかなり多いと考える。 

例えば、「アチーブメント・テスト→アチーブ」について、㉚『最新時事用語辞典』は

「achievement test進学適正検査のこと。略して、進適、アチーブなどをいう。学力試験

の問題を多角的に大量に並べ、採点方法を機械的に標準化したもの」のように説明している。  

原形「アチーブメント・テスト」は二段階の略語化を経て「アチーブ」に略されたと考え

る。第一段階において、複合語型外来語「アチーブメント・テスト」は「前単語保留型」の
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省略パターンで略され、前単語「アチーブメント」が保留され、略語形になった。第二段階

において、接尾辞にあたる「メント」を持っているため、「アチーブ（語基）＋メント（接

辞）」の構成を持つ「アチーブメント」は「前部保留型」の省略パターンで略された結果、

「アチーブ」になったと考える。 

「パーマネント・ウェーブ→パーマ」において、略語「パーマ」も二段階の略語化を経て

造られたと考えられる。第一段階において、複合語型外来語「パーマネント・ウェーブ」が

「前単語保留型」の省略パターンで略されて「パーマネント」になった。第二段階において、

単語型の「パーマネント」は「前部保留型」のパターンで前部の 2σを保留して「パーマ」

になったと考えられる。 

⑧『外来語小辞典』は「パーマネント・ウェーブ」について「パーマネント・ウェーヴ

permanent wave薬品と電気で縮らせた婦人の髪（「永久的な波型」の意味。略して「パーマ

ネント」または「パーマ」）」と説明している。つまり、原形「パーマネント・ウェーブ」は

「パーマネント」と「パーマ」の二つの略語形を持っていることである。略語「パーマ」は

二段階の略語化で形成した可能性が高い。 

 

６．４．主流形式の一つである「前後結合型」 

６．４．１．音韻規則における「2μ＋2μ」の鋳型 

 明治・大正期から、昭和前期を経て、昭和後期まで、「前後結合型」という省略パターン

は生産力が高くなっていることが明らかである。特に昭和後期に入ると、「前後結合型」は

語例が一段と多くなり、複合語型略語の主流形式の一つになっている。明治・大正期から昭

和後期まで、各時期における前後結合型の語例数及び全体を占める割合は本章 5.1節の表 9

を参照されたい。 

 さらに、拍数を見ると、「前後結合型」の殆どが「2μ＋2μ」で構成されており、その語

例は 85 例があり、「前後結合型」全体（116 例）の 73％以上を占めている。その語例の中

で、「アルバイト・サロン」、「アウト・ドロップ」、「アフタア・レコーディング」、「カメラ・リハーサル」、

「スケート・ボート」、「ファミリー・コンピューター」などはいずれも原形の前単語の 2μと後単語

の 2μを保留して結合させて形成したものである。一方、「エア・コンディショナー」、「オフ・リ

ミット」、「ハイ・テクノロジー」、「マス・コミュニケーション」などの語例は原形の前単語が 2拍しか

ないため、略語化される際に、前単語がそのまま残し、後単語から取った 2 拍と結合して略

語形を造る。「パトロール・カー」の場合、原形の後単語がそのまま残し、前単語から取った

2 拍と結合して略語形を造る。いずれにせよ、「2μ＋2μ」構成が「前後結合型」の主流形

式であることが明らかである。 

 この「2μ＋2μ」の構成について、那須（2005）は以下のように指摘している。 

 

(41) 「2＋2」モーラ構造は二つのフットからなる均整のとれた韻律構造 F＋Fをなすが、こ

の構造が日本語においてしばしば志向されやすいことはオノマトペの語形成や代償延長
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現象などを通じて従来明らかにされている（佘中略）。F＋F構造は日本語の韻律語形成に

おけるある種の典型的な「鋳型」として機能している（佘中略）複合外来語の短縮もこ

の鋳型的な構造を目指している 

 

 つまり、日本語の「2μ＋2μ」の鋳型という音韻規律は「前後結合型」の形成において基

礎的に働いていることが考えられる。 

 しかし、「2μ＋2μ」の構成に従わない語例も存在する。例えば、「2μ＋1μ」構成の前後

結合型略語が見られる。語例の中で、「カンニング・ペーパー」、「ドレス・メーキング」と「テレホン・

カード」がある。「カン・ペ」は不正受験のため小さな紙にノートしたものを指しており、「ド

レ・メ」は洋裁、婦人、子供服の仕立のことを指している。「テレ・カ」は公衆電話で使う

代金先払いの通話用の磁気カードを指している。 

 明治・大正期、昭和前期において、「2μ＋1μ」構成の前後結合型は「アジテーティング・ポイ

ント」の 1 例しかない。「アジト」という語は＜露語 агитпункт＞からきた可能性

がある。従って、「2μ＋1μ」の略語は昭和後期から産出されはじめたと言えよう。その形

成原因について、平成期の「2μ＋1μ」の語例と合せて第 7章で説明したい。 

 「2μ＋2μ」構成の略語、「2μ＋1μ」構成の略語のほか、「1μ＋1μ」構成の略語や「1

μ＋3μ」構成の略語も見られるが、その形成について、以下の 6.4．2 節～6.4．4 節をも

って分析する。 

 

６．４．２．既存したパターンの影響で形成した「1μ＋1μ」語例 

 音韻規則の働きで形成した語例以外、語彙的な原因で形成したと考えられる語例も見ら

れる。その構成は「2μ＋2μ」を取らない。 

 「1μ＋1μ」構成の語例が見られる。その語例は「ステープル・ファイバー」、「デ・ポ」（delivery 

postの略）、「ベース・アップ」、「マルクス・ボーイ」、「モダン・マダム」がある。 

「デ・ポ」は恐らく＜仏語 dépôt＞であろう（『日本国語大辞典 第二版』の「テポ」項目

を参照）。この語以外、他の語例は既に存在した省略パターンに影響されて形成したもので

あると考える。 

 「ステープル・ファイバー」は＜英語 staple fiber＞から由来し、人工繊維の一種であ

る。「マルクス・ボーイ」は「マルクス主義を信仰する青年」のことを指している。「モダン・マダ

ム」は「家庭を外に、キネマ・ダンス・スポーツに日を過す有閑階級の奥さん」の意味を表

す（㉘『新修改版 新聞雜誌語辞典』の「モダンマダム」項目を参照）。「ベース・アップ」

は「賃金の総体的な基準を引き上げること」を意味する。 

 昭和前期の辞書から「モダン・ボーイ」、「モダン・ガール」という略語を収集した（本論第 5章

5.4．2節を参照）。「モ・ボ」、「モ・ガ」は「当世風の男性（女性）」の意味を持ち、昭和前

期の流行語として挙げられる。そのため、二つの語は普通の「2μ＋2μ」で略さず、敢えて

「1μ＋1μ」で略されたと考えられる。 
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つまり、「1μ＋1μ」の構成パターンは昭和前期において既に存在しており、その語例は

流行語の性質を持っている。昭和後期の語例「ス・フ」、「マ・ボ」、「モ・マ」などの語例は

既に存在した略語「モ・ボ」、「モ・ガ」のような「1μ＋1μ」の造語パターンの影響で造ら

れたと考えられる。 

 

６．４．３．日常外来語を含む「1μ＋3μ」語例 

 「1μ＋3μ」構成の語例も存在する。その語例は「ブルガーニン・ライン」、「セントラル・リー

グ」、「パシフィック・リーグ」、「アチーブメント・テスト」がある。 

略語「ブルガーニン・ライン」は漁業について昭和三十一年三月ソ連閣僚会議が発表した制限

水域のことを指す。原形の前単語「ブルガーニン」はソ連人の名前である。略語化過程にお

いて、「ブルガーニン」が「ブ」だけに略され、後単語「ライン」と結合して略語形を造っ

た。調査した辞書に載せていないが、この語以外に、「李ライン」（原形「李承晩ライン」）、

「マ・ライン」（原形「マッカーサー・ライン」）の語例が存在している。上記の三つの略語

はいずれも原形が海洋・漁業関連の語であり、「人名＋ライン」で構成される。略語化にお

いて、前単語の人名を１μまで略し、後単語「ライン」はよく使う外来語であり、略せずに

そのまま利用し前単語の 1μと結合して「1μ＋3μ」の語例を造ったと考える。 

「セントラル・リーグ」、「パシフィック・リーグ」はいずれも日本のプロ野球リーグの一つであ

る。原形の後単語「リーグ」はよく使われる外来語であるため、略語化において保留する可

能性が考えられる。前単語「セントラル」、「パシフィック」は 1μだけを残して、リーグの

種類を示す。「セ・リーグ」、「パ・リーグ」以外、「ア・リーグ」、「ナ・リーグ」や「Jリー

グ」などの語例も存在している。 

「アチーブメント・テスト」は学力検査のことを指す。後単語「テスト」も日常においてよく

使う外来語である。略語化において、前単語「アチーブメント」は 1μの「ア」に略され、

「テスト」と結合して略語形を造ったことが考えられる。 

 

６．４．４．略語の組合せで形成したの語例 

語例の中で、「3μ＋2μ」や「2μ＋3μ」などの構成を持つものも見られる。語例は「テ

レビジョン・ブロードキャスト」、「デモンストレーション・テープ」、「マネー・ビルディング」、「テレビジョ

ン・コンティニュイティ」などがある。 

＜英語 telecast＞から音写した「テレ・キャスト」、＜英語 heliport＞から音写した「ヘ

リ・ポート」などの語例を除き、略語が他の語（あるいは略語）と組み合わせて形成したも

のは殆どである。例えば、「デモ・テープ」は「デモンストレーション」の略語形「デモ」

と「テープ」とが形成したもの、「マネー・ビル」は「マネー」と「ビルディング」の略語

「ビル」と結合して形成したものである。「テレビ・コンテ」は「テレビジョン」の略語「テ

レビ」と「コンティニュテイ」の略語「コンテ」との組み合わせである。 

以上のように、「前後結合型」の形成を分析したが、音韻規則が働いた結果、「2μ＋2μ」
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構成の語例が最も多く、「前後結合型」の主流になった。「2μ＋2μ」の鋳型に従わない語例

も存在するが、「テレホン・カード」のような「2μ＋1μ」語例は「2μ＋2μ」で略すと、略語

形が特殊拍で終わったため、特殊拍が脱落した可能性がある。一方、「1μ＋1μ」、「1μ＋3

μ」などの語例は語彙的な原因で形成したと考える。 

 

７．まとめ 

 本章は辞書調査を行い、昭和後期において初めて出現した外来語略語を収集した。その結

果、単語型略語 120例、複合語型略語 356例を集めた。 

 収集した語例の類型を分析した限り、明治・大正期、昭和前期と比べると、単語型略語で

も複合語型略語でも、新しく産出した外来語略語が多くなっている。そして、複合語型略語

の中で、「前後結合型」の語例数が急増し、既に複合語型略語の主流形式になっている。 
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第 7章 平成期における外来語略語の形成 

 

１．はじめに 

 本章は引き続き、平成期における外来語略語の形成について考察を行う。そして、平成期

において、外来語略語の形成はどのような変化が起こったかを明らかにする。 

 

２．使用辞書 

 平成期に出版された辞書から語例を収集した。収集した語例の中で、明治・大正期、昭和

前期、昭和後期において既に存在していたものがあるが、それらの語例を除いて、残った語

例は平成期における初めて出現したものである。使用辞書の書誌情報は以下のようである。 

 

(42) 平成期出版の辞書： 

㊺『朝日新聞のカタカナ語辞典』（朝日新聞社、2006（H18）年）：収録の語について、

辞書冒頭の「刊行にあたって」は「この辞典の編集に当たっては、朝日新聞の紙面に登

場した新しいカタカナ語ばかりでなく、朝日現代用語『知恵蔵』に掲載された膨大な新

語・話題語の中からも、最新のカタカナ語を細かく拾い集めました。若者用語から専門

的な言葉に至るまで、様々な分野のカタカナ語をバランスよく収録することが出来た

と自負しております。収録語数は約 1万４千語になりました」と述べている。 

 

㊻『カタカナ新語辞典 第 8 版』（学研教育出版、2013（H25）年）：この辞書について、

辞書の「まえはき」は「現代に対応できるように新語を豊富に収録したカタカナ語辞典

である。（佘中略）今回も一般に定着した言葉をいくつか削除した一方で、ほやほやの

新語約 1000語を収録。最先端科学、IT（ICT）、環境、スポーツ、ファッション、芸術

…あらゆる分野を網羅。（佘中略）収録語数は本文内の太字も含め、この一冊で新語は

必要十分の 1万 5500 語である」と述べている。 

 

㊼『見やすいカタカナ新語辞典』（三省堂、2014（H26）年）：この辞書は外来語辞書で

あり、最新の情報を含むカタカナ語を約１万 3000語収録している。 

 

㊽米川明彦『平成の新語・流行語辞典』（東京堂、2019（H31）年）：辞書の序文は「本

書は一九八九年一月八日から二〇一九年四月三〇日までの平成の約三十年に生れた新

語や流行語などを用例とともに解説した本邦初のことばの辞典である」と述べている。 

 

以上のように、平成期出版の辞書は 4冊を用いた。㊽『平成の新語・流行語辞典』のほか、

カタカナ語辞書が 3冊ある。平成期において、調査した辞書の数は少ないが、㊺4『朝日新

聞のカタカナ語辞典』、㊻『カタカナ新語辞典 第 8版』及び㊼『見やすいカタカナ語辞典』



- 114 - 

 

はいずれもカタカナ語を網羅的に収録するものである。 

 

３．平成期の外来語略語語例 

 平成期の辞書から語例を収集した。集めた語例から明治・大正期、昭和前期および昭和後

期に既に存在したものを削除し、残ったものは平成期に新しく出現した語例である。単語型

略語は総計 97 例を集めた。その中で、原形の前部を保留して造られた前部保留型は 95 例

があり、原形の後部を保留して造られた後部保留型の語例はわずか 2例がある。具体例は本

論第 1章で挙げている。 

 一方、複合語型略語は総計 409例を集めた。その中で、前単語保留型は 176 例、後単語保

留型は 34例、前後結合型は 189例、部分抽出型は 10例がある。その具体例は本論第 1章の

で挙げている。 

 平成期において、外来語略語は数多く造られたが、その形成は昭和後期の語例と似たよう

な特徴を持ちながらも、略語化パターンにおける変化点も見られる。第 4節から、平成期に

おける外来語略語の形成について分析を行う。 

 

４．平成期における単語型略語の形成 

４．１．「前部を保留する」傾向 

 単語型略語の語例は 97例がある。その中で、前部保留型のパターンで造られたものは 95

例があり、語例数が圧倒的に多い。略語化過程において、前部保留型の生産力が高いのは、

前部を残したほうが元の語（原形）を想起しやすいからである。 

 一方、本研究が調査を行う限り、平成期において、集めた後部保留型の語例はわずか 2例

がある。それらは「インターネット」と「トランペット」である。 

 外来語「トランペット」は＜英語 trumpet＞に対応し、金管楽器の一つである。その略語

形「ペット」は音楽用語であり、専門用語の性質を持っている。隠語、専門用語は限られた

範囲で使われるものであり、人々は「トランペット」を主流の前部保留型で略さずに、敢え

て後部保留型で略す可能性があると考えられる。 

 「インターネット」は「ネット」に略されたのは「語彙的ブロック」という原因が考えら

れる。 

「語彙的ブロック」について説明を加えたい。同じような語形をもつ語彙が存在する場合、

言語使用の場面において、それらの存在によって、同音衝突が起こりうる。つまり、ある外

来語が略語化される際に、最終的に得た略語形は既に存在した語と同じ語形になり、同音衝

突が起こってしまう可能性がある。このような同音衝突は略語の意味伝達に障害をもたら

すことが考えられる。意味伝達は略語が造られる重要な目的であるため、外来語を略す際に、

既に存在した語の語形との同音衝突を避けるよう、人々は略語形を造っているということ

が考えられる。 

例えば、「インターネット」は前部保留型で略すと、出力した略語形が「インター」にな
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る。昭和期の語例において、「インターナショナル」、「インター・チェンジ」などの略語語例は既に

存在している。「インターネット」も「インター」に略された場合、同音衝突が起こり、コ

ミュニケーションの混乱が招かれることがある。そのようなことを避けて、「インターネッ

ト」が「ネット」に略されたことは考えられる。 

 

４．２．略語形の長さ 

４．２．１．主流形式の「2σ、2μ」構成 

まず、平成期における語例の拍数、音節数の構成を見よう。 

 

表 9 平成期における単語型略語の拍数、音節数 

音節数 拍数 語例数 

1σ 
1σ、2μ（2例） エアリアル、ダーリン 

1σ、3μ（2例） バイオテクノロジー、バイオニクス 

2σ 

2σ、2μ（34例） 

アポストロフィー、エゴイズム、エゴロジー、エミュレーター、 

カポタスト、キャバスティー、キャラクター、サスペンション、 

サブオーディネート、スレッド、セルロイド、タブレット、テクノロジー、

テクニカル、テクニック、デコレーション、デリバリー、デリカテッセン、

ナビゲーター、ナビゲーション、パチンコ、ピコット、ピリオド、 

フィルハーモニー、フェスティバル、フェラチオ、ブラジャー、 

ヘリコプター、ホリエチレン、マゾヒスト、メガニズム＝、リトグラフ、

リプ（replyの略）、レスポンス 

2σ、3μ（19例） 

カパーリング、クリアランス、クンニリングス、コーディネート、 

コンピレーション、コンドミニアム、コンピレーション、コンプリート、

シンセサイザー、ステアリング、テンプレート、トップス、 

パーマネント、パンフレット、ファンデーション、ペーブメント、 

メンテナンス、インターネット、トランペット 

2σ、4μ（2例） インディーズ、エンスージアスト  

3σ 

3σ、4μ（15例） 

アグリーメ ン ト、アチーブ メ ン ト、インスト メ ン タ ル、 

インフラストラクチャー、インプリメント、インプリメンテーション、

エアロ ビ ク ス 、 コ ンサバ テ ィ ブ 、コ ンサル タ ン ト 、 

コンサルテーション、コンパチビリティー、コンプリート、 

シングルス、プレゼンテーション、プレミアム、 

3σ、3μ（15例） 

エステティック、エレベーター、コラボレーション、コラボレート、 

サプリメント、セレブリティー、テクノサウンド、デグレート、 

デリカテッセン、ニトログリセリン、パラノイア、ブレスレット、 

プロフィール、マキシアム、リスケジュール、 
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3σ、5μ（1例） アポイントメント  

4σ 4σ、4μ（7例） 
エクステンション、スカトロジー、ネオナチズム プログレッシブ、

リストラクチャリング、サブアカウント、サブカルチャー 

総計 97 例  

 

 語例の中で、2σ構成のものは 55例があり、全体語例の約 6割を占めている。その中で、

「キャラクター」、「メガニズム」などの「2σ、2μ」構成の語例はもっとも多く、その他に「コ

ンプリート」、「パンフレット」などの「2σ、3μ」構成の語例及び「インディーズ」などの「2σ、

4μ」構成の語例も見られる。いずれにせよ、原形の 2σを取って略語形（「2σ、2μ」構成

および「2σ、3μ」構成）を造ることが主流である。 

 一方、1σの語例、3σの語例及び 4σの語例も存在している。特に、「3σ、4μ」の語例と

「3σ、3μ」の語例は全体語例の 1割以上を占めている。これから、それらの語例の形成に

ついて考えたい。 

 

４．２．２．1σ構成の略語 

 

㈠、「1σ、2μ」構成 

 「1σ、2μ」構成の略語は「エアリアル」、「ダーリン」の 2例がある。 

 「2σ、2μ」構成は単語型略語の主流形式である。つまり、外来語から 2μを取って略語

形を造ることが普通である。「エアリアル」および「ダーリン」は 1σしか持たないが、2μの長

さを持っている。 

例えば、「ダーリン」は「1σ、2μ」構成である。原形「ダーリン」は特殊拍を持っており、

2σと 4μの長さを持っている。意味伝達の機能が弱いため、1μの略語形は出力しにくい。

単語型略語の主流の長さは 2σであるが、「2σ、2μ」構成語例が最も多いため、2μの長さ

も受け入れやすい。「ダーリン」の場合、原形が 2σであるため、主流の長さで略すことが

できない。従って、原形の長さの制限によって、「ダーリン」は「ダー」に略されたと考え

る。 

 

㈡、「1σ、3μ」構成 

「1σ、3μ」構成の語例は「バイオテクノロジー」、「バイオニクス」がある。 

その原形は＜英語 biotechnlogy＞に対応している。「バイオ」の部分は接頭辞の性質を持

っており、生命、生物などの意味を表す。そのため、外来語「バイオテクノロジー」は「バ

イオ（接辞）＋テクノロジー（語基）」の構成を持っている。従って、略語化される際に、

原形は前部にある接辞の部分を保留し、「バイオ」に略されたと考える。「バイオニクス」も

接辞「バイオ」を持っている。「バイオテクノロジー」と同じように、「バイオニクス」が「バ

イオ」に略される。 
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４．２．３．3σ構成の略語 

 

㈠、「3σ、3μ」構成 

「3σ、3μ」構成の略語は「エステティック」、「エレベーター」、「デグレート」などの 15

例がある。略語の中で、外国語をそのまま音写したものがある。例えば、「セレブリティー」

は＜英語 celebrity＞に対応し、名声を持つ名人、名士のことを指している。英語の中で、

＜celebrity＞は＜celeb＞に略されている。略語「セレブ」は＜英語 celeb＞を音写したも

のであろう。 

さらに、一部の略語はその原形がさらに分けることができる構成を持っている。例えば、

「サプリメント」は＜英語 supplement＞から由来し、栄養補助食品のことである。「サプリ

メント」という語は「語基＋接辞」の構成を持っていると見なせる。「サプリ」は語基にあ

たり、「メント」は接辞にあたる。接辞の存在は「サプリメント」の分節に影響を与えてい

る。略語化過程において、前部にある「サプリ」が保留され、後部にある「メント」が削除

された。 

同じように、「ニトログリセリン」は「接辞＋語基」の構成を持っているように考えられ

る。ニトロ基（化学物質）のことを表す「ニトロ」は＜nitro＞に対応し、接辞の性質を持

っている。「ニトロ化合物」という語が存在し、ニトロ基を持つ化合物を指す。接辞の存在

が原形分節への影響によって、略語化過程において、前部にある「ニトロ」が保留されて略

語形になった。 

また、一部の語例は既に存在した語彙との同音衝突を避けるために「3σ、3μ」に略され

たと考えられる。 

 

㈡、「3σ、4μ」構成 

 「3σ、4μ」構成の略語と「4σ、4μ」構成の略語は拍数から見ると、いずれも 4μの長

さを持っている。平成期において、4μ長さを持つ単語型略語は増加する傾向が見られる。

「3σ、4μ」構成の略語は「4σ、4μ」構成の略語と合せて、次の 4.2．4節をもって説明

する。 

 

㈢、「3σ、5μ」構成 

「3σ、5μ」構成の略語は「アポイントメント」の 1例である。 

このような構成を持つ語例は「アポイントメント」しかない。原形「アポイントメント」は

接辞にあたる「メント」を持っており、略語化過程において「メント」が削除され、「アポ

イント」が略語形として保留された。 

 

４．２．４．「4μ構成」略語の増加 

「インストメンタル」、「プレゼンテーション」などの「3σ、4μ」略語および「エクステンション」、
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「リストラクチャリング」などの「4σ、4μ」略語はいずれも 4μの長さを持っている。 

 

「インスト」、「コンサバ」、「プレゼン」など、「3σ、4μ」の略語は特殊拍を持っている。

それに対し、「エクステ」、「ネオナチ」、「プログレ」などの語例は特殊拍を持たず、「4σ、

4μ」の構成を持っている。それにしても、以上の語例は 4μの長さで略されていることは

同じである。「3σ、4μ」の略語は 15例、「4σ、4μ」の略語は 7例がある。 

つまり、平成期において、単語型略語の中で、4μの長さを持っている語例は 22 例があ

り、全体の 2割以上を占めている。その形成について、複合語型略語からの影響という可能

性が考えられる。この問題について外来語略語の史的変化を分析する第 8 章で詳しく述べ

たい。 

 

５．平成期における複合語型略語の形成 

 平成期において、複合語型略語の語例は 409例がある。その中で、前単語保留型は 176例、

後単語保留型は 34例、前後結合型は 189例、部分抽出型は 10例がある。平成期の複合語型

略語の具体例は本論第 1章で挙げている。 

昭和後期における複合語型略語の形成について、前単語保留型は主流形式でありながら、

前後結合型は語例数が急増しはじめ、主流形式の一つにもなっているということを述べた

（本論第 6章 6.4節を参照）。 

本研究が集めた平成期の略語を見ると、平成期になってから、前後結合型の語例は全体語

例の 43％を占めており、前単語保留型を上回っている。この点から、前後結合型という省

略パターンの生産性の高さを窺える。 

 平成期における複合語型略語の形成は昭和後期と似たような特徴を持っている。 

 

 ㈠、主流形式の「前単語保留型」について。前単語保留型は数が前後結合型を下回ったが、

依然として複合語型略語の主流形式一つである。その形成原因について、「前単語を残し

たほうが原形を復元しやすいこと」と「「修飾部＋主要部」の意味関係を持つ外来語が略

語化において意味区別に役立つ修飾部を保留する傾向」が考えられる。 

 

 ㈡、「後単語保留型」について。後単語保留型は語例が少なく、34例が見られる。その語

例の一部は外国語から音写したものである。一部はり「原語の意味主要部を保 留して略

語形を造る」仕組みで造られたと考えられる。 

 

 ㈢、最もの主流形式になった「前後結合型」について。平成期の前後結合型の中で、「2μ

＋2μ」構成の語例が 145例がある。その他、「2μ＋1μ」構成は 31例、「1μ＋2μ」構成

は 5例、その他の構成を持つ語例は 8例がある。数から見ると、昭和後期と同じように、

前後結合型において、「2μ＋2μ」構成は最も選択される省略パターンである。「2μ＋1μ」
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構成の語例は昭和後期よりかなり増えている。前の時期と比べて、平成期における前後結

合型の略語化パターンは変化が起こっている。第 6節で、前後結合型の形成について詳し

く分析する。 

  

㈣、二段階の略語化で形成した「部分抽出型」について。部分抽出型は 10例がある。語

例は複合語型略語化と単語型略語化を経て形成したと考えられる。例えば、「コンビニエ

ンス・ストア」は第一段階で複合語型略語・前単語保留型の省略パターンで略され、第二

段階で単語型略語・前部保留型の省略パターンでさらに略されたと考えられる。その結果、

略語形「コンビニ」が出力される。 

 

６．複合語型略語・前後結合型の省略パターン 

６．１．主な形式である「2μ＋2μ」構成の語例 

 まず、前後結合型語例の拍構成を見てみよう。 

 

表 12 平成期における前後結合型の拍構成 

拍構成、語例数と割合 語例 

「2μ＋2μ」（145例、76.7％） アイドル・コラージュ、イメージ・トレーニング、ゲーム・センター 

「2μ＋1μ」（31例、16.4％） アコースティック・ギター、グラフィック・ボード、グループ・チャット 

「1μ＋2μ」（5例、2.6％） セックス・フレンド、メール・アドレス、レモン・スカッシュ 

「2μ＋3μ」（3例、1.6％） サンタン・オイル、デジタル・ロック、キャミソール・ワンピース 

「3μ＋1μ」（2例、1.1％） コピー・アンド・ペースト、マウンテン・パーカー 

「3μ＋2μ」（1例、0.5％） インターネット・フォークロア 

「3μ＋3μ」（1例、0.5％） シンチレーション・カメラ 

「2μ＋4μ」（1例、0.5％） オフ・タートルネック 

 

表が示しているように、「2μ＋2μ」構成は前後結合型の主流形式である。その原因につ

いて、第 5章において既に述べたが、「2μ＋2μ」という鋳型は日本語の音律構造に合致し、

音韻上の安定性があると考えられている。 

  

６．２．「2μ＋1μ」構成略語の増加 

 「2μ＋1μ」構成の語例を見てみよう。 

昭和後期において、「2μ＋1μ」の略語は「カンニング・ペーパー」、「ドレス・メーキング」、「テレ

ホン・カード」のわずか 3 例しかない。平成期になると、「スター・バックスコーヒー」、「トレーティン

グ・カード」、「ポテト・チップ」などの「2μ＋1μ」略語は 31例になっている。「2μ＋1μ」構

成の語例が増加する傾向がはっきり見られる。 

略語の原形を見ると、後単語の第 2 拍が長音、促音、二重母音であることが目立ってい
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る。語例の中で、原形後単語の第 2 拍が長音であるものは 18 例（「アメリカン・ショートヘア」、

「エゴ・サーチ」、「オフライン・ミーティング」など）、促音であるものは 8例（「スクリーン・ショッ

ト」、「グループ・チャット」、「ポテト・チップ」など）、二重母音であるもの（「ネット・アイドル」、

「モンスター・ペアレント」）は 2例がある。 

那須（2005）は「特殊モーラが元の複合語の後部要素の第 2モーラにあるとき、それが撥

音ないしは二重母音であれば短縮形の中に残りやすいが、促音・長音は脱落しやすい」と指

摘している。その理由について、同研究は長音の脱落について「知覚的手がかりの乏しい長

音をあえて保全することが知覚上の有効性に乏しく、それがゆえに脱落を来たしやすい」と

述べ、二重母音の脱落について「語中であれ語末であれ、長音を含む重音節では同じ音色の

母音が続く点で特殊モーラ（重音節の第二モーラ）の知覚的な手がかりが乏しいわけだが、

語末においてはそれがさらに顕著である」と述べている。 

つまり、知覚的に感じられにくいため、短縮過程において原形後単語の第 2 拍が削除さ

れ、「2μ＋1μ」構成の短縮語が造られる。例外的な語例も存在する。「アコースティック・ギタ

ー」「コスト・パフォーマンス」「スーパー・モデル」「ハイ・ソサエティー」「ラブ・ホテル」は原形後単語

の二つ目が特殊拍ではないのにかかわらず、「2μ＋1μ」構成に短縮されているが、その数

が少ない。 

 

６．３．その他 

「1μ＋2μ」構成について。「セックス・フレンド」、「テープ・レコーダー」、「メール・アドレス」、

「ライト・ノベル」、「レモン・スカッシュ」などの語がある。文（2021）は各年齢層における仮想

短縮語実験を行い、以下のように指摘している。 

 

（43） 各年齢層において好まれる短縮語形をモーラ数に基づいて分析することで、中・高年

齢層は基体（佘注：本論文の「原形」に相当するもの）への復元を容易にすることを指

向するのに対し、若年齢層は基体をより短くしようとするという対立が浮かび上がって

くる。 

 

 「セフレ」、「メアド」などの略語は平成期出版の辞書において初めて出現する新しいもの

である。「メール・アドレス」という外来語は「メアド」、「メルアド」、二つの略語形を持っ

ている。文（2021）が指摘しているように、若い世代は略語形を短くしようとする意識を持

っている。「セックス・フレンド」のような外来語は「セク・フレ」ではなく、「セフレ」に

略されることも若い世代の言語意識の反映であると考えられる。 

「サンタン・オイル」、「デジタル・ロック」、「シンチレーション・カメラ」、「オフ・タートルネッ

ク」は略語化において原形の片方（前単語か後単語か）しか略されていない。例えば、「デジ

タル・ロック」は略語化において、前単語「デジタル」が「デジ」に略された。略語化を経

た「デジ」は外来語「ロック」と結合した結果、「デジ・ロック」が形成した。「オイル」、
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「ロック」、「カメラ」、「オフ」が略されない原因について、一つは語形が短いことである。 

もう一つはそれらがいずれも常用する外来語であるため、略す必要がなくなることであろ

う。同じように、「キャミソール・ワンピース」、「インターネット・フォークロア」は二つの略語が結

合して形成したものである。 

 「コピー・アンド・ペースト」、「マウンテン・パーカー」は「3μ＋1μ」構成を持っている。後単

語「ペースト」、「パーカー」は第 2拍が長音である。その形成も特殊拍と関わっているであ

ろう。 

 

７．まとめ 

 本章は平成期の語例を集め、平成期における外来語略語の形成について考察を行った。 

平成期において、外来語略語の形成は昭和後期と似たような特徴を持っている。具体的な共

通点というと、単語型略語の形成において、「原形の前部を保留する」のは主流であること、

原形の 2σの長さを保留して略語形を造るのが主流であること、複合語型略語の形成におい

て、前単語保留型が主流形式であること、「2μ＋2μ」構成が前後結合型の略語の主な形式

であることなどが挙げられる。 

一方、相違点も観察される。略語語例数の増加以外、単語保留型において、4μの長さを

持つ語例は増加する傾向が見られる。複合語型略語において、「2μ＋1μ」構成の語例も増

加する傾向が見られる。 
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第 8章 外来語略語の形成における史的変遷 

 

１．はじめに 

 ここまでの内容において、明治・大正期、昭和前期、昭和後期および平成期の外来語略語

の語例を集め、各時期において略語はどのような規則で形成したか、その形成がどのような

特徴があるかなどの問題について分析を行った。 

 序論の部分において既に述べたが、外来語略語は明治・大正期から盛んに造られはじまり、

長い歴史を持っている。従って、略語形成の省略パターンも時期の発展によって変化が起こ

ると考えられる。 

 本章において、各時期の語例に対する分析を踏まえながら、外来語略語の形成において、

省略パターンの変化があったかどうか、どのような変化があったかを明らかにしたいと考

える。 

 本章は二つの部分で構成される。一つは単語型略語の省略パターンの史的変遷であり、一

つは複合語型略語の省略パターンの史的変遷である。 

 

２．単語型略語の形成における省略パターンの変化 

 まず、各時期における単語型略語の語例数を見てみよう。単語型略語に関するデータにつ

いて、第 1章の表 2を再掲する。単語型略語の具体例は本論第 1章第 2節で挙げている。 

 

表 2 各時期における単語型略語の語例数 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 平成期 

前部保留型 57（87.7％） 52（86.7％） 112（93.3％） 95（97.9％） 

後部保留型 8（12.3％） 8（13.3％） 8（6.7％） 2（2.1％） 

総計 65 60 120 97 

 

 明治・大正期において、前部保留型は 57例、後部保留型は 8例がある。昭和前期におい

て、前部保留型は 52例、後部保留型は 8例がある。二つの時期において、単語型略語の語

例数は 60例程度である。昭和後期になると、単語型略語は急増しはじまり、その語例数が

120 例に達している。平成期において、単語型略語は 97 例があり、語例数がやや低くなっ

ている。 

 本研究は昭和前期および昭和後期を 1945年（戦前は昭和前期、戦後は昭和後期）で分け

ている。従って、戦前戦後を境界線に、単語型略語の語例数には大きな変動が見られる。 

明治・大正期、昭和前期において、単語型略語はある程度造られていた。戦後になってか

ら、その語例は急速で増えてきた。昭和後期の語例数は昭和前期の約 2倍になっている。因

みに、複合語型略語の語例数も同じように増加の傾向がある。 

単語型略語の急増について、戦後になって外来語は数が急増し、頻繁に使われるようにな
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ったという原因が考えられる。この問題について、本章第 5節で、複合語型略語の急増と合

せて詳しく説明する。 

 各類型の語例数と割合を見よう。明治・大正期から平成期に至るまで、前部保留型（「ア

ジテーション」、「グロテスク」、「レポート」などの類）は高い生産力を保っており、語例数は増加す

る傾向がある。明治・大正期、昭和前期において、前部保留型は全体語例の 8割以上を占め

ている。昭和後期、平成期になると、その割合は 9割以上になっている。 

それに対し、後部保留型の語例（「ワニス」、「アルバイト」、「ボーナス」などの類）は少なく

なる傾向が見られる。明治・大正期における後部保留型の語例は 8例、昭和前期は 8例、昭

和後期は 8 例、平成期は 2 例がある。後部保留型の割合は明治・大正期の 12.3％から平成

期の 2.1％まで落ちてきたが、その語例数は大きな変動があったとは言いにくい。全体語例

の増加につれて、後部保留型の割合は低くなっていると考えられる。 

 

３．音節数、拍数から見る単語型略語の変化 

 単語型略語の形成を明らかにするために、音節、拍からの分析が欠かせない。以下の表 10

が示しているのは各時期の単語型略語の音節数、拍数である。 

 

表 10 単語型略語の音節数、拍数 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 平成期 

「1σ、2μ」 1（1.5％） 2（3.3％） 5（4.2％） 2（2.1％） 

「1σ、3μ」 1（1.5％） 1（1.7％） ✖ 2（2.1％） 

「2σ、2μ」 26（40.0％） 41（68.3％） 45（37.5％） 34（35.1％） 

「2σ、3μ」 18（28.0％） 7（11.7％） 23（19.2％） 18（18.6％） 

「2σ、4μ」 2（3.1％） 1（1.7％） 5（4.2％） 2（2.1％） 

「3σ、3μ」 10（15.3％） 2（5.0％） 18（15％） 15（15.5％） 

「3σ、4μ」 5（7.7％） 4（6.7％） 13（10.8％） 18（18.6％） 

「3σ、5μ」 1（1.5％） ✖ 1（0.8％） 1（1.0％） 

「4σ、4μ」 1（1.5％） ✖ 10（8.3％） 5（5.2％） 

「4σ、5μ」 ✖ 1（1.7％） ✖ ✖ 

「5σ、5μ」 ✖ 1（1.7％） ✖ ✖ 

総計 64 60 120 97 

 

 表のように、集めた単語型略語は語形の長さ（音節数、拍数）によって、「1σ、2μ」、「1σ、

3μ」、「2σ、2μ」、「2σ、3μ」、「2σ、4μ」、「3σ、3μ」、「3σ、4μ」、「3σ、5μ」、「4σ、

4μ」、「4σ、5μ」、「5σ、5μ」のように、11種類の構成に分けられる。 

 以下、時期ごとに単語型略語の構成を見よう。 
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㈠、明治・大正期 

明治・大正期において、「2σ、2μ」構成の略語は最も多く存在している。「カリウム」、「セ

ルジ」、「ビルディング」、「ブルジョア」などはその例である。 

二番目に多いのは「2σ、3μ」の語例である。この類の略語は同じく 2σを持っているが、

略語形に長音、撥音、二重母音などの特殊拍が見られる。 

明治・大正期において、2σ長さを持つ単語型略語は全体語例の約 7割を占めている。つ

まり、原形の 2σを取って略語形を造るという省略パターンが主流である。その他、「3σ、

3μ」の語例は 10 例、「3σ、4μ」語例は 5 例、「1σ、2μ」は 1 例、「3σ、5μ」は 1 例、

「4σ、4μ」は 1例がある。 

  

㈡、昭和前期 

昭和前期においても、単語型略語の長さが 2σであることが主流である。「2σ、2μ」の

語例、「2σ、3μ」の語例と「2σ、4μ」の語例（「2σ、4μ」の語例は二つの特殊拍を持っ

ているもの）が総計 49例があり、全体語例の 9 割以上を占めている。 

その他、「1σ、2μ」、「1σ、3μ」、「3σ、3μ」、「3σ、4μ」などの語例も見られるが、

その数はかなり少ない。 

  

㈢、昭和後期 

昭和後期において、「2σ、2μ」、「2σ、3μ」、「2σ、4μ」を含む 2σ長さの語例は全体を

占める割合が低くなり、6割以下になっている。 

それにしても、2σの長さを持つ語例は最も多い長さであることが変わらない。「3σ、3μ」

語例は 18 例があり、全体の約 1.5 割を占めている。「1σ、2μ」は 5 例、「3σ、5μ」は 1

例がある。同じく 4μを持つ「3σ、4μ」と「4σ、4μ」はそれぞれ 13 例、10 例があり、

両者は全体語例の約 2 割を占めている。 

  

㈣、平成期 

平成期において、2σ長さの略語は全体の 6 割未満である。「3σ、3μ」語例は 15.5％、

「1σ、2μ」は 2.1％、「3σ、5μ」は 1.0％である。「3σ、4μ」は 18.6％、「4σ、4μ」は

5.2％であり、両者合わせると全体語例の 2割を上回る。 

  

単語型略語の語例を時期ごとに見てきた。2σ長さ（「2σ、2μ」、「2σ、3μ」、「2σ、4μ」

を含む）が単語型略語の主流であること変わらない。その割合は徐々に落ちてきたが、全体

語例の 6割程度を占めている。 

「3σ、3μ」の語例はどの時期においてもある程度存在しているが、その割合が 15％～

20％の範囲で波動するため、決して大きな変化があるとは言えない。 

「3σ、4μ」と「4σ、4μ」の語例は 4μを持つことで共通し、合わせて見る必要がある。
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両者の割合は明治・大正期において 9.2％、昭和前期においてわずか 6.7％であるが、昭和

後期において 19.1％となり、平成期に入るとさらに 23.8％になっていた。 

 以上のように、歴史から見ると、単語型略語の形成について以下のような大きな特徴を持

っていると考えられる。 

 

(43) どの時期においても、原形の 2σの長さを保留して略語形を造ることが主流である。 

 

(44) 昭和後期から、4μを持つ単語型略語は徐々に増加しはじまる。 

 

 これから、3.1節～3.2節をもって、以上の二つの特徴について分析を行う。 

 

３．１．主流形式「2σ略語」の形成 

 前節の表 10を見れば分かるように、2σの長さは単語型略語の主流形式であり、どの時期

においても変わらない。その中で、「2σ、2μ」略語、「2σ、3μ」略語略語がある。以下の

ように、各構成の 2σ略語を見よう。 

 

３．１．１．外来語略語の「和語的語形への転化」 

 「2σ、2μ」構成の略語は最も多く、明治・大正期において全体語例の 40.0％を占めてい

る。その割合が昭和前期において 68.3％、昭和後期において 37.5％、平成期において 35.1％

である。 

 2μの略語が単語型略語の主流形式になったのは略語が「和語的語形への転化」の結果で

ある。 

日本語は語種によって、漢語、和語、外来語および混種語に分けられる。和語は日本語固

有のことばであり、漢語は古い時代から日本語に輸入されたものである。和語、漢語の多く

は語形が 2μ～4μの長さを持っている。特に、和語の中で、2μの語形を持つものは多く存

在している。築島裕『国語学』（東京大学出版会、1964）は「「和語」は、語形の基本的な形

が短く、多くのものは一音節又は二音節から成り、三音節、四音節のものは非常に少ない」

と述べている。 

2μの長さを持つ和語が多く見られる。例えば、人間の身体部位を表す語の中で、かみ、

かお、ほほ、みみ、はな、くち、くび、のど、かた、むね、へそ、うで、あし、つめなどの

語例が見られる。色彩を表す語の中で、あか、あお、しろ、くろ、はいなどが見られる。動

詞の中でも、する、いる、ある、いう、なる、みる、よむ、たつ、あうなどが見られる。 

それに対し、外来語は 5μ以上の拍を持つことがよくあり、2μ～4μを主な長さとする日

本語に馴染みにくい。外国語が外来語として日本語に定着した場合、その語が社会に使われ

ることに伴い、外国語の性質を持つ外来語の「語形上の日本語化」が求められるようになる。 

単語型外来語の場合、その略語化において、外来語原形は語形を和語のように短くすると
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いう短縮の動き、いわゆる外来語の「和語的語形への転化」が観察される。 

従って、略語化される際に、語形の長い単語型外来語は和語の主な長さの 2μ構成が選択

されやすいと考えられる。 

 

３．１．２．特殊拍の存在と「2σ、3μ」略語の形成 

「2σ、3μ」の語例は二番目に多い構成である。この類の語例は「コンビネーション」、「シン

パサイザー」、「ダイヤグラム」のように、略語形に特殊拍の存在が見られる。 

2μの長さで略すと、これらの外来語が「コンビネーション→コン」、「シンパサイザー→

シン」、「ダイヤモンド→ダイ」のようになる。「コン」、「シン」、「ダイ」のような特殊拍を

含む 2μの略語（「1σ、2μ」）は語形が短く、原形を復元しにくく、意思伝達の機能が弱い。

そのため、原形の第 2拍が特殊拍である場合、原形から 3μを保留して略語形を造ることい

う省略パターンが使われていると考えられる。 

一方、「チャンピオン」、「ダーリン」、「ビューティー」のような略語は存在しているが、その数

がかなり少ない。「チャンピオン」、「ダーリン」、「ビューティー」は第 2拍が特殊拍である

が、3μではなく、2μに略されている。 

2μで略すか 3μで略すかを決めるのは、略語を造る人の意識である。3.1．1節で述べた

ように、和語の多くは 2μの長さを持っている。そのため、多くの単語型外来語は「和語語

形への転化」が行われ、2μ略語に略される。2μが主流形式であり、単語型外来語を 2μで

略すという語形を重視する意識によって、造られたのは「チャンピオン」、「ダーリン」、「ビュー

ティー」である。 

一方、意思の伝達という視点から見ると、3μの長さは原形を復元しやすい。従って、原

形復元、意思伝達を重視する意識で造られたのは「コンビネーション」、「シンパサイザー」などの

3μ略語であると考えられる。 

 

３．２．4μ長さを持つ語例の増加 

 昭和後期から、4μの長さをもつ単語型略語は増加する傾向が見られる。 

表 10のデータを見よう。「2σ、4μ」構成の略語、「3σ、4μ」構成の略語および「4σ、

4μ」構成の略語はいずれも 4μを持っているが、三者の相違点は特殊拍を持っているかど

うかである。 

明治・大正期において、4μ長さの語例は全体の 12.3％（「2σ、4μ」＝3.1％、「3σ、4

μ」＝7.7％、「4σ、4μ」＝1.5％）、昭和前期においてその割合は 8.4（「2σ、4μ」＝1.7％、

「3σ、4μ」＝6.7％、「4σ、4μ」＝0％）、昭和後期においては 23.3％（「2σ、4μ」＝4.2％、

「3σ、4μ」＝10.8％、「4σ、4μ」＝8.3％）、平成期においては 25.9％（「2σ、4μ」＝

2.1％、「3σ、4μ」＝18.6％、「4σ、4μ」＝5.2％）である。 

以上のように、戦前戦後を境界線に、単語型略語の形成において、省略パターンの変化が

観察される。昭和後期に入ってから、原形の 4μを取って略語形を造るという省略パターン
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は生産性が強くなり、それによって 4μ長さをもつ単語型略語も漸増してきた。 

4μ長さを持つ一部の語例を見てみよう。 

 

(45) アレンジメント サブコントラクター アナクロニズム サドマゾヒズム アチーブメント  

 アグリーメント イントロダクション モノクローム リハビリテーション プレゼンテーション  

プレミアム リストラクチャリング スカトロジー 

 

 4μ長さを持つ単語型略語は主に以下の二つの原因で造られたと考えられる。 

  

㈠、接辞を持つことなど、語構成上に原形がさらに分けられる略語。本論第 3章において

既に分析したが、単語型外来語の中でも、単純語の語例および語構成上にさらに分けられる

語例がある。例えば、接辞をもつ外来語は「接辞＋語基」あるいは「語基＋接辞」のように

分節されることがある。 

語例の中で、「アレンジメント」は接尾辞を持っているが、略語化において接辞にあたる

「メント」が略される。従って、「アレンジメント」の略語形は自然に 4μの「アレンジ」に

なった。「サブコントラクター」は「接頭辞＋語基」の構成を持っている。「サブ」の部分は

＜英語 sub＞に対応し、接頭辞の性質を持っている。略語化において、複合語型略語・前後

結合型の省略パターンが用いられ、「サブコン」という略語形が造られた。 

  

㈡、複合語型略語・前後結合型という省略パターンからの影響。次の節で述べるが、単語

型略語と同じく、戦前戦後を境界線に、複合語型略語の形成においても省略パターンの変化

が観察される。「前後結合型」という省略パターンは生産力がかなり強くなり、その語例が

急増し、複合語型略語の主流形式になっている。前後結合型が「2μ＋2μ」構成を主とする

類であるため、数多くの「2μ＋2μ」という 4μ構成の略語が造られた。その影響が複合語

型略語の枠を超え、単語型略語の領域に及んだ結果、単語型略語における 4μ長さの単語型

略語も増えてきたと考えられる。 

 

 以上のように、昭和後期以降において、4μの単語型略語が多くなってきた。その中で、

接辞の存在によって造られた略語があるが、複合語型略語・前後結合型の「2μ＋2μ」とい

う 4μの省略パターンからの影響は大きな原因であると考えられる。 

 

４．複合語型略語の形成における省略パターンの変化 

各時期における複合語型略語の各種類の語例数について、第 1 章の表 3 を再掲する。複

合語型略語の具体例は本論第 1章 3節で挙げている。 
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表 3 各時期における複合語型略語の語例数 

 明治・大正期 昭和前期 昭和後期 平成期 

前単語保留型 44（59.4％） 63（51.2％） 183（51.4％） 176（43.0％） 

後単語保留型 18（24.3％） 32（26.0％） 47（13.2％） 34（8.3％） 

前後結合型 6（8.1％） 20（16.3％） 116（32.6％） 189（46.2％） 

部分抽出型 6（8.1％） 8（6.5％） 10（2.8％） 10（2.4％） 

総計 74 123 356 409 

 

 各時期において、複合語型略語の種類はどのような変化があったかを見よう。 

 

㈠、明治・大正期 

明治・大正期において、複合語型外来語の略語は 74例がある。その中で、前単語保留型

は最も多く（44例）、全体の約 6割を占めている。 

二番目に多い後単語保留型は 18例があり、全体の約四分の一を占めている。 

前後保留型と部分抽出型は語例数が少なく、いずれも 6例しかない。 

  

㈡、昭和前期 

昭和前期において、語例は 123例があり、その数が明治・大正期の約 1.6倍である。その

中で、前単語保留型は最も多く（63例）、複合語型外来語の主流形式である。その割合（51.2％）

は明治・大正期と比べてやや低くなった。 

二番目に多いのは後単語保留型である。明治・大正期と比べて、後単語保留型の語例数（32

例）はやや増えたが、全体を占める割合（26％）がほぼ維持している。 

前後結合型の数（20 例）は明治・大正期の 2 倍以上であるが、その割合（16.5％）がま

だ低い。部分抽出型は最も少なく、8例しかない。 

  

㈢、昭和後期 

昭和後期において、複合語型略語は急増しはじまり、語例数が 356例に達している。前単

語保留型は全体語例の半分（183例）を占めており、主流形式であることが変わらない。 

一方、前後結合型という省略パターンは生産力が強くなった。前の時期と比べて、前後結

合型の語例数（116例）が大幅に増加し、前単語保留型と同じように複合語型略語の主流形

式になりはじまった。 

その他、後単語保留型（47例）および部分抽出型（10例）は語例数が増えたが、割合が

低くなった。 

  

㈣、平成期 

平成期において、409例の略語が集められた。その数は昭和後期の約 1.1 倍である。前単
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語保留型は 189例があるが、その割合が 43.0％であり、全体語例の 50％を下回った。 

それに対し、前後結合型は 191例があり、全体の 46.2％に達している。調査を行う限り、

平成期において、前後結合型はその数が前単語保留型を上回り、最も生産力の高い省略パタ

ーンになった。 

その他、後単語保留型および部分抽出型の割合はより前の時期と比べてさらに低くなっ

た。 

  

明治・大正期、昭和前期。昭和後期及び平成期の複合語型略語について、各時期における

各種類の数を見る限り、複合語型外来語の省略パターンについて、変化が起こったことは明

らかである。特に、明治・大正期、昭和前期の略語と昭和後期、平成期の略語とは省略パタ

ーンにおいて相違点が見られる。 

 

(45) 明治・大正期から平成期に至るまで、外来語略語は増える傾向がはっきり見られる。

特に、昭和後期以降、外来語略語の語例は急増しはじまる。 

 

(46) 前単語保留型は主流の省略パターンであるが、語例の割合は徐々に減っていく傾向が

ある。一方、前後結合型は明治・大正期、昭和前期において語例数が少ないが、昭和後

期になってから急増しはじまり、主流の省略パターンの一つになってきた。 

 

 (45)の特徴について、第 5節で分析する。(46)の特徴について、第６節で分析する。 

 

５．外来語略語の増加について 

 明治・大正期の 74例から、昭和前期の 123例、昭和後期の 356例、平成期の 409例まで、

複合語型外来語の数が多くなっている。その原因はやはり外国と交流が深まることによっ

て、多くの外来語が輸入され、多く使われるものはさらに短縮されたことが考えられる。外

来語の増加について、以下の先行研究が統計を行った。 

 

㈠、国立国語研究所（1987）の雑誌用語に関する調査 

 国立国語研究所（1987）は雑誌用語の変遷について調査を行った。 

調査の対象は『中央公論』（1887年創刊）、『週刊東洋経済』（1895年創刊）、『実業の日本』

（1897年創刊）、『婦人之友』（1903年創刊）などの「内容、対象の面で一般性、創刊年のふ

るい」雑誌である。1906年から 1979まで、10年ごとに調査対象から 1万語の標本を抽出し

分析した。 

その結果、1 万語あたりに、1906 年の外来語異なり語数は 72 例、1916 年は 69 例、1926

年は 86例、1936年は 108例、1946年は 113例、1956年は 161例、1966年は 190例、1976

年は 281例がある。国立国語研究所（1987）の調査結果を基づいて、佘が以下の図を作成し
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た。 

 

 

このデータを見ると、外来語の数は一貫して増えていることが分かった。特に、1956 年

以降、外来語が増えることは加速していたことも観察される。 

 

㈡、山田雄一郎（2005）の文学作品に関する調査 

山田（2005）は 1871（明治 4）年から 2003（平成 15）年まで、133 年間の小説資料から

外来語の収集を行い、外来語の異なり語数の出現率と延べ語数の出現率のデータを得た２２。

時代区別は明治期（1871～1911年）、大正期（1912～1926年）、昭和前期（1927～1945年）、

昭和中期（1946～1988 年）、昭和後期（1966～1988年）、平成期（1989～2003年）のようで

ある。 

その結果、外来語異なり語の出現率は明治期の 0.5 以下から平成期の約 1.5 まで、漸増

する傾向が見られる。一方、延べ語の出現率は明治期の約 0.5から平成期の約 4.5まで、高

くなった。特に「小説における外来語の使用が、昭和の中期から後期にかけて、急角度で増

加に転じている」と山田（2005）が述べている。 

山田（2005）の小説に対する調査から、日本小説の中で、外来語の数は漸増する傾向があ

り、外来語の使用も頻繁になっていることが分かった。特に昭和中期（1946～1988）から外

来語の使用頻度が急に高くなることも分かった。 

 

㈢、橋本和佳（2010）の新聞社説に関する調査 

橋本（2010）は日本語の外来語を「固有名詞（人名、地名、社名、組織名）」、「数量名詞

（具体的な数値に後接する助数詞）」及び「普通名詞（固有名詞、数量名詞以外の語）」に分

け、その量的推移について調査を行った。 

20世紀 10年代から 21世紀初期まで約 95年間分の朝日新聞社説に出現した外来語を調査

 
２２ 山田雄一郎（2005）によると、異なり語の出現率は「異なり語数÷（総文字数×0.15）×100」によっ

て算出され、延べ語数の出現率は「延べ語数÷（総文字数×0.15）×100」によって算出される。 

72 69
86

108 113

161
190

281

1906年 1916年 1926年 1936年 1946年 1956年 1966年 1976年

図6 雑誌用語の外来語数の変化（国語研究所（1987）のデータ）
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した結果、40年代に出現した外来語普通名詞（異なり語数）は 89例があるが、50年代にな

ると、その数が 156例になった。その後、60年代は 369例、70年代は 362例になり、さら

に 80年代は 458例、90年代は 477例になった。橋本（2010）のデータに基づいて、佘が以

下の図を作成した。 

 

 

さらに、外来語普通名詞の出現率２３の推移について、橋本（2010）は外来語は「大正時代

から昭和戦前にかけてはゆっくりと漸増する。戦後、50年代後半から増加が急速に進むが、

60 年代後半から 70 年代にかけて停滞に転じる。80 年代以降は安定的で緩やかな増加が進

行する」とまとめている。橋本（2010）の朝日新聞社説に対する調査を見ると、新聞紙にお

いて、外来語の数も増えていることが明らかである。 

 

以上の先行研究が行った統計のように、日本語の外来語の数はから徐々に増えてきたこ

とが分かった。特に、戦後からその数は急増しはじまった。この現象は雑誌、新聞紙、小説

など、様々な分野で観察されている。 

それに対応し、本研究が集めた外来語略語の数も明治期から徐々に増える傾向が見られ

ながらも、戦後（昭和後期、平成期）において急増してきた。 

つまり、明治期から平成期にかけて、日本と外国の交流が深まることによって、外来語の

数は多くなり、その使用も頻繁になっていた。従って、外来語の短縮も盛んに行われていた。 

 

６．前後結合型の発達について 

 通時的に見ると、「セコ・ハン」、「ハン・スト」、「パソ・コン」、「ワー・プロ」などのよ

うな前後保留型の発達は複合語型略語形成における大きな変化点である。 

前後保留型の略語は明治・大正期、昭和前期において数が少ないが、昭和後期になってか

ら生産力が強くなり、複合語型略語化の一主流形式になった。さらに、平成期になると、前

 
２３ 出現率について、橋本和佳（2010）は「出現率は、「外来語の延べ語数÷社説の文字数×10000」によ

って算出される「1 万字あたりの外来語の出現度数」を指す」と説明している。 

89

156

369 362

458 477

40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代

図7 新聞社説の外来語の量的変化（橋本（2010）のデータ）
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後保留型は語例数の最も多い形式にもなった。 

一方、もう一つの複合語型略語の主流形式である前単語保留型は全体を占める割合が

徐々に落ちており、平成期になると語例数が前後保留型を下回った。 

 その原因について、外来語略語の「語形上の日本語化」が考えられる。つまり、外来語を

略す際に、人々は外来語を既存する日本語の語形に短縮しようとする意識を持っている。例

えば、本章 3節で述べたように、単語型略語の形成において、2μの略語が単語型略語の主

流形式になったのは略語が「和語的語形への転化」の結果である。それに対し、複合語型略

語の前後結合型の発達は外来語略語の「漢語的語形への転化」が進んだ結果である。「和語

的語形への転化」、「漢語的語形への転化」はいずれも外来語略語「語形上の日本語化」の一

形式である。 

本節は、外来語略語の「漢語的語形への転化」と前後結合型の発達との関係について分析

を行う。 

 

６．１．明治期より前の時期の略語 

 本研究は明治・大正期から外来語略語を収集しているが、明治期より前の江戸期において、

外来語が略される例は既に見られる。しかし、その数は少ない。ほとんどの外国語はカタカ

ナ語として日本語に輸入された。 

江戸期において、蘭学の盛んにより、蘭語をはじめ、多くの外来語は輸入された。その中

で、略されたのも見られる。例えば、『江戸語辞典』（東京堂、1991）は「ごろふく〔呉絽服〕」

呉絽服連（蘭語、grofgrein）の略。舶来の毛織物、元来は駱駝の毛、のちには羊毛に綿麻

の糸を入れて織ったもの」という語例を収録している。「ごろふくれん→ごろふく」という

略語化において、漢字表記が仲介としての役割を見逃してはいけないが、この例は江戸期に

おける外来語略の一例であると考えられる。 

 外来語略語の数が少ない一方、以下のような略語が見られる。以下の語例は『江戸語辞典』

から抽出したものである。 

 

(47) 足久保茶
２４ 御納戸茶 有明行灯 泡雪豆腐 衣紋坂 一万度板 屋根板 今坂餅 入山形  

いろは茶屋 うしお煮 海老責 薄柿色 鶸茶色 打飼袋 裏付草履 郡内縞 青梅縞 丹後縞  

茶宇縞 大平椀 お芥子坊主 願人坊主 御草履取 太平楽 小原杯 加賀絹 軽尻馬 軽焼煎餅 

魚田楽 魚灯油 銀だし油 口取菓子 車海老 黒縮めん 縞縮緬 外法下駄 堂島下駄 甲州煙草 

御託宣 権蔵草鞋 三尺帯 幅広帯 腹合わせ帯 三度縫 汐吹面 湑酒 山川酒 茶筅髪 百日鬘 

爪折傘 手塩皿 手付金 天一神 天保銭 銅銭 撫角銭 散銭 鐚銭 耳白銭 魚子織 荷足舟 

乗合舟 平田舟 細川紙 枡酒屋 簾紙 蚯蚓書き 蝋色塗 

 

 
２４ 外来語短縮語と同じように、短縮語の原形を挙げる。大文字の部分は短縮過程において保留されるも

のであり、小文字の部分は削除されるものである。 
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挙げた語例のように、明治期より前の時期において、「オーバー・コート」、「イブニング・ドレ

ス」のような前単語保留型と似たような略語が造られていた。「イブニング・ドレス」は前単

語「イブニング」と後単語「ドレス」で構成されている。略語化において、原形の前単語が

保留されて略語形になった。それに対し、（47）で挙げた略語は同じような略語化過程で略さ

れたと考えられる。例えば、「足久保茶」は「足久保＋茶」のような複合語構成を持ってい

る。「足久保」は現在静岡県の地名であり、静岡茶の発祥地とされている。「泡雪豆腐」は「泡

雪＋豆腐」の構成を持っており、料理の一種を指す。その中の「泡雪」は豆腐の見た目であ

る。略される際に、原形の前部にある「足久保」が保留されて略語形になった。 

勿論、異なる省略パターンで造られたものも見られる。前後結合型と似たような省略パタ

ーンで造られたものは「上等白米」、「番頭新造」、「倹約饂飩」の 3例がある。略語化過程におい

て、原形の「上等白米」は前単語にあたる「上等」の「上」（「じょう」）と後単語にあたる

「白米」の「米」（「まい」）が保留された。3例しかないが、前後結合型という省略パターン

は江戸期に確認される。その拍数の構成も「2μ＋2μ」である。 

その他、「魚河岸」、「深川」、「千秋楽」、「座敷牢」などのように、後単語保留型と似たような略

語は存在するが、その数が少ない。 

以上の略語を見れば分かるように、外来語の略語化が盛んに行われた前に、日本語の漢語、

和語の略語化は既に行われた。その省略パターンは土台になり、その後の外来語略語形成に

影響を与える可能性が考えられる。江戸期において既に存在する省略パターンを見ると、

「足久保茶」、「泡雪豆腐」、「乗合舟」など、前単語保留型と似たようなパターンで造られた語

は圧倒的に多い。一方、「上等白米」「番頭新造」などのような前後結合型と「千秋楽」、「座敷牢」

などの後単語保留型は存在するが、その生産性が弱い。 

 

６．２．明治・大正期、昭和前期の略語 

６．２．１．「カタカナ語的語形への転化」と前単語保留型の形成 

 明治・大正期に入り、文明開化によって、英語をはじめ、多くの外国語はカタカナ語とし

て音写され、日本語に入った。そして、語形の長い外来語を短くするため、明治・大正期か

ら外来語の短縮化は盛んに行われるようになったと考えられる。 

 明治・大正期、昭和前期において、複合語型略語の「語形上の日本語化」は二つの傾向が

見られる。一つは「カタカナ語的語形への転化」、一つは外来語略語の「漢語的語形への転

化」である。 

 「カタカナ語的語形への転化」というのは複合語型外来語を「語レベルの略語化」によっ

て、カタカナ語の略語形を造ることである。その結果、「前単語保留型」および「後単語保

留型」が造られる。例えば、＜英語 morning coat＞という英語が日本語に輸入された際に、

「モーニング・コート」に音写される。略語化において、原形「モーニング・コート」が「モ

ーニング」に略される。＜英語 condensed milk＞が「コンデンス・ミルク」に音写される。

略語化において、原形「コンデンス・ミルク」が「ミルク」に略されている。略語形「モー
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ニング」、「ミルク」はいすれも原形を構成するカタカナ語である。 

明治・大正期、昭和前期において、「前単語保留型」が圧倒的に主流形式の地位を持って

いた。言い換えれば、「前後結合型」、「後単語保留型」と比べて、複合語型外来語を略す際

に、「前単語保留型」の略語形が最も選ばれていたということである。 

まず、「後単語保留型」が主流形式にならない原因について、以下の㈠、㈡が考えられる。 

 

 ㈠、なぜ「後単語保留型」が主流形式になれず、「前単語保留型」が主流形式になったか

について、意味伝達において語頭が重要であることが考えられる。略語は意思伝達という機

能を持たなければならない。つまり、人々は短縮語から元の語を想起し、その意味を理解し

てコミュニケーションが成り立つわけである。 

窪薗（2002）は「一般に、語頭は語を想起させる情報が多く含んでいる部分であり、逆に

語末はそのような情報が相対的に少ない部分である」と述べ、「「略語は元の単語を想起でき

る形でなくてはならない」という原理が働いていると指摘している。 

さらに、窪薗（2002）はこの原理は「人間は単語の前半部分、特に語頭の情報をもとに単

語を記憶、想起している」という心理言語学の原理に基づいている。複合語型略語の基本パ

ターンは、このような大きな原理に基づいて選択されているのである」と指摘している。 

そのため、複合語型外来語が略される際に、前単語を保留することが主流になっている。

例えば、「アロハ・シャツ」という外来語は前単語「アロハ」と後単語「シャツ」によって

構成される。略語形として、「シャツ」より「アロハ」の方が原形を想起させやすい。従っ

て、短縮される際に、「アロハ」が保留され、略語形になった。 

  

㈡、原形の意味構造から見て、修飾部にあたる意味の区別に役に立つ部分が前単語である

ことが多い。多くの複合語型外来語は「修飾部＋主要部」の意味構造を持っていると考えら

れる。例えば、野球の三塁を意味する「サード・ベース」は前単語「サード」が後単語「ベ

ース」を修飾・限定し、一塁でも二塁でもなく、三塁であるということを表す。そして、「修

飾部＋主要部」を持つ複合語型外来語は往々にしてある語彙グループに属しており、一つの

下位概念になっている。例えば、「フロック・コート」、「オーバー・コート」、「モーニング・

コート」、「レイン・コート」のような「コート」に関する語彙グループが存在する。「コー

ト」は上位概念であり、「フロック・コート」などは下位概念であり、「コート」一種類に過

ぎない。 

短縮の過程において、意味の区別に大きな役割を果たしている「修飾部」を保留する傾向

が見られる。これは「修飾部＋主要部」の意味構造を持つ外来語が「前単語保留型」に略さ

れやすい原因である。 

 

 さらに、「前後結合型」が主流形式にならなかったことについて、以下のような原因が考

えられる。 
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なぜ「前単語保留型」の語例数が「前後結合型」を大幅に上回ったかについて、㈡で述べ

た原形の意味構造の問題という原因以外に、日本語に既存する漢語略語からの影響も考え

られる。 

前節で述べたが、江戸期においても、複合語の前単語を保留して略語形を造るのは最も流

行していた省略手段である。外来語の略語化は江戸期に既に存在する略語造語法という土

台の上に行われていると考えられる。明治期より前の時期において、前単語保留型と似たよ

うな省略パターンが最も用いられたため、その影響を受け、明治・大正期において「前単語

保留型」が主流形式になっていた。 

 

６．２．２．「漢語的語形への転化」と前後結合型の形成 

 明治・大正期、昭和前期において、前後結合型の略語は存在するが、その数が少なく、全

体を占める割合も低い。さらに、前後結合型の構成を見ると、「2μ＋2μ」という 4μ構成

は主流形式であることが明らかである。 

 「2μ＋2μ」の 4μ構成の前後結合型は外来語略語の「漢語的語形への転化」によって造

られたと考える。窪薗（2002）は短縮語「ポケモン」を例として以下のように説明している。 

 

(48) （a）短歌のリズム」、（b）「すい、きん、ちか、もく、どっ、てん、かい、めい」（水星、

金星、地球、木星、土星、天王星、海王星、冥王星）や「ねえ、うし、とら、うう、たつ、

みい…」（子丑寅卯辰巳…）と列挙するときの発音、（c）オノマトペの語基（たとえば「す

らすら」や「すらっと」の「すら」）等々、日本語には二モーラを一単位とする現象が数

多く観察されている。（佘中略）「ポケモン」タイプの複合語短縮形も、これらの現象と

同じように二モーラを一つのまとまりとして作られていると考えられる。 

 

日本語の中で、特に漢語の語彙は「2μ＋2μ」の 4μ構成を持つものが多く存在している。

「2μ＋2μ」という構造は音韻上の安定性がある。6.1節で既に述べたが、室町期、江戸期

において、「安心立命」、「上等白米」、「番頭新造」、「倹約饂飩」などの「2μ＋2μ」構成の略語が

見られる。普通の漢語の中でも、「生活」、「生産」、「鉄道」、「哲学」、「親戚」、「人間」など

のような 4μ構成の語例が多く見られる。  

 明治・大正期、昭和前期において、「漢語的語形への転化」によって、一部の複合語型外

来語は前単語と後単語の一部ずつを結合させて、「2μ＋2μ」構成の略語に略される。例え

ば、明治・大正期において、「セコンド・ハンド→セコ・ハン」、「セコンド・チャンピオン

→セコ・チャン」などの語例が見られる。昭和前期において、「ハンガー・ストライキ→ハ

ン・スト」、「ロケーション・ハンティング→ロケ・ハン」などの語例が見られる。 

 しかし、明治・大正期、昭和前期において、外来語略語の「漢語的語形への転化」は盛ん

に行われていなかった。前後結合型という省略パターンは生産性が低く、語例数も少ない。

それに対して、「カタカナ語的語形への転化」によって産出された「前単語保留型」は複合
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語型略語の主流形式である。 

 

６．２．３．昭和後期、平成期の略語 

 昭和後期から、前後結合型は主流形式に一つになりはじまった。平成期になると、前後結

合型は語例数が最も多い類になっている。前後結合型の略語が急増してきたことについて、

以下の原因が考えられる。 

 

㈠、前後結合型は語形が短く、人々の記憶の負担を軽減できること 

原形の前単語が略語形になるため、前単語保留型は語形が長いものが多くある。例えば、

「タングステン・ランプ」は 6拍、「インクライン・プレーン」は 6拍、「エレヴェーテッド・レールヴ

ェー」は 7拍、「アフターヌーン・ドレッス」は 7拍がある。 

一方、前後結合型で造られた略語はその多くが「2μ＋2μ」の主流形式で略されている。

例えば、「パーソナル・コンピューター」は「パソコン」、「セクシュアル・ハラスメント」

は「セクハラ」に略されている。前単語保留型の略語と比べて、前後結合型の略語は語形が

短く、より「省エネ」的である。 

さらに、原形の前単語が略語形になる、語形が様々な「前単語保留型」と比べて、前後結

合型の多くは「2μ＋2μ」というパターンで略されている。例えば、「アフターヌーン」が

「アフターヌーン・ドレス」の略語、「イブニング」が「イブニング・ドレス」の略語であ

るように、人々は略語形を一つずつ覚える必要がある。それに対し、原形を「2μ＋2μ」で

略すというパターンで産出された前後結合型は統一されており、人々が略語形を記憶する

負担は軽減できる。 

 

㈡、原形の復元から見ても前後結合型はより優れていること 

前単語保留型と比べて、前後結合型は原形前単語の拍と後単語の拍を両方保留している。 

例えば、「ファミリー・レストラン」の略語化過程において、前単語「ファミリー」から

「ファミ」を取り、後単語「レストラン」から「レス」を取った。「ファミ」と「レス」が

結合した結果、略語「ファミレス」が造られた。そして、「ファミ」の存在は「ファミリー」

を想起させ、「レス」は「レストラン」を想起させる。「ファミリー・レストラン」はもし前

単語保留型のパターンで略されると、略語形が「ファミリー」になる。略語形として、「フ

ァミレス」の方が原形を想起させやすい。 

 

㈢、既に存在する語彙との同音衝突を避けられること 

例を挙げて説明しよう。短縮語「ロケハン」の原形「ロケーション・ハンテイング」は前

単語保留型で略すると「ロケーション」、「アルサロ」の原形「アルバイト・サロン」は前単

語保留型で略すると「アルバイト」、「コマソン」の原形「コマーシャル・ソング」は前単語

保留型で略すると「コマーシャル」になる。 
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「ロケーション」、「アルバイト」及び「コマーシャル」がいずれも既に存在している外来

語であるため、これらの語は略語形になると、コミュニケーションの混乱を招く可能性が考

えられる。このような同音衝突を避けるため、前後結合型が造られる可能性がある。 

 

 以上のように、前単語保留型という省略パターンと比べて、漢語化によって産出された前

後結合型は三つの優勢を持っている。これは前後結合型が発達する原因であると考える。 

 

７．前後結合型の発達の過程 

6.2．1節～6.2．3節のように、複合語型略語の形成において、前単語保留型が圧倒的に

主流形式の地位を持っていたが、外来語略語の「漢語的語形への転化」が進むことにつれて、

前後結合型が急増し、主流形式の一つにもなっている。その変化について、以下のような過

程が考えられる。 

 明治期より前の時期において、文化の交流により、外国語はカタカナ語に音写され、日本

語に入った。外来語は外国語原語の形と意味をそのまま音写したものである。 

後に明治・大正期になり、外来語の数が多くなること及びその使用が頻繁になることによ

り、コミュニケーションの効率を図るため、語形の長い外来語を短くにすることが求められ、

明治・大正期から外来語の略語化は盛んに行われるようになった。 

明治・大正期において、複合語型外来語を原形の前単語か後単語かを保留し、語レベルで

略語化を行う、いわゆる「カタカナ語的語形への転化」は主流の省略手段である。㈠意味伝

達において語頭が重要であること、㈡意味の区別に役に立つ部分が前単語であることが多

いこと、㈢既存する略語から影響されたことという理由により、明治・大正期、昭和前期に

おいて、原形の前単語を保留し、略語を造ることが主流になっていた。この段階において、

略語形の「カタカナ語的語形への転化」によって、数多くの外来語は前単語保留型に略され

た。同時期において、略語の「漢語的語形への転化」の傾向も見られるが、その語例は少な

い。ただし、語レベルの略語化で出力した略語は語形が長く、記憶の負担になること、既存

する語と同音衝突が起こりやすいことなどの欠陥がある。 

 昭和後期から、外来語の数は高速で増えはじまり、外来語の使用も非常に頻繁になってい

る。この背景に、「カタカナ語的語形への転化」によってで造られた前単語保留型は㈠語形

が長く、記憶の負担になること、㈡既にあった語との同音衝突などの問題が出てきた。 

従って、外来語略語の「漢語的語形への転化」は一層進み、漢語略語の鋳型を借り、「2μ

＋2μ」という 4μ構成の前後結合型を発達させた。漢語（漢語の略語）の語形に影響され

て出来た「2μ＋2μ」の 4μ構成を主とする前後結合型は㈠語形が短く、記憶の負担を軽減

できること、㈡原形をよりよく復元すること、㈢既に存在する語との同音衝突を避けること

などの優勢が顕著になる。そのため、前後結合型という短縮パターンは人々に使われるよう

になり、前後結合型で出力された略語は急増してきた。 

平成期に入っても、前後結合型はその勢いが衰えず、前単語保留型の語例数を上回り、複
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合語型略語の主流形式の一つになっている。 

 以上のように、外来語は外国語からきたものである。外来語の増加、使用頻度が高くなる

ことなど、時代の発展につれて、語形の長い外来語を短縮することが自然に求められるよう

になる。明治・大正期、昭和前期において、前単語保留型が主流形式であることはその時期

の外来語略語がカタカナ語として造られていたことを反映している。それに対し、昭和後期、

平成期になってから、発達してきた前後結合型は外来語略語の「漢語的語形への転化」が進

んだ結果であると考えられる。 

 

８．前後結合型の省略パターン 

８．１．拍の構成から見る省略パターンの変化 

前後結合型という類型においても、短縮パターンの変化が見られる。まず、各時期におけ

る前後結合型の拍数を見よう。 

 

表 11 各時期における前後結合型の拍数 

略語の拍

数 

拍の構成 明治・大正

期 

昭和前期 昭和後期 平成期 

4 μ 以 下

の構成 

「1μ＋1μ」 ✖ 3（15.0％） 5（4.3％） ✖ 

「1μ＋2μ」 ✖ ✖ 1（0.8％） 5（2.6％） 

「2μ＋1μ」 ✖ 1（5.0％） 3（2.6％） 31（16.4％） 

「2μ＋2μ」 5（83.3％） 13（65.0％） 86（74.1％） 145（76.7％） 

「1μ＋3μ」 ✖ ✖ 4（3.4％） ✖ 

「3μ＋1μ」 ✖ ✖ ✖ 2（1.1％） 

5 μ 以 上

の構成 

「2μ＋3μ」 ✖ 1（5.0％） 10（8.6％） 3（1.6％） 

「3μ＋2μ」 1（16.7％） ✖ 4（3.4％） 1（0.5％） 

「3μ＋3μ」 ✖ 1（5.0％） 1（0.8％） 1（0.5％） 

「2μ＋4μ」 ✖ ✖ 1（0.8％） 1（0.5％） 

「4μ＋2μ」 ✖ ✖ 1（0.8％） ✖ 

「4μ＋3μ」 ✖ 1（5.0％） ✖ ✖ 

総計 6 20 116 189 

 

 本研究は語例調査で、前後結合型を総計 331集めた。拍の構成によって、前後結合型は「1

μ＋1μ」、「1μ＋2μ」、「2μ＋1μ」、「2μ＋2μ」、「1μ＋3μ」、「3μ＋1μ」、「2μ＋3μ」、

「3μ＋2μ」、「3μ＋3μ」、「2μ＋4μ」、「4μ＋2μ」、「4μ＋3μ」の 12種類がある。以下、

時期ごとに、前後結合型の構成を見よう。 
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㈠、明治・大正期の略語 

明治・大正期において、前後結合型は 6例がある。その中で、「セコンド・ハンド」、「セ

コンド・チャンピオン」、「ビーフ・カツレツ」などのように「2μ＋2μ」構成の短縮語は 5例が

ある。残った 1例は「3μ＋2μ」構成を持つ略語「オート・バイシクル」である。 

数が少ないが、明治・大正期の語例を見れば、前後結合型の語例はその時期から「2μ＋

2μ」構成が既に主流になっている。外来語「オート・バイシクル」はやや例外的であり、

略される際に、前単語の「オート」が丸ごと残されて、後単語の最初の 2拍と結合した。そ

の結果、略語「オート・バイ」は「3μ＋2μ」の構成になったと考えられる。 

 

㈡、昭和前期の略語 

 昭和前期は 20例がある。「セーラー・パンツ」、「ゼネラル・ストライキ」、「ロケーション・ハンティ

ング」などの「2μ＋2μ」構成の略語は全体の 6割以上を占めている。 

その他、「1μ＋1μ」構成の「モダーン・ガール」、「モダーン・ボーイ」は流行語の性質を持って

いる。人々は「2μ＋2μ」の主流形式を取らず、敢えて「1μ＋1μ」の略語を造ることが考

えられる。 

「2μ＋1μ」構成の「アジテーティング・ポイント」は＜露語 agitpunkt＞から略された可能性

がある。 

「2μ＋3μ」構成の「ランナー・アウト」、「3μ＋3μ」構成の「テクニック・カラー」、「4μ

＋3μ」構成の「バンクロフト・タイプ」が見られる。 

  

㈢、昭和後期の略語 

昭和後期の語例は 116 例がある。その中で、「アフタア・レコーディング」、「アルバイト・サロン」、

「カメラ・リハーサル」などの「2μ＋2μ」の語例は全体の 7割以上を占めている。 

「1μ＋1μ」構成は「ステーブル・ファイバー」、「デ・ポ（delivery postの略）」、「ベース・ア

ップ」、「ホップ・ステップ・エンド・ジャンプ」、「マルクス・ボーイ」、「モダン・マダム」がある。明治・大

正期と比べて、「1μ＋1μ」構成の語例数が多くなったが、全体を占める割合が低くなった。 

「2μ＋1μ」構成は「カンニング・ペーパー」、「テレホン・カード」、「ドレス・メーキング」の 3例

がある。昭和前期において、「アジト」という「2μ＋1μ」の語例の存在が確認されるが、

その形成は「カンペ」などと異なると考える。 

「1μ＋3μ」構成は「アチーブメント・テスト」、「セントラル・リーグ」、「パシフィック・リーグ」、

「ブルガーニン・ライン」が見られる。調査を行う限り、このような語例は昭和後期より前の時

期に発見されていない。 

「2μ＋3μ」構成の語例は「オプティカル・アート」、「デモンストレーション・テープ」、「ピケット・

ライン」など、10例がある。それに対し、昭和前期において、「2μ＋3μ」構成は「ラン・

アウト」しかない。昭和後期において、「2μ＋3μ」構成の語例は多くなった。 

「3μ＋2μ」構成は「スロー・モーション」、「マイクロフォン・ロケーション」など、5例がある。 
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その他、「3μ＋3μ」構成の「テレビジョン・コンティニュイティ」、「2μ＋4μ」構成の「ディス・

インテリゲンチャ」、「4μ＋2μ」構成の「ケアレス・ミステーク」が見られる。 

  

㈣、平成期の略語 

平成期において、前後結合型は 189 例が見られる。その中で、「アルコール・ハラスメント」、

「イメージ・トレーニング」、「カメラ・アシスタント」など、「2μ＋2μ」構成は 145 例があり、全

体の 7割以上を占める。 

「1μ＋2μ」構成は「テープ・レコーダー」、「メール・アドレス」などの 5例がある。 

「2μ＋1μ」構成は「クレジット・カード」、「コスト・パフォーマンス」、「スノー・ボード」などの 31

例があり、全体の約 16.2％を占める。「2μ＋1μ」構成の略語は前の時期よりかなり増えた

ことが分かった。 

その他、「3μ＋1μ」構成は「コピー・アンド・ペースト」、「マウンテン・パーカー」の 2例があり、

「2μ＋3μ」構成は「キャミソール・ワンピース」、「サンタン・オイル」、「デジタル・ロック」の

3 例、「3μ＋2μ」構成は「インターネット・フォークロア」の 1例、「3μ＋3μ」構成は「シンチ

レーション・カメラ」の 1 例、「2μ＋4μ」構成は「オフ・タートルネック」の 1例がある。 

  

以上のように、明治・大正期から平成期にかけて、前後結合型の略語化パターンについて、

顕著な特徴は二つがある。 

 

(49) 「2μ＋2μ」の拍数構成が主流形式であることが変わらない。 

 

(50) 昭和後期から、「2μ＋1μ」の短縮パターンは生産力が強くなり、語例数が多くなる。 

 

 8.2節は(49)特徴について分析し、8.3節は(50)の特徴について分析する。 

 

８．２．主流の「2μ＋2μ」構成 

「2μ＋2μ」構成について、那須（2005）は以下のように指摘している。 

 

(51) 「2＋2」モーラ構造は二つのフットからなる均整のとれた韻律構造 F＋F をなすが、

この構造が日本語においてしばしば志向されやすいことはオノマトペの語形成や代償延

長現象などを通じて従来明らかにされている（佘中略）。F＋F 構造 は日本語の韻律語形

成におけるある種の典型的な「鋳型」として機能している。 

 

繰り返しになるが、窪薗（2002）の論述を再掲する。 

 

(51) （a）短歌のリズム」、（b）「すい、きん、ちか、もく、どっ、てん、かい、めい」（水星、
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金星、地球、木星、土星、天王星、海王星、冥王星）や「ねえ、うし、とら、うう、たつ、

みい…」（子丑寅卯辰巳…）と列挙するときの発音、（c）オノマトペの語基（たとえば「す

らすら」や「すらっと」の「すら」）等々、日本語には二モーラを一単位とする現象が数

多く観察されている。（佘中略）「ポケモン」タイプの複合語短縮形も、これらの現象と

同じように二モーラを一つのまとまりとして作られていると考えられる。 

 

那須（2005）が言う「F」はフットのことである。そして、二つの拍が一つのフットを構

成する。「F＋F」の韻律構造は「2μ＋2μ」構成のことを指している。窪薗（2002）は日本

語の二つの拍を一単位とする現象の普遍性を指摘している。 

「2μ＋2μ」が日本語で志向されやすい構成であることは那須（2005）、窪薗（2002）な

どの先行研究は既に指摘している。前後結合型が形成する際に、原形前単語と後単語から 2

拍ずつを取って結合させることが主な省略手段になっている。 

 

８．３．「2μ＋1μ」構成の増加 

 「2μ＋2μ」構成が主流形式である一方、昭和後期以降における「2μ＋1μ」構成の前後

結合型の増加という顕著な変化が観察される。 

昭和前期において、「アジテーティング・ポイント」という語例が見られるが。既に述べたように、

「アジト」は「アジテーティング・ポイント」からの略語であると言われているが、この語

が＜露語 agitpunkt＞からきた可能性が考えられる。従って、「2μ＋1μ」略語が多く造ら

れたのは昭和後期以降のことであると推測できる。 

 昭和後期以降の辞書から収集した「2μ＋1μ」略語は以下の 34例がある。その中で、昭

和後期の語例は 3例、平成期の語例は 31例がある。 

 

(51)  昭和後期（3 例）： 

カンニング・ペーパー テレホン・カード ドレス・メーキング  

 

平成期（31例）： 

アコースティック・ギター アメリカン・ショートヘア エゴ・サーチ オフライン・ミーティング  

グラフィック・ボード グループ・チャット クレジット・カード コスト・パフォーマンス  

コミック・マーケット スクリーン・ショット スクール・バック スター・バックスコーヒー  

ステルス・マーケティング スノー・ボード スーパー・モデル デコ・メール トラック・バック 

トレーティング・カード ネット・アイドル ネット・ゲーム ハイ・ソサエティー ハロー・ワーク 

ブック・マーク フリー・マーケット ペン・ポーチ ポテト・チップ モンスター・ペアレント 

ラブ・ホテル リスト・カット ルーズ・ソックス ワン・ピース 

 

 以上の略語の原形を見ると、後単語の第 2拍が長音、促音、二重母音であることが目立っ
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ている。 

34例の中で、原形後単語の第 2拍が長音であるものは 18例、促音であるものは 8例、二

重母音であるものは 2 例がある。那須（2005）は「特殊モーラが元の複合語の後部要素の第

2 モーラにあるとき、それが撥音ないしは二重母音であれば短縮形の中に残りやすいが、促

音・長音は脱落しやすい」と指摘している。その理由について、那須（2005）は長音の脱落

について「知覚的手がかりの乏しい長音をあえて保全することが知覚上の有効性に乏しく、

それがゆえに脱落を来たしやすい」と述べている。 

つまり、知覚的に感じられにくいため、短縮過程において原形後単語の第 2 拍が削除さ

れ、「2μ＋1μ」構成の略語が造られる。 

勿論、例外的な語例も存在する。「アコースティック・ギター」、「コスト・パフォーマンス」、「スーパ

ー・モデル」、「ハイ・ソサエティー」、「ラブ・ホテル」は原形後単語の二つ目が特殊拍ではないのに

かかわらず、「2μ＋1μ」構成に略されているが、その数が少ない。 

 各時期における後単語の第 2拍に特殊拍を持つ外来語の略語化を見よう。 

明治・大正期において、「オート・バイシクル」は後単語の第 2拍が二重母音であり、「オ

ート・バイ」に短縮されている。 

昭和前期において、「ゼロ・ゲーム」は後単語の第 2拍が長音であるが、その短縮形は「ゼ

ロ・ゲー」であり、長音の脱落が起こらなかった。 

昭和後期において、「カンニング・ペーパー」、「テレホン・カード」、「ドレス・メーキング」の 3例は

略語化過程に長音が脱落しているのに対し、「スケート・ボート」、「トイレット・ペーパー」にお

ける長音及び「パート・タイム」、「マルティプル・チョイス」における二重母音の第 2 拍が脱落

していない。 

平成期において挙げた 31例は「2μ＋1μ」構成を持っているのに対し、同時期に「アイ

ロン・パーマ」、「アメリカン・ショートヘア」、「アラウンド・サーティー」、「アラウンド・フォーティー」、

「オフライン・ゲーム」、「キャラクター・ゲーム」、「ギャル・ゲーム」、「ストレート・パーマ」、「スノ

ー・ボード」、「ブラウザ・ゲーム」、「ベニー・オークション」、「ヤフー・オークション」、「ブルー・マウ

ンテン」など、「2μ＋2μ」構成の語例もある。「アイ・パー」、「アメ・ショー」などは語尾長

音の脱落が起こらず、「2μ＋2μ」の構成を保持している。「ヤフ・オク」は略語化過程に原

形後単語の長音を削除し、第 1拍の「オ」と第 3拍の「ク」を保留している。その結果、「ヤ

フ・オク」などの語例も「2μ＋2μ」の構成を持っている。 

 「2μ＋2μ」という拍構成は前後結合型の主流パターンであるため、複合語型外来語は前

後結合型のパターンで短縮される際に、「2μ＋2μ」形式が志向されやすい。しかし、原形

後単語の第 2拍が長音、促音、二重母音の場合、「2μ＋2μ」で出力された短縮形は知覚的

に語尾が感じられにくい。そのため、略語化過程において、語尾の長音、促音あるいは二重

母音の第 2拍が脱落する可能性が生じる。ただし、この脱落は必ず起こるとは限らない。例

えば、「アメリカン・ショートヘア」は「アメ・ショー」でも「アメ・ショ」でも短縮され

ている。 
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９．外来語略語の「語形上の日本語化」 

 本章の第 3 節では単語型略語の形成について述べた。第 5 節では複合語型略語の形成に

ついて述べた。外来語が略語化されることは外来語略語の「語形上の日本語化」過程である

と考える。 

日本語は語種によって、和語、漢語、カタカナ語に分けられる（二つの語種によって構成

されるものが混種語である）。従って、「語形上の日本語化」も「和語的語形への転化」、「漢

語的語形への転化」、「カタカナ語的語形への転化」の三つの形式があると考えられる。 

 第 3節述べたが、単語型略語の形成は外来語の「和語的語形への転化」によって主導され

ている。和語は語形が短く、2音節の語彙が多く存在している。そのため、単語型外来語は

和語語形のように 2σ長さに略される傾向が強くある。 

 複合語型略語の形成において、「カタカナ語的語形への転化」および「漢語的語形への転

化」が同時に存在している。語レベルの略語化によって造られた「前単語保留型」、「後単語

保留型」は外来語の「カタカナ語的語形への転化」によって形成したものである。原形の前

単語か後単語を保留するという手段で、外来語をカタカナ語的に略す。 

 一方、「前後結合型」は外来語の「漢語的語形への転化」によって造られたものである。

漢語は語形が「2μ＋2μ」という 4μ構成を持つ語彙が多く存在している。そのため、略語

される際に、一部の複合語型外来語は「2μ＋2μ」構成のように略されている。 

 外来語略語の形成と「語形上の日本語化」の関係について、以下のように考えられる。 

 

図 8 外来語略語の「語形上の日本語化」 

 

 

 一つの外国語が日本語に輸入され、さらに略語化されるのは三つの段階があると考えら

れる。 

原語の段階 原形の段階 略語形の段階

和語的語形への転化

単語型外来語 （拍レベルで略す） 2σ長さの略語

　音写 カタカナ語的

　　外国語 語形への転化 和語的語形

（語レベルで略す） 前単語保留型 への転化 2σ長さを

後単語保留型 持つ略語

複合語型外来語

漢語的語形
への転化

（拍レベルで略す） 「2μ＋2μ」の4μ略語
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原語の段階において、外国語が外国の言語のままであり、カタカナ語にもなっていない。 

原形の段階において、外国語が日本語に輸入され、カタカナ語に音写されている。例えば、

＜英語 morning coat＞が外来語「モーニング・コート」として輸入された。＜英語 agitation

＞が外来語「アジテーション」として輸入された。 

略語の段階において、外来語は「語形上の日本語化」によって、語形が短縮された。「モ

ーニング・コート」が「モーニング」に略され、「アジテーション」が「アジ」に略された。 

そして、一部の複合語型外来語は語レベルの略語化によって、「前単語保留型」あるいは

「後単語保留型」に略された。その略語形は「和語的語形への転化」によって、さらに略さ

れることがある。例えば、複合語型略語「ポリス・マン」は「ポリス」に略される。その略

語形「ポリス」がさらに「ポリ」に略されている。 

  

 

10．まとめ 

 本章は外来語略語の省略パターンの史的変化について分析を行った。 

外来語略語は戦前戦後を境界線に、省略パターンの変化が起こったと考えられる。 

単語型略語の場合、「どの時期においても、2σの長さが主流である」という特徴が見られ

るが、複合語型略語・前後結合型の影響によって「4μ長さの略語が増加する」傾向が見ら

れる。 

複合語型略語の場合、「昭和後期以降における前後結合型の発達」が顕著な特徴である。

そして、前後結合型の中でも、「どの時期においても「2μ＋2μ」が主流形式」ということ

が変わらないが、「昭和後期以降における「2μ＋1μ」略語の増加」がはっきり見られる。 
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１．ここまでの結論 

 外来語略語の形成について、本論では時期ごとに語例を収集し、考察を行った。そして、

本論の第 8 章は時期の発展につれて外来語略語の省略パターンが変化が起こったことも観

察されることを述べた。外来語略語の形成において、音韻規則、語彙的な原因（原語の語構

成、隠語・流行語、同音衝突による語彙的ブロックなど）、史的変化など、様々な要素に影

響されていることが明らかである。 

結論において、先行研究、本論の結論を踏まえ、外来語略語の形成を総合的に記述したい

と考える。外来語略語は単語型略語と複合語型略語に分けられているが、結論の部分も単語

型略語の形成および複合語型略語の形成に分けて論じる。 

 

２．略語化の条件 

 まず、略語化の条件について考えよう。ある外来語は略語化されるかどうかを決めるのは

原形の長さおよび使用頻度であると考えられる。 

語形を短縮し、コミュニケーションの効率化を図ることは略語が造られる目的である。例

えば、「アジテーション→アジ」、「インフラストラクチャー→インフラ」、「パーソナル・コ

ンピューター」、「コマーシャル・メッセージ→コマーシャル」などの語例のように、外来語

は語形が長く、一部のものが 4拍を持つながらも、5拍以上を持つものがかなりある。例え

ば、単語型外来語の「アジテーション」は 6拍、「インフラストラクチャー」は 10拍を持っ

ている。複合語型外来語が二つ以上の単語型外来語で構成されるものであるため、長い語形

を持つものはもっと多くなる。例えば、「パーソナル・コンピューター」は 11拍、「コマー

シャル・メッセージ」は 10拍を持っている。挙げた語例のように、外来語の中で、語形の

長いものがよく見られる。語形の長い外来語を短くするために、略語化が行われる。 

さらに、外来語の使用頻度とその略語化と関係があると考えられる。コミュニケーション

の効率を図ることは略語化の目的であるが、日常において、よく使われる語は略されやすく、

めったに使われない語例は略されることも少ない。 

 

 

３．短縮語、原形と不対応の略語及び外国語を音写した略語 

 外来語略語の中で、短縮語と原形と不対応の略語、日本語としての略語と外国語から音写

した略語という二対の対立関係がある。 

 まず、短縮語と原形と不対応の略語について述べよう。略語語例の中で、「プロダクショ

ン→プロ」、「アナクロニズム→アナクロ」、「ソウル・ミュージック→ソウル」、「セクシュア

ル・ハラスメント→セク・ハラ」のような語例が見られる。これらの語例はその形成におい

外来語 略語

長い語形、使用頻度
によって略語化
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て、原形の一部が削除され、保留された部分が略語形になる。このような短縮の手段によっ

て、略語形が造られる。 

 一方、「ダイア
、
モンド→ダイヤ

、
」、「アンカー

、、、、
・エスケープメント→アンクル

、、、、
」、「パノ

、、
ラミ

ック→パン
、、

」、「マンガニ
、、、、

ーズ→マンガン
、、、、

」などのような語例も存在している。これらの語例

は略語形は短縮で造られた略語と異なり、原形が持たない拍を持っている。原形と不対応の

略語の中で、カタカナ表記のゆれによって形成したもの、外国語からそのまま音写したもの、

長音の追加によって形成したもの、接辞の削除によって形成したものおよび異なる言語か

らきたものなど、様々な原因で造られた語例は共存している（本論第 2 章の内容を参照）。

略語の形成について、規則で処理する短縮語と個別な原因で処理する原形と不対応の略語

があるため、考察を行う際に、両者を分けて分析することも必要である。 

図 9 「原形と不対応の略語」の形成 

 

 

 続いて、日本語としての略語と外国語から音写した略語との対立も見られる。「アルバイ

ト→バイト」、「イブニング・ドレス→イブニング」、「ハンガー・ストライキ→ハン・スト」

などの語例はあくまでも日本語の外来語として短縮されたものである。英語の中で、＜

evening＞は＜evening dress＞の意味を持ってない。「バイト」、「ハン・スト」にあたる外

国語もない。それに対し、「アド（advertisementの略）」、「ファン（fanaticの略）」、「メモ

（memorandumの略）」などのように、外国語略語を音写し出来た語例は恐らく存在するであ

ろう。＜advertisement＞は英語の中で既に＜ad＞に略されている。略語「アド」は＜ad＞

から音写したものである可能性が考えられる。このような外国語から音写した略語はその

形成が日本語略語の規則に影響されない。 

 

図 10 外来語略語と外国語を音写する略語 

 

　短縮語 略語形成規則

外来語略語 　表記のゆれによって形成したもの

　外国語をそのまま音写したもの

　原形と不対応の略語 　長音の追加によって形成したもの

　接辞の削除によって形成したもの

　異なる言語からきたもの　など

音写 略語化

日本語としての略語　： 外国語 外来語 略語

外国語を音写した略語：外国語略語 略語

音写
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４．単語型略語の形成 

 単語型略語の形成は四つの規則にまとめられる。その中で、規則Ⅰは前部を保留するか後

部を保留するかという問題に関するもの、規則Ⅱはどの程度の長さを保留するかという問

題に関するものである。規則Ⅲは接辞が略語化に与える影響を述べるものである。そして、

戦前戦後を境界線に、単語型略語の省略パターンは変化が起こったことが観察される。規則

Ⅳは単語型略語形成の史的変化に関するものである。 

 

４．１．規則Ⅰ：原形の前部を保留する無標形式 

 単語型略語の形成について、原形の前部を保留することが大きな原則である。語頭が保留

することによって、原形を想起しやすくなる。「グロテスク→グロ」、「レポート→レポ」、「オ

ペレーション→オペ」はその例である。略語形「グロ」、「レポ」、「オペ」はいずれも前部に

ある部分であり、原形の想起に大きな役割を果たしている。従って、前部保留型という省略

パターンは単語型略語の無標の形式である。 

 一方、後部を保留して造られた略語は存在するが、その数が少ない。「フランネル→ネル」、

「アルバイト→バイト」、「キャラバン→バン」などの語例が見られる。後部保留型は語彙的

な原因で形成したものが多いと考えられる。その中で、隠語・専門用語の性質を持つもの、

同音衝突による語彙的ブロックで形成したもの、意味の使い分けによって形成したもの、外

国語をそのまま音写したものなどがある。 

 

図 11 単語型略語の形成 

 

 

４．２．規則Ⅱ：2σの長さを保留する主流形式 

 長さから見ると、原形の 2σを取って略語形を造るのことが主流である。その中で、ほと

んどの語例は「アドレス→アド」、「ギャランティ→ギャラ」、「スペシャル→スペ」、「ビルデ

ィング→ビル」などのような「2σ、2μ」の語例および「アンプリファイア→アンプ」、「コ

ンペティション→コンペ」、「パンフレット→パンフ」、「パーマネント→パーマ」などのよう

な「2σ、3μ」の語例である。和語の中で、2μの語例は多く見られる。人間の身体を表す

語彙「かみ、かお、ほほ、みみ、はな、くち、くび」ような一連の語彙はその一例である。

外来語の「和語的語形への転化」によって、外来語の多くは「2σ、2μ」に略されているで

　 前部保留型（無標） 規則Ⅰ

単語型略語 隠語、俗語、専門語の性質を持つもの

同音衝突による語彙的ブロックで形成したもの

　 後部保留型 意味の使い分けによって形成したもの

外国語をそのまま音写したもの
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ある。「2σ、3μ」略語はその原形が特殊拍を持っている。それらの原形を 2μで略すと、

略語形は「1拍＋1特殊拍」になってしまい、意味を伝達しにくくなる可能性がある。その

ため、2μだけではなく、特殊拍の後の拍まで保留し、3μの長さの略語形を造ることが考え

られる。 

 一方、「1σ、1μ」の略語は語形が短すぎ、意味伝達上に無理があるため、不適格な構成

であると考えられている２５。その他、「チャンピオン→チャン」、「ダーリン→ダー」などの

ような「1σ、2μ」の語例および「テレフォーン→フォーン」のような「1σ、3μ」の語例

が見られるが、その数が非常にすくない。上記の 1σ語例の中で、原形の短さに制限されて

形成したもの、外国語を音写したものがある。 

 続いて、3σ以上の略語は存在している。例えば、「コールタール→コールタ」、「コンクリ

ート→コンクリ」、「オートメーション→オートメ」、「テレビジョン→テレビ」などの例が見

られる。3σ語例の中で、原形が言語意識上の複合語であるもの、接辞が分節を影響するも

の、同音衝突による語彙的ブロックで形成したもの、外国語を音写したものがあると考えら

れる。 

図 12 単語型略語の長さ 

 

 

４．３．規則Ⅲ：原形分節を影響する接辞の存在 

 単語型外来語の中で、接辞を持つものが見られる。その接辞の存在によって、原形分節の

仕方が変わることがあると考えられる。「アナクロニズム→アナクロ」において、原形は「ア

ナクロ＋ニズム」に分節される。「アナクロ」は語基にあたり、「ニズム」は接尾辞にあたる

ものである。同じように、接辞の存在によって、「コンパートメント」は「コンパート＋メ

ント」、「タイピスト」は「タイ＋ピスト」に分節される可能性が考えられる。要するに、接

 
２５ 文字の大きさを表す「ポイント」は「ポ」と略されているが、「1 ポ」、「2 ポ」などのような「数字＋

ポ」の用法が使われている。略語形「ポ」は単独で使うことはない。 

　「1σ、2μ」

 1σ構成

　「1σ、3μ」

　「2σ、2μ」

単語型略語  2σ構成 　 主流形式

　「2σ、3μ」

 3σ以上構成：「3σ、3μ」 　　　原形が言語意識上の複合語であるもの

　　　接辞が原形分節を影響するもの

　　　同音衝突による語彙的ブロックで形成したもの

　　　外国語を音写したもの

原形の短さに制限され形成した
もの、外国語を音写したもの

「3σ、4μ」など
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辞を持つ外来語は「語基＋接尾辞」あるいは「接頭辞＋語基」のように分節され、さらに略

語化される。勿論、この現象は接辞を持つすべての語例に観察されることがない。接辞がど

の程度で認識されているかは重要である。認識度が低い接辞はが原形の分節に影響を与え

ることを考えにくい。 

 

４．４．規則Ⅳ：前後結合型の影響で多くなる 4μ略語 

  昭和後期以降、単語型略語の中で、4μの長さを持つ語例は多く造られる傾向が見られる。

明治・大正期においては 4μ語例は全体の 12.3％、昭和前期においては全体の 8.4％である

のに対し、昭和後期になると、その割合は 21.7％になり、平成期は 24.8％になっている。   

4μ語例の形成について、接辞を持つ語例があるという原因の他に、複合語型略語・前部

保留型という省略パターンの影響力が拡大することが考えられる。昭和後期以降、「2μ＋2

μ」を主な形式とする前後結合型は複合語型略語の主流形式になりはじめ、その勢力が拡大

し単語型略語の形成にも影響を与えてきた。単語型略語における 4μ語例の増加はその結果

の一つであろう。例えば、「サブコントラクター→サブコン」において、接頭辞を原形は「サ

ブ＋コントラクター」のように分節されるが、略語形が前後結合型と似た「2μ＋2μ」構成

で出力された。その他、「コンプリート→コンプ」、「コンプリート→コンプリ」のように、

「コンプリート」＜英語 complete＞は二つの略語形を持っている。「コンプ」は従来の単語

型略語と同じく、「2σ、3μ」構成であるが、「コンプリ」は 4μ構成で造られたものであろ

う。 

 

５．複合語型略語の形成 

 複合語型略語の形成について四つの規則が観察される。単語型略語の形成における規則

Ⅰと対照し、規則Ⅴは前単語を保留するか後単語を保留するかという問題に関するもので

ある。規則Ⅵは前後結合型の形成を述べたものである。規則Ⅶは前後結合型の急増について

述べる。単語型略語と同じように、戦前戦後を境界線に、複合語型略語の形成においても省

略パターンの変化が見られる。規則Ⅷは部分抽出型の形成について述べる 

 

５．１．規則Ⅴ：原形の前単語を保留する主流形式 

 略語のレベルで言うと、原形が分解するかどうかによって、複合語型略語の形成は語レベ

ルの略語化と拍レベルの略語化と分けられる。語レベルの略語化に属するのは複合語型略

語・前単語保留型と後単語保留型である。この類の略語化が原形の前単語か後単語かを丸ご

とに保留（あるいは）削除を行うため、音節数や拍数は略語化との関連性が薄い。 

単語保留型と同じように、明治・大正期から平成期に至るまで、前単語保留型は語例が多

く、複合語型略語の主流形式であることが変わらない。前単語保留型が主流形式である原因

について、前単語を保留するため原形の復元をしやすいこと、一部の語例が外国語をそのま

ま音写したものであること以外に、複合語型外来語の意味構造は重要な原因である。ほとん
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どの複合語型外来語は「修飾部＋主要部」の構造持っている。例えば、野球用語の語例「フ

ァースト・ベース→ファースト」、「セカンド・ベース→セカンド」、「サード・ベース→サー

ド」が見られる。略語化において、意味の主要部は繰り返し出現しているが、語の区別に役

に立たない部分である。それに対し、前単語にある修飾部は修飾、限定の役割を持ち、語と

語を区別する機能を持っている。そのため、修飾部である前単語は略語化において保留され

る傾向がある。 

 一方、前単語保留型と比べて、後単語保留型の語例は少なく、主流形式であるとは言えな

い。その中で、外国語を音写したもの、意味の主要部を保留する傾向で形成したものなどが

見られる。 

図 13 複合語型略語の形成 

 

 

５．２．規則Ⅵ：「2μ＋2μ」を主な形式とする前後結合型 

 前後結合型は拍レベルの略語化で造られた略語である。原形の各部分から拍を取り出し、

それらを結合させることによって、略語形が造られる。 

 前後結合型の中で、「2μ＋2μ」という 4μ構成が主な形式である。その原因について既

に述べたが、2拍（1フット）は日本語が志向しやすい音律構造であり、多くの漢語（ある

はい漢語略語）が「2μ＋2μ」という 4μ構成を持っている。 

「モダン・ガール」のような「1μ＋1μ」語例は流行語の性質を持っている。「セックス・

フレンド→セフレ」のような「1μ＋2μ」語例は平成期において初めて観察され、その形成

は原形に含まれる特殊拍と関係がある。「カンニング・ペーパー→カンペ」のような「2μ＋

1μ」語例は昭和後期から多くなってきた。原形後単語の第 2拍に特殊拍が知覚的に感じら

れにくく、略語形成においてそれを落とした結果、「2μ＋1μ」の語例が形成したと考えら

れる。「1μ＋3μ」、「3μ＋1μ」の語例は昭和後期以降に造られたものであり、数もかなり

少ない。その他、「3μ＋2μ」、「4μ＋3μ」や「3μ＋2μ」構成の語例は存在するが、語例

数が少ない。その中で、略語と外来語が結合して形成したもの、二つの略語が結合して形成

したものがある。 

 

　前単語保留型 　原形復元しやすい

　（主流形式） 　語の区別機能をもつ修飾部を保留する傾向

語レベルの略語化 　外国語を音写したもの

複合語型外来語

　後単語保留型 　主要部が語の区別機能を持つ場合

　外国語を音写したもの
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図 14 複合語型略語の構成 

 

 

５．３．規則Ⅶ：「漢語的語形への転化」によって急増する前後結合型 

 明治・大正期、昭和前期において、前後結合型の語例はまだ少ないが、昭和後期になると、

前後結合型が急増しはじめた。平成期において、前後結合型は最も語例の多い類になり、複

合語型略語の主流形式になっている。 

前後結合型の急増は外来語の日本語化と緊密につながっている。外国語が日本語に輸入

して外来語として定着する歴史が長い。室町期において葡萄牙語、江戸期において蘭語をは

じめ、他の言語からきた外来語は既に日本語に入った。明治・大正期から、英語からきたも

のをはじめ、多くの外来語が使われるようになった。それに応じて、語形の長い外来語を短

くするため、外来語の略語化が盛んに行われるようになった。この時期において、前単語保

留型は唯一の主流形式という地位を持っていた。 

昭和後期以降（戦後）、日本語に輸入された外来語が一層急増してきたという背景に、前

後結合型という省略パターンは原形復元、記憶負担の軽減、日本語音律に合致することなど

において優勢が顕著になり、その生産性が強くなる一方である。その結果、複合語型略語に

おいて、前単語保留型は主流形式の地位が変わらないが、全体を占める割合が漸減してきた。

それに対し、前後結合型は主流形式の地位を獲得した。 

詳しい分析は本論第 8章にあるため、参照されたい。 

 

５．４．規則Ⅷ：二段階の略語化を経て形成した部分抽出型 

 部分抽出型はどの時期においても見られるが、その語例数がかなり少ない。その中で、「ゴ

ロフ・クレン→ゴロ」のような漢字表記の仲介によって形成したもの、「キネマト・グラフ

→キネマ」のような外国語を音写したもののほかに、二段階の略語化を経て形成した語例が

見られる。二段階の略語化というのは一部の部分抽出型が複合語型外来語の略語化および

単語型外来語の略語化を経て形成したということである。「アパートメント・ホウス→アパ

ートメント→アパート」はその好例である。 

 

「2μ＋2μ」： 主流形式

「1μ＋1μ」： 流行語の性質を持つ略語

「1μ＋2μ」： 原形前単語第2拍が特殊拍、昭和後期から見られる

複合語型外来語 「2μ＋1μ」： 原形後単語第2拍が特殊拍、昭和後期から見られる

「1μ＋3μ」： 原形が日常外来語を含む

「3μ＋1μ」： わずか2例、平成期にしか見れない

　その他　　： 一つの略語と外来語と結合して形成したもの、

二つの略語が結合して形成したもの

拍レベルの略語化
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図 15 部分抽出型の形成 

 

 

６．まとめ 

 本研究は辞書調査に基づき、明治・大正期から、昭和前期、昭和後期および平成期の外来

語略語を収集した。 

 外来語の略語化は明治・大正期から盛んに行われ、昭和前期を経て、昭和後期、平成期に

急増してきた。その過程から外来語は日本に輸入され、さらに日本語化される歴史を窺える。 

そして、外来語略語の形成は音韻的要素、語彙的要素、人間の言語意識、造語法の史的変化

など、さまざまな要素が働きをかけた結果である。 

その中で、単語型略語の形成について、規則Ⅰ～規則Ⅳが観察され、複合語型略語の形成

について規則Ⅴ～規則Ⅷが観察される。しかし、規則だけではすべての外来語略語の形成を

説明するのが無理がある。語例の中で、規則に従って造られる略語があるものの、何らかの

原因で規則の働きが遮断されてしまうこともある。略語形成規則の中でも、音韻規則は基礎

的な働きをしているが、語彙的な規則、史的変化に関する規則の重要さも見逃してはいけな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　二段階の略語化を経て形成したもの

部分抽出型

　その他 　　　漢字表記の仲介によって形成したもの

　　　外国語を音写したもの



 

 

 

 

 

附 録： 略 語 リ ス ト 
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略語リスト㈠ 明治・大正期２６ 

 

アの部 

 

・アイボリー・ナット：英 Ivory １象牙。２象牙の様に白色の胡桃
く る み

即ちアイボリーナツトの

略。釦の原料。洋服商等の用語。３白色の西洋紙の一種。【⑧】 

・アスパラガス：(英)蔓性で葉細く茎細長く、盛花や盆栽用として賞玩され「アスパラ」とも

略稱される。西洋獨活は別種のものである。【⑨】 

・アド（advertisementの略）：(Ad.)[英]Advertisement又は Advertisingの略。「廣告」の

義。【④】 

・アネロイド・バロメーター：「アネロイド・バロメーター」の略。アネロイド・バロメーター

(Aneroid-barometer)［英］氣壓計の一種。【④】 

・アパートメント・ハウス：英 Apartment「あぱーとめんとはうす」の略。西洋流の貸室を多

く有する建物。近來蜂蝸館などの新文字を使用せり。【⑧】 

・アルミニウム：〔Aluminum 英〕アルミニユームの略稱。アルミ一と銅九とより成る合金にし

て其の需用多し。【⑦】 

・アルミニウム・ブロンズ：Aluminum Bronze(英)アルミニウム・ブロンズの略。銅九とアルミニ

ウム一との割合を以て混じた合金。金に似た光澤が有つて、指環其の他の装飾品を造るに用

ひられる。【⑨】 

・アンクル・エスケープメント：Anchor(英)アンカーの訛。懐中時計の一種の装置で、アンクル

操 縦 機
エスケープメント

の略。【⑨】 

 

イの部 

 

・インスト（instant の略）：英 Inst Instantの略。今月。【⑧】 

・インバネス：(英)外套の一種。和洋服いづれにも着用する事が出來る。略して「インバ」と

もいふ。【⑩】 

 

エの部 

 

・エキストラクト：(Extract)食物の主要成分を練り固めたるもの、エキストラクトの略語。【⑤】 

 
２６ 略語リストは明治・大正期、昭和前期、昭和後期および平成期、四つの部分から構成される。辞書か

ら集めた各時期の外来語略語の語例を種類、形態にもかかわらず、五十音順で並べる。見出し語としての

略語は「アスパラガス」のように書く。見出し語の後にくる語例説明は①～㊽の辞書から引用するものであ

る。略語形に対する説明か原形に対する説明かを引用する場合があり、両方を引用する場合もある。紙面

を節約するため、説明の一部を省くことにすることもある。最後に【】という符号で引用する辞書を示

す。例えば、【①】の場合、見出しおよびその説明は①『言海』から引用したものであることを意味す

る。 
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・エスケープ（ヱスケープ）：(英)逃げる意味。學生間では嫌な時間を休むことに用ふ。略して

「ヱス」と云ふ。【⑩】 

・エレキテル：「エレキテル」の略。 エレキテル(Electriciteit)[蘭]電氣。【④】 

・エボナイト：エボナイト(Ebonite)ゴムと硫黄を混合した一種の硬
かた

ゴム。黒檀に似たるつや

がある。蓄音機のレコード、櫛、電氣の絕縁体、萬年ペンの軸
じく

等に用ひられる。工業家は略

して「エボ」といふ。【⑭】 

・エレヴェーテッド・レールヴェー：Elevated railway(英)エレヴェーテッド・レールヴェーの

略。高架鉄道のこと。【⑨】 

・エンゲーチメント：えんげーちめんと(英 Engagement)の略。約束、婚約、いゝなづけ。【⑧】 

 

オの部 

 

・オーバー・コート：次條の略。 オーバー・コート(Over-coat）［英］正しくは「オーヴァー・

コート」。外套。【④】 

・オート・バイシクル：（Auto-bicycle）自動自轉車。オートバイシクルの略。【⑤】 

・オート・モビル：英 Auto おーともびるの略。自動車。【⑧】 

・オリンピック・ゲーム：(英)オリンピック・ゲームの略。昔ギリシヤのオリンピアで、四年

に一度ジユピターの神を祭る大祭が行われ、その度に種々の體育競技が催された。今では國

際的競技會となつて殘り、東洋にも極東オリンピック大會といふものが行はれてゐる。【⑪】 

・オレンヂ・エロー：（柑）Orange(一)果物の名。柑橘類の一。(二)顔料の一。色の名。橙黄色。

オレンヂエローの略。【⑫】 

 

カの部 

 

・カーボン（carbon paper の略）：(英)Carbon (一)炭素。(二)炭酸紙卽ち Carbon paper の

略。【⑫】 

・ガイド・ブック：Guide(英)案内者。指導者。又、Guide
ガイド

 book
ブック

の略で、手ほどき・案内記など

の意。【⑨】 

・カビネ（cabinet-photogspyの略）：〔Cabiuet
（ マ マ ）

 英〕Cabinet－photogspyの略、寫眞の大さ

の名稱。【⑦】 

・カリウム：加里 Kalium(獨)カリウムの略言なり。 カリウム．．元素の名 Kalium(獨)金属

元素の一にして英語のポッタシウム(Potassium)に同じ。【③】 

 

キの部 

 

・キログラム：(Kilogramme)[佛]略して「キロ」とも言ふ。一瓦の千倍。凡そ我が二百六十七
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匁弱に當たる。瓩。基。【④】 

・キネマト・グラフ：(英)キネマトグラフの略。活動寫眞。【⑩】 

 

クの部 

 

・ドライ・クリニング：ドライ・クリニング (英)Dry Cleaning 乾燥洗濯略してクリーニン

グといつてゐる。【⑫】 

・ブッキング・クロース：Cloth(英)ブッキングクロース(Booking cloth)の略なり、製本家が書

物の表紙として用ふる木綿布にして、色は種々あり模様あるものあり無きものあり、之を用

ゐて表紙としたる製本をクロース綴と云ふ。〔クロス〕【③】 

 

ケの部 

 

・ブランケット：ブランケット 名。〔英語、Blanket〕。西洋風ノ毛布。＝氈。＝ケツト。【②】 

 

コの部 

 

・コーチ・ヤード：コーチ・ヤード (英)Couch-yard 野球用語。試合中走者が壘上にある時

は味方の選手は第一壘と第三壘の背後にあつて種々の注意を興ふるをいふ。略してコーチ

といふ。【⑫】 

・コールタール：コールタール Coaltar(英) 有
いう

煙
えん

石炭
せきたん

から採つた一種の黒色・臭氣ある液體。

防腐劑として用ひる。普通
ふ つ う

コールタといふ。【⑬】 

・コール・マネー：コールマニー Call-money(英)商用語にして遊金の事を云ふ卽甲銀行の遊

金を乙銀行にて借りて流用するが如し略してコールとも呼ぶ。【③】 

・コール・ローン：(英)コール・マネー(Callmoney)コール・ローン(Call loan)の略語。當座

賃また時賃といふこと。即ち賃主は何時にても返済を請求することが出來、借主亦何時返済

しても差支へない賃附金のこと。コール・マネーは自分の銀行にある遊金を同業者又は株式

仲買人、為替手形仲買人等へ融通するもの。コール・ローンは自分の銀行が他の銀行の遊金

を利用すること。【⑮】 

・ゴシック：ごしつく(英 Gothic)の略、太字の活字のこと。【⑧】 

・コスメチック：コスメチック 化粧品の一種 Cosmetic（英）脂肪を原料として香料を加へて

製造したる化粧品なり、頭髪又は口髭などに塗るに用ふるもの。略してコスメと云ふ、又は

チックとも呼ぶに至れり。【③】 

・コレスポンデンス：(Correspondence)[英]「コレスポンデンス」の略。コレスポンデンス

(Correspondence)[英](一)符合。一致。(二)交通。通信。引取。【④】 

・コンキュウバイン：こんきゆうばいん(英 Concubine)の略、妾。かこひ女のこと。【⑧】 
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・コンクリート：コンクリート 混凝土 Concrete(英)セメントと砂を水に練りて製したる漆

喰に砂利又は割栗を混じたるものなり之を搗き固めて多量に土木工事に使用す。略言して

コンクリとも呼べり。【③】 

・コンパニー：こんぱにー(英 Company)の略。學生用語。各自醵金して荼菓を會食すること。

【⑧】 

 

サの部 

 

・サード・クラス：(Third)［英］第三。第三番。「サード・クラス」の略。「サード・ベース」

の略。【④】 

・サード・ベース：(Third)［英］第三。第三番。「サード・クラス」の略。「サード・ベース」

の略。【④】 

・サルヴァルサン：サルヴァルサン Salvarsan（英）六〇六號。獨逸の医学者Paul
パ ウ ル

 Ehrlich
エ ー ル リ ツ ト

博士

（1854―）の発明にかかる薬品。（佘中略）なほ、通語としては、単にサルといふ。（佘後略）

【⑨】 

 

シの部 

 

・シスター：シスター Sister(英) 姉妹。姉若くは妹。略してシスともいふ。Sister
シ ス タ ー

 in
イン

 low
ロ ー

は義理の姉妹、Sister
シ ス タ ー

 ships
シ ツ プ ス

は姉妹船、姉妹艦のこと。【⑨】 

・ジャップ（japan,japanese の略）：Jap(英) Japan、Japaneseの略。又は外人が日本人
に ほ ん じ ん

に

浴びせる嘲笑語、又は綽名である。【⑬】 

・ショート・ストップ：ショート・ストップ (英)野球用語。遊撃手。略してショートといふ。

【⑫】 

・シリンダー：(CyIinqor)の略で時計の機械。アンクル(其項参照)より劣る。【⑮】 

 

スの部 

 

・スクリュー・プロペラー：(英)Screw-propeller スクリュー・プロペラーの略、船の推進機。

【⑫】 

・ステーム・パイプ：(Steam）［英］正しくは「スティーム」。（一）湯氣。蒸湯。（二）「スチー

ム・パイプ」の略。蒸氣管。汽管。【④】 

・ステロ・タイプ：名。すてれおたいぷノ略。 すてれおたいぷ(第五上)名。［英語、stereotype］。

活版ヲ更ニ紙ニ採ツタモノ。再ビ印刷ノ時、其紙ニ鉛ヲ鎔カシ、前ト同ジ版面ヲ採ル。＝ス

テロ。＝紙型。【②】 
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セの部 

 

・セコンド・チャンピオン：セカンド・チャンピオン (Second champion）［英］第二選手。略

して「セコチャン」。【④】 

・セコンド・ハンド：せこんどはんどの略、古物といふ意。せこんどはんどを見よ。 せこん

どはんど 英 Second-Hand 古もの、古手のものゝ義。他人の手を經たるものゝ意。【⑧】 

・セメンシイナ：名。⦿せめんしいなノ畧。⦿せめんとノ畧。せめんしいな(第四上)名。｛施

綿矢那〔蘭語、Cemencinæ〕。蟲クダシノ苦イ薬。【②】 

・セメント：名。〔英語、Cement〕。しつくいノ類。凝結ノ力強ク、盛ンニ建築ナドニ用イル。

＝セメン。【②】 

・セルジ：羅紗の一種 Serge(英)一種の羅紗にして地薄し主に夏衣に仕立つ、セルジの略な

り。【③】 

・ビオロン・セロ：ビオロンセロの略、其の項を見るべし。 びおろんせろ〔Violon Cello〕バ

イオリンに似て其の形大なる洋樂器、四絃ありて兩膝にて挾み弓を以て奏するものをいふ。

【⑦】 

・センター・フィルダー：センター・フィルダー (英)Center fielder 野球用語。中堅手或は

中野手。略してセンターといふ。【⑫】 

 

タの部 

 

・ダイヤモンド：ダイヤモントの略言 Diamond(英)遊戯具トランプの時などダイヤモンドを略

言してダイヤと呼ぶ。【③】 

・ダイヤグラム：ダイヤグラム 〔Diagram 英〕豫定事務運行表、表と譯す、普通には略して

單にダイヤと云ふ。【⑦】 

・ダイナモ：英語のダイナモーター（Dynamotor）の略。電氣發動機。【⑫】 

・タングステン・ランプ：「タングステン・ランプ」の略。 タングステン・ランプ(Tungsten 

lamp）［英］「チルフラム」の繊條を有する白熱電燈。一燭光に要する電力量は炭素綿に比し、

約三分の一。【④】 

・ダブル・カラー：Double(英)二倍、二重、對の、二重の。またダブル・カラーの略。 ダブ

ル・カラー Double-collar(英)洋装用の二重襟、折り返した襟。【⑨】 

・ライティング・タブレット：(英)圓盤。錠剤。列車の衝突を除くために電氣應用で避け得る様

装置された機械。又は書簡箋をいふ(ライテング、ダブレツト
（ マ マ ）

)【⑩】 

 

チの部 

 

・チャンピオン：「チャンピオン」の略。 チャンピオン(Champion)[英]勇士。戦勝者。選手。
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【④】 

・コスメチック：コスメチック 化粧品の一種 Cosmetic（英）脂肪を原料として香料を加へて

製造したる化粧品なり、頭髪又は口髭などに塗るに用ふるもの。略してコスメと云ふ、又は

チックとも呼ぶに至れり。【③】 

 

テの部 

 

・ビフ・テキ：(英)ビフテキの略。【⑮】 

 

トの部 

 

・トロッコ：とろつこ(Truck)の略。土砂などを運ぶ小貨車。【⑧】 

 

ニの部 

 

・ニューズ・ペーパー：ニューズ・ペーパー News-paper(英)新聞紙。ニューズと略し、またペ

ーパーと略して、共に新聞紙の意に用ひることがある。【⑨】 

・アルミニューム：アルミニユームの略。【⑩】 

・ワニス：假漆 Varnish(英)ワニスに同じ。卽ちワニスの略言。【③】 

 

ネの部 

 

・フランネル：フランネル （名）小絨［英語、Flannel］西洋舶来ノ毛織物、地、薄クユル

ク、甚ダヤハラカナリ、肌着ナドトス。略シテ、ネル。【①】 

・ネーブル・オレンジ：「ネーブル・オレンジ」の略。 ネーブル・オレンジ(Naple-orange）［英］

伊太利ネーブル原産の蜜柑。【④】 

・ネット・プライス：ネット・プライス Net-price 略
りゃく

してネツトとも云ふ。掛値
かけね

のない値段
ねだん

。

正價。【⑥】 

 

ノの部 

 

・ノート・ブック：・手控、書附 Note(英)記號標註註釋等、ノートブックの略言。又紙幣の事

にも用ふ。【③】 
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ハの部 

 

・ルチプライド・バイ：マルチプライドバイ 乗ずの義 Multplied-by(英)加倍又は掛けるの義に

て、算術の符號としては×を用ふ。略言して單にバイとも呼ぶ。【③】 

・パス（trepassの略）：汽車や電車等の無賃乗車券で英語の Trespassの略語である。轉じ

て定期乗車券、電車回數券と用ひ、又及第、通過の意にも轉用してゐる。【⑫】 

・ハズバンド：「ハズバント」の略。 ハスバンド(Husband)[英]正しくは「ハズバンド」。夫。

良人。【④】 

・パス・ボール：パス・ボール Passed-ball 略
りゃく

して「パス」とも云ふ。野球の用語
ようご

にして、

投手の投
な

げた球
きう

を補手が逸
いつ

した球。【⑥】 

・パツキング・ペーパー：英 Packing １包装、荷造り。２包装用紙
パツキングペーパー

の略。【⑧】 

・バック・グラウンド：（Back）バック・グラウンドの略。背景。【⑤】 

・バラスト：Ballest(英)バラストに同じ其略言なり。 バラスト Ballest(英)鉄道又は道路

の地形(ヂギャウ)に用ふる砂利、道床を敷くに云ふ。【③】 

・ハンカチーフ：はんかちーふ(英 Handkerchief)の略。西洋流の手拭。【⑧】 

・パンクチュア：Puncture(英) パンクチュアの略。自轉車・自働車などの護謨輪に孔
あな

のあく

こと。【⑨】 

・ハンチング・キャップ：(hunting）［英］（一）狩猟。（二）「ハンチング・キャップ」の略。 ハ

ンチング・キャップ（Hunting cap）鳥打帽子。【④】 

 

ヒの部 

 

・ピツチャー：英 Pitch １野球の投手即ちぴつちやーの略。（佘後略）【⑧】 

・ビルディング：ビルディング Buildingの略 稱
りやくしよう

。東京の丸ビル(丸の内ビルディング）、大阪

の堂ビル(堂島ビルディング)など。大正十一年秋丸ビルの完成した頃から初まつた呼び方

である。【⑬】 

・タイピスト：タイピスト（其項参照）を略して、輕んじて呼ぶ名。唾棄すべし。但
ただ

し若
わか

い會社員

などが好んで用ひる。【⑬】 

・ビーフ・カツレツ：「ビーフ・カツレツ」の略。 ビーフ・カツレツ(Beef cutlet）［英］洋

食の一種。牛肉を「ヘット」にて揚げたるもの。【④】 

・ビーフ・ステーキ：ビーフ・ステーキ (英)西洋料理の一種。厚焼き牛肉。俗にビフテキ、

又はビステキといふ。【⑮】 

 

フの部 

 

・ファン（fanaticの略）：運動狂、球狂。(自ら運動する人にあらず、見物する方の人なり。)
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ふあなちつく Fanatic の略。【⑧】 

・アウト・フィールド：(英)野。又は(アウト、フイールド)の略で、野球の外野のこと。【⑩】 

・フラスコ：ふらすこの略。 ふらすこ 英 Flask 化學の實験其他に於て藥品を煮る球形

の硝子罎。【⑧】 

・ブランデー：ブランデー 名。〔英語、Brandyノ轉〕。氣ノ強イ焼酎ノ類。＝ブラン。＝火

酒。【②】 

・ブリュー・ストッキング：(Blue）［英］（一）藍色。青色。（二）「ブリュー・ストッキング」の

略。 ブリュー・ストッキンク(Blue stocking）［英］青鞜。千七百五十年の頃倫敦にて文

學美術會合あり、一人の流行児が青い靴下を穿ちしより、此會員殊に女流作家を青鞜會員と

綽名せし始まる。【④】 

・ブルジョア：ブルジヨア (英)資本家階級。社會的生産の諸機關の所有者及び賃銀勞働の雇

用者を意味する。略してブルと云ふ。【⑩】 

・ブル・ドッグ：(一)佛語ブルジョアの略。同條を見よ。(二)ブルドッグの略。(三)てならふ

こと。【⑫】 

・プログラム：プロ (英)プロステチユートの略即ち醜業婦のこと。又プロレタリアートの略、

又は活動寫眞等のプログラムを略して云ふ。【⑩】 

・プロスティテュート：娼婦 Prostitute(英)プロスティテュートの略言にして、女郎娼妓のこと

也。【③】 

・フロック・コート：フロックコート 普通禮式洋服 Frock-coat(英)洋服の中上衣の長き仕立

にして普通禮服なり單に Frock(フロック)とも云ふ。【③】 

・プロレタリア・ブルジョア：プロはプロレタリア又はプロレタリラートの略稱。ブルはブルジ

ヨア又はブルジヨアジーの略稱。【⑮】 

・プロレタリアート（プロレタリア）：プロ (英)プロステチユートの略即ち醜業婦のこと。又プロ

レタリアートの略、又は活動寫眞等のプログラムを略して云ふ。【⑩】 

 

ヘの部 

 

・ベース・ボール：ベース・ボール Base-ball(英)野球
や き う

。略してベースともいふ。野球競技は

Base-ball Matchである。【⑬】 

・ゲラス・ペーパー：(Paper）［英］（一）紙。（二）新聞紙。（三）證券。（四）商標又は繪など

を摺り商品に貼附する紙。（五）「ゲラス・ペーパー」又は「サンド・ペーパー」の略。硝子

又は砂などの粉を糊づけとしたる磨紙。磨研紙。砂紙。やすり紙。【④】 

・サンド・ペーパー：(Paper）［英］（一）紙。（二）新聞紙。（三）證券。（四）商標又は繪など

を摺り商品に貼附する紙。（五）「ゲラス・ペーパー」又は「サンド・ペーパー」の略。硝子

又は砂などの粉を糊づけとしたる磨紙。磨研紙。砂紙。やすり紙。【④】 

・ニュース・ペーパー：ニュースペーパー 新聞紙  News-paper(英)news［ニュース］は新聞、
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消息、報道の意なり。又ニュースペーパーを略してペーパーのみを新聞紙の意に用ゆること

あり。【③】 

・ベロリン：ベロリン (名)洋青［Berlin blue］一種ノ濃キ紺色ノ画料染料ノ名、西洋舶来

ノ品ナリ、略シテ、ベロ。【①】 

 

ホの部 

 

・ホウゴロウ（strus hpger の略）：名。｛鳳五郎｝〔蘭語、Strus Hogerノ上略〕。駝鳥の異

名。【②】 

・ホーディング・ハウス：ボーディング・ハウス (Boarding house）［英］寄宿所。下宿所。

略して「ボーディング」。【④】 

・ホーム・ベース：(英)Home 家庭。野球用語ではホーム・ベースの略。【⑫】 

・ホームラン・ヒット：(英)Home run 野球用語。ホーム・ラン・ヒットの略。打者が一打に

よりベースを一廻りして本壘に歸り、一點を得る安全打。本壘打を譯してゐる。【⑫】 

・アンフェア・ボール：アンフェア・ボール (Unfair ball）［英］野球にてフェア・ボールの規

定に合はざる球を呼ぶ語。略して、「ボール」。【④】 

・スイート・ポテト：スイートポテト 甘藷 Sweet－potato(英) potato は馬齢薯にして甘藷は

甘味を帯ぶるを以て我國にて甘藷のことをス井ート ポテトと稱す、又略して單にポテとも

稱す。【③】 

・ポプラー：ポプラー (Poplar)白楊。略して「ポプラ」といふ。街路樹に用ひらる。【⑭】 

・ポプラス・アルバ：(英)ポプラス・アルバの略。【⑪】 

・ポリス：又はポリス。ポリス、マンの略。巡査。【⑩】 

・ポリス・マン：英語のポリスマンの略。同條を見よ。 ポリスマン(英)Police-man 巡査。

警官。略してポリスといひ、更に略してポリともいふ。【⑫】 

・ポリス・マン：ポリスマン(警吏
け い り

)の略。巡査のこと。【⑥】 

 

マの部 

 

・デット・マスク：デツトマスク (英)單にマスクとも云ふ。死面のこと。蝋を死顔におし當

てゝ型をとり、それに石膏を流し込んで作つたもの。【⑩】 

・マントル：マントル Mantle (一)外套。マントは此
こ

の略語
りやくご

。(二)白熱燈の火焔
くわえん

を覆ふも

の。【⑥】 

・マントリー：マントリー(其項参照)又はマントル（其項参照）の略。 マントリー Monteau(佛) 

袖
そで

無
なし

外
ぐわい

套
たう

。俗
ぞく

に引
ひ

き廻
まは

しなどと云つてゐる。【⑬】 

・ガス・マントル：ガスマントル Gas-mantle(英)ガスランプの燄を覆ふものにして單にマン

トルとも云ふ。【③】 
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ミの部 

 

・ミステーク：ミステーク 誤。間違ひ。略して單にミスとも云つてゐる。【⑪】 

・コンミッション：コンミッション（其項参照）の略
りやく

。露骨に聞えないやうに略していふ。 コ

ンミッション Commission(英) 物品
ぶつぴん

販売
はんばい

に際し、取次者・仲介人に依賴者が支拂う手数料
て す うれ う

。

普通は秘密口止
くちどめ

といふ悪い方の意味にとられて、上前
うはまへ

をはねる意味
い み

に用ひられてゐる。【⑬】 

・ソウイング・ミシン：名。⦿｛未進｝未納。⦿｛彌針｝〔英語、Sewing machien
（ マ マ ）

ノ略ノ轉〕。洋

服ヲ縫フ機械。【②】 

・コンデンス・ミルク：牛乳 Milk(英)又我國にてはコンデンスミルクを略言して單にミルクと呼

ぶこと多し。 コンデンスミルク Condensed-milk(英)牛乳を煮つめ砂糖を加へて味をつけ

たるものなり小児などの飲用に供す〔コンデンスドミルク〕【③】 

・ミリメートル：「ミリメートル」の略。 ミリメートル(Milimeter)[英]一メートルの百分の

一。我が三厘三毛に當る。【④】 

 

メの部 

 

・メモランダム：メモランダム 備忘録 Memorandum(英)略言してメモ(memo)とも云ふ。（佘後

略）【③】 

・マスク・メロン：(英)Melon マスク・メロンの略。溫室に栽培する西洋甜瓜。【⑫】 

 

モの部 

 

・モーニング・コート：(Morning）［英］朝。洋服の一種。「モーニング・コート」の略。 モ

ンニング・コート(Morning-coat）［英］「フロック・コート」の褄先を圓く取りたる如き一

種の洋服。略して「モーニング」【④】 

・モスリン：モスリン 毛斯綸 Muslin(英)メリンス、唐縮緬、上等なる梳毛絲を以て平織に

したるもの、今は略言してモスと稱す。〔マスリン〕【③】 

・モルヒネ：(獨)銀白色の劇藥の一つで、鎭痛藥魔醉藥として用ひられる。略して「モヒ」と

いふ。【⑩】 

 

ラの部 

 

・ランドセル：らんどせる 和蘭語Randsel）
（ マ マ ）

の略。背嚢。【⑧】 

・ラフ・ペーパー：西洋紙の一種。紙面凸凹あるもの。らふぺーぱー(英 Rough-paper)の略。

【⑧】 

・ランニング・レース：「ランニング・レース」の略。 ランニング・レース(Running race）
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［英］駆け競べ。徒歩競争。【④】 

 

ルの部 

 

・インク・ルラー：(英)Ruler 印刷の際インキを附ける膠の棒。インク・ルラーの略。【⑫】 

 

レの部 

 

・レイン・コート：レインコート 〔Rian Coat英〕雨除け外套を云ふ。單にレインともいふ。

【⑦】 

・レザーレット：(Leather)[英](一)皮革。なめし皮。(二)「レザーレット」の略。摸造皮。 

レザーレット(Leatherette)[英摸造皮。擬革。【④】 

 

ロの部 

 

・ロガリズム：「ロガリズム」の略。 ロガリズム(Logarithm)[英]數学上の語。對數。【④】 
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略語リスト㈡ 昭和前期 

 

アの部 

 

・アース・アンテナ：Earth(英)地球、土地の意味。｟ラヂオ｠地下引込線のこと。アース・ア

ンテナの略。地氣、地絡、接地とも譯す。【㉓】 

・アート・ペーパー：（Art）（前略）雑誌の口繪用紙等に用ひられる光澤の多いアート・ペーパ

ーのことを略してアートと云ふ。【⑳】 

・アイス・クリーム：アイスクリーム (Ice-cream英)牛乳、玉子、砂糖を交ぜて氷結せしめた

もの。また、これを普通氷菓子と名付けてゐるとこから、高利貸の意に轉用する事もある。

又更に略して、單に、アイスとも云ふ。【⑯】 

・アジテーション：アジテーション （社）煽動を譯す。「プロパガンダ〔宣傳〕は多くの思想

を一人の人間若しくは特定の人間に注入し、アジテーション（煽動）は一つの思想若しくは

少数の思想を大衆に注入する」と云はれる。略して「アジ」と云ふ。【⑰】 

・アジテーター：煽動。煽動者。アジテーション又はアジテーターの略。【㉓】 

・アジテート・ポイント：（社）アジテート・ポイントの略語。爭議等の場合に於ける煽動の本據

のこと。【⑰】 

・アジテーション・プロパガンダ：（社）アジテーションとプロパガンダが一所になりそれを略した

言葉、宣傳煽動の意で勞働運動の特殊な用語である。【⑰】 

・クローズ・アップ：クローズ・アップ Close-upの略、映畫では大寫しのことであつる。映畫

監督がスター連に「アツプを頂戴したします」といへば大寫しを撮らせて貰ふことである。

【㉑】 

・アナーキズム：アナーキズム （社）無政府主義、略してアナ。【⑰】 

・アナーキスト：アナーキズム又はアナーキストの略。「アナ系の露人」などといふ。これに對

して、ボルシェビズムをボルといふ。【㉓】 

・アナオンサー：〔名〕anarchism,announcer(英) 「アナキズム」、「アナオンサー」ノ略。 ア

ナウンサー〔名〕announcer(英) 「ラヂオ」放送局報告係。【㉒】 

・アパートメント：〔名〕 「アパートメント」ノ略。【㉒】 

・アパートメント・ハウス：借家に不便を感じ、間借に嫌な思ひをする都市居住者が住むために、

アパートメント・ハウス（Apartment house）が東京や大阪に出來た。アパートはその略稱。

（佘後略）【⑳】 

・アフターヌーン・ドレッス：アフターヌーン・ドレッス Afternoon dress(英)婦人の午後服。

略してアフターヌーンともいふ。【㉓】 

・キヤメラ・アングル：（映）角度「キヤメラ・アングル」の略語。【⑰】 

アンダー・ハンド・スロオ：アンダー・ハンド・スロオ Under Hand Throw野球用語もこの程

度まで適譯を得れば萬點である。曰く、「下手投げ。」アンダア・スロオとハンドを略しても
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結構。【㉑】 

・サロン・アンデパンダン：Independent フランス語。サロン・アンデパンダン Salon 

Independentの略である。サロンは美術館、アンデパンダンは獨立の意。日本で云へば、反

帝展派と云ふか、それよりも無審査をもつて立つた大衆的繪畫展覧會である。（佘後略）【㉑】 

 

イの部 

 

・ウイスキー：ウイスキーの略。 ウイスキーWhisky （英）ウィスキーは米國讀みの音で

英國讀みならばホイスキーである、麥芽バクガ又は大麥を原料として造つた強烈芳醇な酒で三

十五パーセントのアルコールを含んで居る。【⑲】 

・インクライン・ブレーン：〔名〕incline(英)「インクライン プレーン」ノ略。斜面輸送装置。

傾斜面ニ「レール」ヲ布設シ動力デ船舶荷物ナドヲ昇降サセル装置。【㉒】 

・インターカレッジ・エート：インターカレッジエートの略で、大學・専門學校間の對校競技

のこと。Intercollege(英)【㉕】 

・インテリゲンチャ：インテリゲンチヤの略語。戦闘的な勞働者が智識階級を稍輕侮して使ふ

言葉。インテリゲンチヤ 知識階級。【⑰】 

・インドロップ：｟野球｠イン・ドロップの略。(其項参照)。 イン・ドロップ In-drop(英)

｟野球｠イン・カーブ、即ちバッターの方へ急に曲がりながら亦急に下へ落ちる球の投げ方。

【㉓】 

 

ウの部 

 

・ヴォーカル・ミュージック：ヴォーカル・ミュージック Vocal music(英)｟音楽｠聲樂。略し

てヴォーカルともいふ。(佘後略)【㉓】 

 

エの部 

 

・オルガニザチオン・エシエリツヒ：(Eschelig 獨)オルガニザチオン、エシエリツヒ」

(OrgamizationEschelig)の略で獨逸における反動運動の秘密結社である。(佘後略)【⑯】 

・エバーシャープ・ペンシル：(Ever-Sharp英)「エバー、シャープ、ペンシル」(EverSharp Pencil)

の略で、米國より流行して來た萬年筆である。（後略）【⑯】 

・エロース：無論、エロティック Erotic エロテイシズム Eroticismの日本的略語である。

【㉑】 

・エロティシズム：無論、エロティック Erotic エロテイシズム Eroticism の日本的略語であ

る。【㉑】 

・エロティック（エロチック）：エロチツク （性）性慾的、略して「エロ」と云ふ。【⑰】 
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オの部 

 

・オイルカラー・ペインティング：Oil(英)油。｟美術｠油繪のこと。即ち、オイルカラー・ペインテ

ィングの略。【㉓】 

・ウオーク：ウォークの略、その項を見よ。 ウォーク Work(英)㋑仕事、勞働㋺製作、細工、

又著作。【⑲】 

・バティング・オーダア：Order 野球用語としては打撃順を云ふ。即ち、バティング・オーダア

Batting Ordertを略した形である。【㉑】 

・オーバー・ハンド・スロー：〔名〕overthrow(英)「オーバーハンドスロー」ノ略。野球用語、

上手投ゲ(ウワテナゲ)。球ヲ上カラ投ゲル一ッノ投球方法。【㉒】 

・オープン・カー：Open(英)幌なし自動車。オープン・カーopen carの略。セダンの幌型に對

す。輕快な夏向きのもの。【㉓】 

・オフセット・プリンチング：（Offset）オフセット・プリンチング（Offset-printing）卽ちオフ

セット印刷の畧で、印刷術上の一形式だ。「オフセット刷美麗口繪入」などを云ふ。普通の

印刷のやうに石版又は金屬平板から直接に紙へ印刷せず、一旦ゴム布の上へ寫して、それか

ら紙へ改めて印刷する方法で、どんな粗惡な紙へでも、美しく印刷の出來るのが特徴とされ

てゐる。【⑳】 

 

カの部 

 

・カツレツ：(Cutlet英)「カツレツ」の略。【⑯】 

・チユウイン・ガム：チユウインガム（菓子）の略。【⑱】 

・カルシューム・カーバイド：(Carbid,Carbide英)炭化物を云ふ。また「カルシユーム、カーバ

イド」(Calcium carbide)のことを單に「カーバイド」と云ふ場合もある。これは石灰と炭

とを電氣爐で三千度の高熱に溶解して出來た化合物で石の樣な塊である。（佘後略）【⑯】 

 

キの部 

 

・オールスター・キヤスト：Cast（英】
（ マ マ ）

 オール・スター・キヤストの略、役割ヤクワリのこと。【⑲】 

 

クの部 

 

・プレー・グラウンド：〔名〕ground(英) 地。地面。通常「プレーグラウンド」(運動場)ノ略

トシテ用イラレル。【㉒】 

・フオト・グラビュア：〔名〕gravure(英) 「フオトグラビュア」ノ略。寫眞凸版。及ビソレ
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デ刷ツタ畫。【㉒】 

・グラフィック：一）圖表（二）グラフイツクの略語。【⑰】 

・アイス・クリーム：Cream(英)乳精、牛乳から取つた一種のバター。上製煉油の一種、化粧品

に此名前を附けたものがある。又アイス・クリームを略していふ。【㉓】 

・グリル・ルーム：Grill(英)焼肉料理店。客の前で焼焙する食堂。グリル・ルーム Grill-room

の略。【㉓】 

・クロール・ストローク：〔名〕crawl(英)「クロール ストローク」ノ略。這ウヨウナ形デ、速

ヤカニ泳グ一種の泳ギ方。【㉒】 

・クロッスワード・パズル：クロッス・ワーヅ・バズル(Cross-words-puzzle)の略で、十字語

はめ字謎解である。(佘後略)【⑳】 

・グロテスク：グロテスク 變態的、變足的、時に性慾的の意にも用ひられる。例へば「彼の

小説は實にグロテスクだ」等と。略して「グロ」と云ふ。【⑰】 

 

ケの部 

 

・ケーブル・グラム：ケーブル、グラム(Cable-gram英)海底電信、海外電報のこと。單に略し

て「ケーブル」とも云ふ。【⑯】 

・ゲルト：ゲルトの略。(次項参照)。 ゲルト Geld(獨)金のこと。英語のマニーに同じ。【㉓】 

 

コの部 

 

・ランチー・コーチャー：〔名〕coacher(英) 競技ノ指導訓練者。野球デハ「ランチーコーチヤ

ー」(走者の指揮者)ヲモ斯ク略稱ス。【㉒】 

・イン・ゴール：イン・ゴール In-goal(英)｟蹴球｠競技中ボールがゴール・ラインの外又

は他方に出て了ふこと。略してゴールともいふ。(後略)【㉓】 

・コックスエーン：Cox(英)ボートの舵手。コックスエーンの略。 コックスヱーン

Coxswain(英)艇長、舵取り、舵手。【㉓】 

・ゴノリーア：（英）ゴノリーアの略。麻病、消渇。【⑱】 

・コミック・オペラ：コミック・オペラ Comic-opera(英)喜歌劇、道化歌劇、喜劇の歌劇略し

てコミックともいふ。【㉓】 

・コンテ・クレヨン：Conté (佛)繪畫用の灰筆。コンテ・クレヨンの略。十八世紀の化學者コン

テ氏の發明したもので其名を附けてある。【㉓】 

・コンビィネーション：コンビィネーション 婦人子供の上下一つになつた下着。つまり組み合

わせとか結合などをいふ。略してコンビといふ。例へば一つの映畫製作に俳優たちとその監

督の呼吸がぴつたり合つてよく結合してゐる場合等に名コンビだなどといふ。

Combination(英)【㉕】 
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サの部 

 

・サイレント・ピクチユア：〔形〕silent(英) 静カナ。モノヲ言ワヌ。「サイレント ピクチユ

ア」(無聲映畫)ノ略ニ使ワレル。【㉒】 

・サイド・アーム・スロウ：サイド・アーム・スロウ Side Arm Throw 野球語で、文字の

如くそのまゝ、横投げのことである。略して、サイド・スロウと云つた方が通りがいゝ。【㉑】 

・サブウェー：Sub(拉・英)｟文法｠「下」又は「次」の意味の接頭語。種々の略語として用

ひられる。一、副官。(Subaltern 陸軍中尉以下)の略。二、野球の「補缺」選手。サブス

ティーテュートの略(其項参照)。三、地下鐡道。サブウェーの略(其項参照)。四、潜水艇。

サブマリーン(其項参照)。【㉓】 

・サブスティーテュート：サブスティテュート Substitute(英)｟野球｠補缺選手。略してサブと

言ふ。【㉓】 

・サブプレーヤー：(Sub-player 英)「サブ・プレーヤー」の略で補充選手のことを云ふ。【⑯】 

・サブマリン：〔名〕sub(英) 潜航艇(サブマリン)ノ略。野球ノ補欠選手。【㉒】 

・サンチメートル：珊。センチメートルのこと。軍隊で口徑を計る時用ひる。 サンチメート

ル Setimeter(佛)の略。【㉓】 

 

シの部 

 

・シール・スキン：（英）シールスキンの略。〆。手紙の封緘のこと。【⑱】 

・シネマﾄグラフ：シネマトグラフの略。 シネマトグラフ Cinematograph（英） 米國讀みで

はスィニマトグラフといふ、活動寫眞のこと。【⑲】 

・ジャズ・バンド：（英）單にジャズといふ。淫猥野卑なアメリカ黒人の騒がしい一種の樂曲。

【⑱】 

・シヤワー・バス：〔名〕shower(英) 夕立。俄雨。又「シヤワーバス」(shower bath)ノ略ト

シテ用イラレル。シャワー バス〔名〕shower-bath(英) 灌水浴。【㉒】 

・ホツプステツプ・ジャンプ：跳躍。「ホツプ・ステツプ・ジャンプ」の略語として使はれる事も

ある。【⑰】 

・ショツト（shot throwing の略）：(Shot英)砲丸投げ(Shot throwing)の略。運動用語。

【⑯】 

・シングル・ヒット：〔形〕〔名〕single(英) 單一ナ。獨身ノ。野球デ「シングル ヒツト」

「シングル キヤツチ」ノ略ニ使ワレル。【㉒】 

・シングル・キヤツチ：〔形〕〔名〕single(英) 單一ナ。獨身ノ。野球デ「シングル ヒツト」

「シングル キヤツチ」ノ略ニ使ワレル。【㉒】 

・シンパサイザー（シンパサイザア）：シンパサイザア Simpathizerの略語。同情者、後援者の意

でその應用範圍は廣いのであるが、近頃は左翼語となり、共産黨に資金を給付したり、その



- 169 - 

 

運動に應援したりなどするものをいふ。(佘後略)【㉑】 

 

スの部 

 

・ボディー・スウィング：ボディー・スウィング Body swing(英)身體をひねること。野球など

で打者が球を打つ時にする身體のひねり方、略して單にスウィングといふ。【㉓】 

・マニユスクリプト：（劇・映）マニユスクリプトの略。脚本。【⑰】 

・グランド・スタンド：グランド・スタンド （Ground stand）外苑の野球場の三方はコンクリ

ートの階段となつてゐる。又早大球場も三方は鐵骨の階段となつてゐる。グランド・スタン

ドで略して單に「スタンド」とも云ふ。つまり見物席で、正面 即ち ネット裏がメーン・

スタンド、右を一壘側スタンド、左を三壘側スタンドといつてゐる。アメリカの球場では、

外野にもスタンドが設けられてゐる。ブリーチャースといふのがそれである。（佘後略）【⑳】 

・ラムプ・スタンド：Stand(英)(中略)またラムプ・スタンドの略稱にもいふ。【㉓】 

・スティーム・ヒーター：（Steam）蒸氣とか湯氣とかいふこと鉛管に湯氣を通して部屋を暖める

装置をスティーム・ヒーター（Steam-heater）といふが、それを略して單にスティームとも

いつてゐる。（佘後略）。【⑳】 

・ストレート・ボール：ストレート・ボール Straight ball(英)｟野球｠直球。略してストレ

ートともいふ。カーヴに對する語。【㉓】 

・スナップ・ショット：（Snap）スナップ・ショート（Snap-shot）の略であつて、寫眞を早撮り

することを云ふ。卽ち目的の人文つの氣付かぬ間に、パチツと手早くキヤメラに収めてしま

ふこと。それが転じて、段々近頃では、記念撮影の場合などにも用ひるやうになつたが、ス

ナップ本來の意味は、被寫人の氣の付かぬことが條件なのである。【⑳】 

・スプリント・レース：Sprint(英)全速力で走る。｟競技｠短距離競走。スプリント・レース

の略。【㉓】 

・スペルリング：Spell(英)咒文、呪い、魔力、魅力。交代、續きの仕事。服務時間、休息時

間。綴る、書く、字を拾ひ讀みする。又綴字、即ちスペルリングの略。【㉓】 

 

セの部 

 

・セカンド・ベース：(Second 英)第二、第二次、二番目などのこと。また野球用語では「セカ

ンド・ベース」のことを略して單に「セカンド」と云つてゐる。二壘手のこと。【⑯】 

・ゼネラル・ストライキ：ゼネラル・ストライキ （社）總同盟罷業、略して「ゼネスト」と云

ふ。【⑰】 

・セーラー・パンツ：セーラー・パンツ （装）水夫のズボンの様に、先の擴がつたパンツ。

モーダンボーイの愛用品。略して「セラ・パン」と云ふ【⑰】 

・ゼロ・ゲーム：ゼロ・ゲーム Zero-game(英)｟競技｠零敗。得點の一點もない場合をいふ。
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略してゼロ・ゲーといふ。【㉓】 

・センチメンタル：センチメンタル （Sentimental）の略で、何んとなく情に脆くしんみりと、

感傷的になるやうな時、センチメンタルでは少し長つたらしくて、それに使ひ習した古い言

葉でもあるので、縮めてセンチとやつて何んとなく新しい匂ひをそれに持たせたのである。

（後略）。【⑳】 

 

ソの部 

 

・ソフト・ハット：〔名〕soft hat(英) 「ソフト ハツト」ノ略。中折帽子。 

 

タの部 

 

・ネクタイ：Tie ネクタイ Necktieの略。(佘後略)【㉑】 

 

チの部 

 

・チョップ・ストローク：チョップ・ストローク Chop-stroke(英)｟庭球｠ラケットの面をコー

トに垂直にして上方から下方に動かして切るやうにして打つ方法をいふ。略してチョップ

ともいふ。(佘後略)【㉓】 

 

テの部 

 

・テキサス・リーガー： 野球用語。打撃によつて球が内野手の頭を越え、しかも外野手が走つ

て行つても間に合はぬ程度の安打のこと。略してテキサスと云ふ。【㉕】 

・テクニック・カラー：テクニツク・カラー （映）天然色映畫。略して「テクニカラー」。

【⑰】 

・メンタル・テスト：Test（英） ㋑標準、證明、試験物 ㋺試験、又メンタルテストの略。 メ

ンタル・テスト Mental test（英）精神鑑査、適性検査、心情考査など譯する、心理學上か

ら各人の性・精神作用を科學的・實験的に研究しその人の性質・能力などを考察するもので

ある、近頃中學校・女學校の入學試験や會社の社員採用試験にも應用されるやうになつた。

【⑲】 

・デパートメント・ストアー：（一）部分、（二）デパートメント・ストアーの略。デパートメント・

ストアー（經） 百貨店。【⑰】 

・デマゴーギ：デマゴーグ （社・政） 一定の建設的な計畫もないのに民衆を自己の有利の

ために煽動する人、又はそんな種類の政治家を云ふ。「デマゴーギ」は悪煽動をすることで、

略して「デマ」と云ふ。【⑰】 
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・デマゴーグ：デマゴーグ （社・政） 一定の建設的な計畫もないのに民衆を自己の有利の

ために煽動する人、又はそんな種類の政治家を云ふ。「デマゴーギ」は悪煽動をすることで、

略して「デマ」と云ふ。【⑰】 

・デモンストレーション：デモンストレーション 示威運動、略して「デモ」と云ふ。【⑰】 

・テロリズム：「テロリズム」の略。【⑯】 

・テロリスト：テロリズム又はテロリストの略。【㉓】 

 

トの部 

 

・ドクター：Doc(英)トーキー英語で醫者のこと。ドクターの略。【㉓】 

・ウルトラ：ウルトラ 獨後で極、最も、の意。例へばウルトラ・モダンと云べば「すこぶる

のモダン」と云ふ如し、又「ウルトラ」を略して「トラ」とも云ふ。【⑰】 

・トレーニング・パンツ：〔名〕training(英) 訓練。「トレーニングパンツ」ノ略。即ち競技

者ガ足ヲ保護スルタメニハク「ズボン」。【㉒】 

・ドロップ・キック：ドロップ・キック Drop-kick(英)｟蹴球｠跳ね蹴り。手から球を落して

跳ね上る時に蹴る方法。略してドロップといふ。【㉓】 

・ドロウンウオーク・レース：ドロウンウオークレースの略、縫刺レース。【㉔】 

 

ナの部 

 

・ボーナス：ボーナス(賞與の略。【㉓】 

 

ニの部 

 

・ニック・ネーム：ニック・ネーム Nickname(英)渾名、綽名。(中略)略してニックといふこ

ともある。例「あの野郎にニックをつけてやらう」。【㉓】 

 

ネの部 

 

・ネガティブ：（映）陰畫「ネガテイヴ」の略語、これから陽畫（ポジ）が作られるのだから、

ネガは黒白が全然反對である。【⑰】 

・ネガティヴ・フイルム：（Negative）映畫用語。ネガティヴ・フイルムの略稱。（前略）生フイル

ムとも、陰畫とも謂ふ。【⑳】 
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ノの部 

 

・ノー・ズロース：ノー・ズロース No Drauwers女がズロースをしてゐないことでふしだら

な女のことをいふ。洋装はしてゐるが、ノー・ズロースらしい。などと。ひやかされる。略

してノー・ズロともいふ。【㉑】 

・シート・ノツク：(Knock 英)戸を敲く、又戸を敲いて案内を求める事に云ふ。野球で「ノツ

ク」と普通に云つてゐるのは「シート・ノツク」の略である。【⑯】 

 

ハの部 

 

・ミント・パー：（經）「ミント・パー」の略語。法定平價。【⑰】 

・ハードル・レース：ハードル・レース(Hurdle-race英)略して「ハードル」とも云つてゐる。

障碍物競走のこと。【⑯】 

・スパイ：スパイの略語。左翼語として有名なものである。【㉑】 

・ハイハードル・レース：High hurdle(英)高いハードル又は「ハイ・ハードル・レース」の略。

(佘後略)【㉓】 

・ハイポーサルファイト：（英）ハイポーサルファイトの略。【⑱】 

・ハイポサルファイト・ソーダ：Hypo(英)｟寫眞｠次亜硫酸曹達。ハイポサルファイト・ソーダ

Hyposulphite solaの略。寫眞現象の定着に用ゐる。【㉓】 

・バス・コントロール：バアス・コントロール Birth Control 産児制限の日本的略語である。

この學説に就て今更ながら申すも恥し。【㉑】 

・バック・ガード：バック・ガード Back-guard(英)の略。(佘後略)【㉓】 

・ゴールデン・バツト：(Bat 英)(中略)「ゴールデン・バツト」(其の項参照)と云ふ兩切煙草の

ことを略して「バツト」と云ふ。【⑯】 

・パウダー・バフ：パウダー・バフ Powder buff(英)の略。粉白粉や天粉などをはたいてつけ

る刷毛用のもの。【㉓】 

・ハンガー・ストライキ：ハンガー・ストライキの略。【㉓】 

・ハンクロフト・タイプ：バンクロフト・タイプ Bancroft Type バンクロ・タイプとも略

してゐる。ジョオジ・バンクロフトてふ活俳によつて代表された、太く猛ましき男性で、近

代女性のアイドルとなつてゐるものである。バリトン□り低目な聲、あの肩幅、肉つき一く

せある顔立ち、あそこにイットがある時代なのである。【㉑】 

・ハンドリング：ハンドリング Handling(英)普通略してハンドと稱してゐる。ア式蹴球では

ゴーキ・キーパー以外の選手はボールに手を觸れることをハンドリング「ハンド」といふ。

敵がこのハンドをした場合はその場所からフリー・キック(自由蹴)を味方が得る。【㉓】 

・バント・ヒット：バント・ヒット（Bunt hit）略してバントと云ふ。（後略）。 バント（Bunt）

野球に於て打者が輕くバットをボールに當て、その當つた球がダイヤモンド地上に落ちる
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か、またその空間で野手に捕られた時、その打球をバントといふ。【⑳】 

・ミュージック・バンド：（Band）樂隊のこと。（前略）樂隊はミュージカル・バンドといふので

あるが、それを略して單にバンドと呼ぶ。ジヤズ・バンドとか、ミリタリー・バンド（軍樂

隊）、ブラスバンド（管樂合奏團隊）などといふやうに用ひられる。（佘後略）。【⑳】 

 

ヒの部 

 

・ピケツチング：ピケツチング （社）罷業破りを阻止し、監視する事。略して「ピケ」と云

ふ。【⑰】 

・ピケット：罷業破りを妨げるための見張り人、監視人、「君は便所傍のピケになつてくれ」

といふ場合のピケはピケットの略。【㉓】 

・アイス・ピッケル：アイス・ピッケル Eis-pickel(獨)の略。英語ではアイス・アックス Ice-

axeといふ。登山に用ゐる鶴嘴のこと。【㉓】 

・セーフティー・ヒット：Hit(英)(中略)｟野球｠打撃。セーフティー・ヒット「安打」の略。【㉓】 

・ベース・ヒット：Base-hit(英)｟野球｠安打、單にヒットともいはれる。【㉓】 

 

フの部 

 

・ファースト・ベース：(First 英)第一、第一次、最初の意。野球用語でフアースト・ベースを

略して單にフアーストと云ふ。一壘の事である。【⑯】 

・ファイナル・ラウンド：ファイナル・ラウンド Final round(英)｟競技｠普通單にファイナ

ルと呼んでゐる。試合の最終囘の決勝をいふ。【㉓】 

・ファンシーウェースト・コート：ファンシー ウェーストコート Fancy waistcoat(英)の略。

變りチョッキ。【㉓】 

・カメラ・ブース：（映） 「カメラ・ブース」の略。トーキー撮影の場合雜音を避ける爲に監

督等が入る防音箱。【⑰】 

・フィニッシュ・ライン：フィニッシュ・ライン Finish-line(英)｟競技｠決勝線。略して單

にフィニッシュともいふ。【㉓】 

・フォーアハンド・ストローク：フォーアハンド・ストローク Forehand stroke(英)｟庭球｠

身體の右側でボールを打つこと。(中略)略してフォーアハンドと呼んでゐる。【㉓】 

・テレフォーン：テレフォーン Telephone（英）フォーンとも略稱する、電話、電話機。【⑲】 

・フォト・グラフ：(Photo英)フオトグラフ(Photograph英)の略で寫眞の事。【⑯】 

・プチ・ブルジョア：プチ・ブルジヨア （社）小ブルジヨア、畧して「プチブル」と云ふ。

【⑰】 

・プロダクション：プロ（俗） （一）プロレタリア（勞動者）の略。（二）プロステイテユート

（娼婦）の略。（三）プロフエサー（教授）の略。（四）プログラム（映畫等の上映目録）の
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略。（五）プロマイド（映畫俳優等の寫眞）の略。（六）プロダクシヨン（撮影所）の略。（七）

プロフエシヨン（職業）の略。（八）プロパガンダ（宣傳）の略。（九）プロパビリテイ（蓋

然性）の略。【⑰】 

・プロパガンダ：同上。 

・プロパビリティ：同上。 

・プロフエサー：同上。 

・プロフエション：同上。 

・プロマイド：同上。 

・フライ・ボール：(Fly 英)(中略)又フライ・ボール(Fly ball英)を略して單に「フライ」と

云ふ場合がある。野球用語で飛球のこと。【⑯】 

・プレー・ボール：プレー・ボール （Play ball）試合開始を宣告する審判者の言葉。中止し

てゐた試合を再び初める時にも「プレー・ボール」を宣告するが、單に「プレー」といふこ

ともある。【⑳】 

・ピッチヤー・プレート：プレート（Plate）（佘中略）内野の中央にある投手が投球に際して必

ず左右どちらかの足を載せねばならぬ板のことでピッチヤー・プレートの略稱である。（佘

後略）。【⑳】 

・ブレスト・ストローク：Breast(英)胸。｟水泳｠平泳。ブレスト・ストロークの略。【㉓】 

・ブロークン・イングリツシュ：（Broken）言葉の意味は、破れてゐると云ふこと。（佘中略）ブロ

ークン・イングリツシュ（Broken Engilsh）を略して言ふのである。【⑳】 

・プロレタリア・デモクラシー：プロデモ（社）プロレタリア・デモクラシーの略。【⑰】 

 

ホの部 

 

・ブラック・ボード：ブラック・ボード Black-board(英)黒板。略してボールドとも言ふ。【㉓】 

・ポジテイヴ：Positive 陽畫と譯し、そのまゝ映畫し得るフィルムのことである。略して、

ポジとよく云つてゐる。【㉑】 

・ポジテイヴ・フィルム：映畫用語。ポジティヴ・フィルム（Positive-film）の略稱である。普

通寫眞の場合は、ネガ（その項参照）を原板として、印畫紙に焼き付ける。映畫の場合は、

印畫紙の代りに 別のフィルムに焼付ける。そのフィルムをポジと謂ふ。【⑳】 

・ホップ・ステップ・ジャンプ：｟競技｠ホップ・ステップ・アンド・ジャンプ Hop-step-and-

jump(英)の略。三段飛。片脚跳と、大股の歩行と、巾跳の三種を一度に行ふ競技。【㉓】 

・ポリス・マン：（Policemen）警官、巡査のことで、ポリスメン（複数）の略語である。單

数ではポリスマンである。又、單にポリスとも略稱する。【⑳】 

・ボルシエビキー：ボルシエビキーの略（その項参照）。 ボルシエビキー(Bolsheviki 露)多數

派の意。（佘後略）【⑯】 

・フレンチ・ホルン：フレンチ・ホルン （音）金屬製管樂器の一種。単にホルンと略稱するこ
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ともある。【⑰】 

・ホワイト・スレーヴ：(White 英)白色。又賣春婦の事を白首と云ひ、それに「ホワイト・スレ

ーヴ」と云ふ語を當てゝ用ひられた處から此を略して單に賣春婦の事を「ホワイト」と云ふ。

【⑯】 

 

マの部 

 

・マイクロ・フオーン：マイクロフオーン （ラ）ラジオの放送者の聲を吹き込む機械で圓形・

蜂窩式のものとラツパ型のがある。略して「マイク」と云ふ。【⑰】 

・マスターベーション：マスターベーシヨン (Masturbatuon英)の略語。手淫の隠語。【⑯】 

・マソヒズム：マソヒズム (Masochism英)被虐待淫亂症。異性に異的虐待を受けて快感を感

ずる性質。略してマソとも云ふ。(後略)【⑯】 

・ドア・マット：（英）靴拭ひ。ドア、マットの略。【⑱】 

・マラソン・レース：Marathon マラソン・レースの略。長距離徒歩競走、二十六哩四分ノ一

競走。(後略)【㉑】 

 

ムの部 

 

・ムービング・ピクチュア：（Movie）映畫用語。ムーヴィング・ピクチュア（Moving picture）

を略して、此う言ふのである。活動寫眞のことは、モーシヨン・ピクチュア（Motion picture）、

フオト・プレイ（Photo play）とか、キネマ（Kinema）シネマ（Cinema）とか色色言ふが、

結局一ばん通りのいゝのが、ムーヴィーで、映畫館のことを、ムーヴィー・ホール（Movie 

hall）といふ。【⑳】 

 

 

メの部 

 

・メフイストフエーレス：(Mephistopheles 獨)「メフイストフエーレス」の略。有名なゲーテ

(J.W.Gaethe)著の「フアースト」と云ふ詩劇中にある悪魔の名。【⑯】 

・メトロ・ポリタン：メトロポリタン Metropolitan(英)の略。首府の、帝都の、の意。轉じて

地下鐡道のこと。【㉓】 

  

モの部 

 

・モダーン・ガール：モダーン・ガール (Modern girl 英)近代式の女と云ふ意味であるが、普

通には斷髪洋装の女を多少輕侮して云ふ。單に「モガ」とも云ふ。【⑯】 
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・モダーン・ボーイ（モーダン・ボーイ）：モーダン・ボーイ （俗）「モーダン・ガール」と相對し

た俗語。略して「モボ」と云ふ。以下「モーダン・ガキ」「モーダン・マダム」等の俗語が

ある。【⑰】 

・モンスリーシツク：モンスリーシツクの略、月經。【⑱】 

 

ラの部 

 

・ライト・フイルダー：〔名〕〔形〕right(英) 右。道理。正義。野球デ「ライト フイルダー」

(右翼手)ノ略。マツスグナ。右ノ。ヨロシイ。【㉒】 

・ランナー・アウト：(Run-out 英)野球用語。走者がアウトになる事で「ランナー・アウト

runner out」の略。【⑯】 

 

リの部 

 

・リレー・レース：〔名〕relay(英) 換エ馬。代り。又「リレーレース」ノ略。中繼競走。【㉒】 

 

ルの部 

 

・インク・ルーラー：ルーラー(Ruler英)支配者。「インク・ルーラー」の略稱。【⑯】 

・ルンペン・プロレタリア：〔名〕Lumpen(獨) 襤褸、廢物ノ意。轉ジテ浮浪人。コジキ。又「ル

ンペン プロレタリア」(浮浪労働者)ノ略トシテモ使ワレテイル。ルンペン プロレタリア

〔名〕Lumpenproletarier(獨) 浮浪労働者。一定ノ職業ヲ持タズ、生活、生産、闘争力ヲ

失イ隨ツテ勞働階級ノ爲メニモ何等貢献スルトコロノナイ最下層ノ勞働者。【㉒】 

 

レの部 

 

・レフレクタア：レフレクタア Reflector の略語。撮影の時、でも監事助監督と云ふ活動子

供が持つてお俳優のお顔を明くすべく持ち歩くあの鏡的存在を云ふ。【㉑】 

・レフト・フィルダー：レフト・フィイルダー Left Fielder左翼手と譯す。略してレフトとも

云ふ。(後略)【㉑】 

・レポート：レポート （新）情報、通信。略してレポと云ふ。【⑰】 

・レポーター：レポートの略。通信、報告の意。特に無産者運動の状況報告にレポといふ。又

その報告任務に當る者、レポーターの略として用ひられる。【㉓】 
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ロの部 

 

・ローハードル・レース：〔名〕low hurdle(英) 低障碍。七六「センチ」ノ高サノ「ハードル」

「ロー ハードル レース」(低障碍競走)ノ略。【㉒】 

・ロケーション・ハンテイング：ロケーシヨン・ハンテイング （映）ロケーシヨンに適當な所を

探す事、俗に「ロケ・ハン」と云ふ。【⑰】 

・ロケーシヨン：ロケーシヨン （映）出張撮影、野外撮影。セツトによらず戸外の自然を背

景として撮影する事。略して「ロケ」と云ふ。【⑰】 

・ロング・ショット：ロング・ショット （Long shot）映畫用語で遠景と譯すが、要するに、

此の言葉は、大寫し（その項参照）の對語で、撮影機を、目的物より、ズツと離して、撮影

することである。略して、ロングと言ふ。【⑳】 

 

ワの部 

 

・ワンピース・ドレス：ワンピース・ドレス （One-piece dress）の略で、一枚の布で作つた

上下連續した婦人・子供服このとである。（佘後略）。【⑳】 
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略語リスト㈢ 昭和後期 

 

アの部 

 

・アーガイル・チェック：セーターや靴下に見られるひし形の色格子柄。アーガイル チェック

（argyle check）の略。【㊺】 

・アイビー・ルック：アイビー・ルック Ivy look アイビー・リーグの男子学生風の服装。な

で肩、３つボタン、狭いえりの上着と細いズボンが特徴。略してアイビー。【㊹】 

・アウト・ドロップ：野球のアウト・ドロップ（out drop 英）の略。打者の外側に急に低く曲

つて落ちる球をいう。【㉘】 

・アクセル（accelerator の略）： accelerator の略。自動車の加速装置（佘後略）。【㉞】 

・アスコット・タイ：（Ascot）服飾用語で、スカーフのような幅の広いネクタイのこと。アス

コット・タイの略。【㊶】 

・アセスメント：アセスメント assessment査定、評価。略してアセス［和］。【㊹】 

・アチーブメント・テスト：アチーブメント・テスト achievement test 進学適正検査のこと。

略して、進適、アチーブなどをいう。学力試験の問題を多角的に大量に並べ、採点方法を機

械的に標準化したもの。（佘後略）【㉚】 

・アチーブメント・テスト：アチーブメント・テスト achievement test学力検査。略してア・

テスト［和］。【㊹】 

・アップ・スタイル：アップ・ヘア up-hair（英）上へかきあげた結髪。アップ・スタイルと

も、また單にアップともいう。【㉙】 

・アップ・ヘア：アップ・ヘア up-hair（英）上へかきあげた結髪。アップ・スタイルとも、

また單にアップともいう。【㉙】 

・アッペンディックス：アッペンディックス（appendix盲腸）の略。醫者仲間では、盲腸炎をア

ッペと呼び、その手術をよくアッペの手術などとよんでいる。【㉙】 

・アドヴァタイズメント・ビルディング：アドヴァタイズメント・ビルディングの略。都會の繁華街

に多く見る建物自體がすでに廣告的に出來てをり、それに看板やネオンなどで装飾されて

居る建物のこと。【㉘】 

・アナクロニズム：アナクロニズム anachronism（英）時代錯誤。時代とかけはなれた古い

思想、感情及び行爲。「ダンスは亡國の踊りだなんていうのはアナクロだ」というように略

しても用いる。【㉙】 

・アニメーション：アニメーション 〔animation〕□映□放漫画・人形などを動くように見せる技

法。アニメ。【㊺】 

・アニメーション・ドラマ：（Animerama）アニメーション・ドラマの略で、絵にかいた人物、動

物などを、自然に動いているように見せる映画（佘後略）。【㊶】 

・アドレス：アドレス 〔adress〕①住所。あて名。アド（佘後略）。【㊺】 
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・アブノーマル：アブノーマル abnormal異常。変態的（略して「アブ」）【㉞】 

・アフロ・ヘア：アフロ・ヘア Afro hair髪にちりちりにパーマをかけ、ふんわりと丸くま

とめたスタイル。アメリカ黒人の特有の髪型。略してアフロ。【㊹】 

・アプレ・ゲール：あいつはアプレだと世の大人族はいう。アプレ・ゲール（après-guerre仏）

の略で『戦後派』と訳している。【㊱】 

・アフタア・レコーディング：アフタア・レコーディング （after-recording）の略。（映畫用

語）トーキー映畫技術上の言葉で、撮影したフィルムに、後で聲、音響その他を録音するこ

と。【㉙】 

・アポイントメント：アポイントメント appointment ①任命、官職。②面会、会合の約束。略

してアポ［和］。【㊹】 

・アマチュア：アマチュア amateur それを職業としない趣味でやっている人。アマと略す。

（佘後略）【㉛】 

・アメリカン・フットボール：アメリカン・フットボール American football アメリカ式蹴球

（佘中略）略してアメ・フト［和］、アメ・ラグ［和］。【㊹】 

・アルコール・コミュニケーション：酒を飲みながらの情報交換のこと。アルコール・コミュニケー

ションの略。【㊶】 

・アルバイト・サロン：アルバイト・サロン Arbeit saloon アル・サロとも略す。本職の女給

仕でなく、アルバイトに普通の家庭の娘が出るカフェー、特殊喫茶店のこと。素人くさい

初々しさが好まれるわけ。サロンはフランス語で客間の意。【㉛】 

・アレンジメント：アレンジメントの略。編曲する、脚色する。そのほかいろいろなものをま

とめてひとつのものを作ること。【㊵】 

・アロハ・シャツ：aloha｟ハワイ｠（もと「愛情、親切」「あいさつ、さよなら」などの意味）

（佘中略）アロハ・シャツ（ズボンの上にたらすハワイ式のハデな半ソデのシャツ。略して

「アロハ」）。【㉞】 

・アンダー・グラウンド：アングラとは、アンダー・グラウンド（地下）の略で、地下映画や地

下劇場のこと（佘後略）。【㊶】 

・アンプリファイア：アンプリファイア amplifier（電機）音の増幅器、アンプとも略称。【㊲】 

  

イの部 

 

・イージー・ゴーイング：イージー・ゴーイング easy-going（米）アメリカの俗語で、責任の

がれの一番安易な方法をえらぶこと。他人に對しては輕蔑、自分に對しては自嘲の意味があ

る。單にイージーともいう。【㉙】 

・イヴニング・ドレス：イヴニング（・ドレス） evening dress（女の）夜会服。【㉞】 

・イミグレーション：イミグレーション 〔immigration〕移住。移住すること。入植。イミグ

レ。【㊺】 
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・イメージ・チェンジ：イメージ・チェンジ ［和］それまでの印象を一新すること。略して、

イメ・チェン。【㊹】 

・イラストレーション：（Illustration）書籍・雑誌・広告などのさし絵のことで、略してイラ

ストともいう（佘後略）。【㊶】 

・マグネチック・イレーザー：〔eraser〕（佘中略）②消磁器。マグネチック イレーザー（magnetic 

eraser）の略。【㊺】 

・イレギュラー・バウンド：イレギュラー・バウンド irregular bound野球などで、ボールが

不規則にはね上がること。略してイレギュラー。【㊹】 

・インストラクション：インストラクションの略。インストラクション（instruction英）指令、

教書。【㉘】 

・インターナショナル：1「万国の労働者」の歌（「インターナショナル」の略）インターを歌い

ながら（後略）【㉞】 

・インターチェンジ：略して「インター」ともいう。高速道路の立体交差による出入り口（佘

後略）。【㊷】 

・インフレーション：俗に「インフレ」といつている。經濟用語で、不換紙幣が金の流通必要

量を越えて増援させる場合に、紙幣片のあらわす金の分量が減少し、したがって物價が上昇

する現象をいう。（佘後略）【㉗】 

・イントロダクション：イントロダクション 〔introduction〕①序論。②□音序奏。イントロ。

③紹介。④手引き。入門。【㊺】 

・インポテンツ：「インポテンツ」Impotenz（独）の略で、性不能症のこと。【㊱】 

  

ウの部 

 

・ヴァリアブル・コンデンサー：「ヴァリアブル・コンデンサー」（variable condenser）の略。

可変蓄電器（なまって、バリ・コン）。【㉞】 

・ヴァラエティ・ショウ：variety変化の意。（佘中略）唄・音楽・舞踊や軽快なコント等を混

ぜて上演する大衆的な演劇形式をヴァラエティ・ショウ、略してヴァラエティといっている。

【㉚】 

・ヴァンガード：英語の「ヴァンガード」前衛先頭の略。【㉗】 

・ショー・ウィンドー：ショー・ウィンドーshow-window 陳列窓（略して「ウインド（ー）」）

【㉞】 

・ウィンナー・ソーセージ：ウィンナ・ソーセージ Vienna sausage ソーセージの 1種で、羊や

山羊の腸に詰めたもの。オーストリアのウィーンで造り始められたという。略してウィンナ

［和］。【㊹】 

・ウェスターン・ミュジック：ウェスターン・ミュジック （Western-music）の略で、アメリカ

西部地方獨得の音樂のこと。（佘後略）【㉙】 
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・ウェースト・ボール：ウェースト・ボール （waste-ball 英）野球語。つりだま。無駄球。

投手が走者の盗塁を見越して球をプレート外に投ずること。略してウェーストといふ。【㉘】 

・パーマネント・ウェーブ：wave（英）（佘中略）③髪をちぢらすのをいう。波打たせる。パーマ

ネント・ウェーブ（permanent wave）の略。【㊲】 

・ウォーキング・レース：walking raceの略。競歩。【㉞】 

 

エの部 

 

・エア・コンディショナー：エア・コンディショナー air conditioning空気調節：室内の温度・

湿度を調整し空気を清浄する装置。略してエア・コン［和］。【㊹】 

・サービス・エース：サービス・エース service ace球技で、サーブを相手が打ち返せずに得

点となること。略してエース。【㊹】 

・エキスポジション：エキスポジション exposition博覧会、万国博覧会。略してエキスポ［和］。

【㊹】 

・エクスプレッス・トレーン：エクスプレッス・トレーン （express train英）急行列車、略

して「エクスプレッス」ともいふ。【㉘】 

・エコノミー・ラン：エコノミー ラン 〔economy run〕自動車競走の一種。一定の区間を

最小燃料で走った車が優勝。エコラン。【㊺】 

・エバ・ミルク（evaporated milkの略）：エバ・ミルク ［和］濃縮無糖練乳。evaporated 

milkの略。【㊹】 

・サウンド・エフェクト：サウンド・エフェクト （Sound Effect）音響効果。略してエフェク

ト、あるいは SEということもある。（佘後略）【㊶】 

・エレクトロン・メタル：エレクトロン electron 2エレクトロン・メタル（金属）の略。マ

グネシウムを主成分とする超軽合金（焼夷弾に使った）。【㉞】 

・エンジン・ストップ：［和］エンジンが停止してしまうこと。和製語エンジン・ストップの略

（佘後略）。【㊹】 

・エンバイロンメント・アート：エンバイロンメント・アート environment art 環境芸術：

芸術作品の展示において、作品と見る人との交流を目指して独特の環境を作り上げるもの。

単にエンバイロンメント。【㊹】 

・エンジニアリング・プラスチック：エンジニアリング プラスチック 〔engineering plastics〕

耐熱性や強度に優れ、軽量で電気絶縁性をもつプラスチック。自動車・電子機器などに用い

る。エンプラ。【㊺】 

・エンター・プライズ：アメリカの原子力空母、「エンタープライズ」〔英 Enterprise〕の略。

（佘後略）【㊷】 
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オの部 

 

・オートマティック・レヴォルヴァー：（automatic英）自動的の、機械的の、無意識的の。又ピス

トルのこと。引金を引けば装填しただけの彈が自動的に發砲されるからで、「オートマティ

ック・レヴォルヴァー」の略である。【㉘】 

・オートマチック・ピストル：オートマチック 〔automatic〕①自動の、自動式の。②自動拳

銃。オートマチック ピストル（automatic pistol）の略。【㊺】 

・オートメーション：オートメーション automation 自動式機械化（「人工頭脳」を含めてい

う。「オートメ」と略すことがある）オートメ夫人。【㉞】 

・オーケストラ：オーケストラ orchestra管弦楽団。日本では、しばしば管弦楽の意も。略し

てオケ［和］。【㊹】 

・オネスト・ジョン：オネスト・ジョン Honest John アメリカ軍の原子ロケット砲の一種

（「オネ・ジョン」と略すことがある）。【㉞】 

・オプティカル・アート：オプティカル・アート optical art 光学的トリックを取り入れて

イメージを表現しようとする抽象美術。略してオプ・アート。【㊹】 

・オフィス・コンピュータ：オフィス・コンピュータ office computer一般教務処理用の小型

コンピュータ。略してオフィ・コン［和］。【㊹】 

・オフ・リミット：オフ・リミット off limits立ち入り禁止。略してオフ・リミ［和］（佘

後略）。【㊹】 

・オフ・ザ・レコード： of-recoオフ・ザレコード（off the record）の略。発表拒絶の意。

会見、インタヴューなどにおけるニュース、記事を新聞雑誌上に発表するのを差控えてもら

うこと。【㉛】 

・オペレーション：オペレーション operation（中略）②手術。略してオペ［和］（佘後略）。

【㊹】 

・オムニバス・フィルム：オムニバス・フィルム omnibus film１のテーマによって、いくつか

の短篇を組み合わせた映画。略してオムニバス。【㊹】 

・オルグ・ビューロー：オルグ・ビューロー （露）共産黨の中央組織局。その主たる職務は黨

の全國に互る組織的活動の方針を立て、全オルガナイザーを統制する重要な機関である。略

して「オルグ」ともいふ。【㉘】 

・オン・パレード：オン・パレード on parade総出演、勢ぞろい、大進行。略してオン・パ

レ［和］。【㊹】 

 

カの部 

 

・ガス・クロマトグラフィ：ガス・クロマトグラフィ gas chromatography化学用語で、有機化

合物混合体の分析法、微量の有機物検知法。略してガス・クロ［和］。【㊹】 
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・カセット・テープ：カセット・テープ ［和］磁気テープを一定の大きさの小型ケースに収

めた録音テープ。略してカセット。英語では compact cassette。【㊹】 

・ガター・ボール：ガター・ボール gutter ball ボーリングで、球がピンに達する前に両側

の溝に落ちること。スコアを Gで示す。略してガター。【㊹】 

・カット・プレー：カット・プレー cut play野球で、走者の進塁などを警戒するため、野球

の送球を他の選手が途中で捕球すること。単にカットとも。【㊹】 

・カブ・スカウト：カブ・スカウト cub scoutボーイ・スカウトのうち、8～11 歳の幼年団員。

略してカブ。【㊹】 

・カメラ・リハーサル：カメラ・リハーサル camera rehersal テレビ用語。カメリハとも略

していう。セットや舞台装置をして実際にカメラを使って行う下げいこ。【㊳】 

・クロール・カルキ：kalk｟オ｠ （佘中略）2「クロール・カルキ」の略。【㉞】 

・カルチ（cultivator の略）：cultivator（英）の略語。（農）耕機。たがやす機動車。部品

を取り換えていろいろの作業に使える。このために牛馬が不用になった。【㊲】 

・カレー・ライス：カレー・ライス curried rice カレー粉を入れて肉・野菜を煮込んだ汁を

ご飯かけたインド料理。ライス・カレーとも。略してカレー。【㊹】 

・カンパニア（カンパーニュ、カンパーニャ）：佛・伊語の「カンパーニュ」、「カンパーニャ」の

略で、元來は「小戰闘」の意味。日本では左翼用語として、一定の限られた目標のための短

期間の闘争の意味に用いられる。たとえば、基金カンパ、選擧カンパなど。【㉗】 

・カンニング・ペーパー：カンニング （佘中略）カンニング・ペーパー（略して「カンペ」。不

正受験のため小さな紙にノートしたもの）。【㉞】 

 

キの部 

 

・ニュース・キャスター：ニュースキャスター newscaster テレビ・ラジオでニュースを伝え、

解説を加える人。アナウンサーのほか、放送記者・新聞記者などのジャーナリストも務める。

略してキャスター［和］。【㊹】 

・ギャバジン：ギャバジン （佘中略）サージに似た、片面アヤ織りの布地（毛または綿。略

して、ギャバ）【㉞】 

・キャピタル・レター：キャピタル・レター capital letter アルファベットの大文字。略し

てキャップ、キャピタル。【㊹】 

・キャブレター：キャブレター carburetor内燃機関などの気化器。略してキャブ［和］。【㊹】 

・キャフテリア：キャフ（テリア） 自分で運ぶ簡易食堂（略してキャフ。また「カフェテリ

ア」）【㉞】 

・ギャランティ：guaraeギヤランテイ（guaranty）の略、芸能人の出演料の意。一般に報酬の

意にも用いる。【㉛】 

・キャップテン：キャップテン（captain）の略。①取材記者たちを指揮統率する長。②指導
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者。責任者。【㊺】 

・キロメートル：kilo-｟フ｠ （佘中略）「キロメートル」「キログラム」「キロサイクル」「キ

ロワット」「キロリットル」などの略。【㉞】 

・キロサイクル：同上。 

・キロワット：同上。 

・キロリットル：同上。 

 

クの部 

 

・ロック・クライミング：ロック・クライミング rock-climbing岩登り。略してクライミング

［和］。【㊹】 

・クリーンアップ・トリオ：クリーンアップ・トリオ cleanup trio野球で、打順が 3・4・5

番の強打者。略してクリーンアップ。【㊹】 

・クリスタル・ガラス：クリスタル・ガラス crystal glass 成分中に鉛を多く含むガラス。

カット・グラスとして高級ガラス製品や、建築の装飾として用いられる。略してクリスタル。

【㊹】 

・クローク・ルーム：クローク（・ルーム） cloakroom（レストランや劇場などで）オーバー

や身のまわり品をあげるところ。携帯品一時預かり所。【㉞】 

・テーブル・クロース：cloth（佘中略）2「テーブル・クロース」の略。【㉞】 

・クロール・カルキ：クロール 1 Chlor｟ド｠塩素（化学記号 Cl.また「クロール・カルキ」

の略）（佘後略）【㉞】 

・クロスカントリー・レース：クロス・カントリー・レース cross-country-race 断郊競走：

陸上競技で、牧場や森の中・丘陵などを横断して行う競走。単にクロス・カントリーとも。

【㊹】 

 

ケの部 

 

・ケアレス・ミステーク：ケアレス ミステーク 〔careless mistake〕不注意による過ち・

誤り。そそっかしい誤り。ケアレス ミス。【㊺】 

・サブマリン・ゲーブル：サブマリン・ケーブル （submarine cable英）海底電線。單にケー

ブルとも云ふ。【㉘】 

・ケーブル・カー：ケーブル・カーcable car鋼索鉄道（「略して「ケーブル」）。【㉞】 

・ゲバルト：ゲバルト （佘中略）ともは、力・暴力の意味だが、現在では、学生用語として、

学生運動の暴力的な実力行使のことをいう。昭和四二年の羽田闘争以来、ひんぱんに使われ

るようになった。◆略してゲバちわれ、このゲバルトも内ゲバ・外ゲバ・単ゲバといろいろ

ある。【㊶】 
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コの部 

 

・ゴースト・イメージ：ゴースト・イメージ ghost imageたんにゴースト（幽霊）ともいう。

テレビ受像面にあらわれる映像体に添った蔭のように黒または白にでる無用の像。テレビ

局から出る電波が、受像機のあいだに電波障害があって、電波が二重三重にずれるとき現れ

る現象。【㉛】 

・ローラー・コースター：ローラー・コースター roller coaster急な坂のある環状レールを

走ってスリルを味わわせる娯楽設備（略して「コースター」、また「ジェット・コースター」）。

【㉞】 

・コースター・ブレーキ：コースター coaster-brake の略。自転車の速度調整器。【㉞】 

・コーポラス：コーポラス ［和］（佘中略）共同組合住宅、コープ住宅。コーペラティブ・

ハウスとも。略してコーポ。【㊹】 

・ゴールド・パーマ：コールド・パーマ ［和］熱を使わず、薬品だけで処理するパーマ。略

してコールド。英語では cold wave。【㊹】 

・アイスクリーム・コーン：cone 1 アイスクリームを入れるウエーファー製の、底のとがったカ

ップ（「アイスクリーム・コーン」の略）。【㉞】 

・コジェネレーション：コジェネレーション 〔co-generation〕熱電併給。熱併給発電。ガス

や石油を用いて発電し、その排熱を利用して給湯・空調などへの熱も供給する方式。一つの

エネルギー源から電気と熱など二つ以上のエネルギーをとって利用する。コジェネ。【㊺】 

・コネクション：コネクション connection近づき因縁、結合、関係、縁故等の意で、コネク

ションをつけるのは利益のためか、男女間なら恋愛へも発展する。略称コネ。【㉛】 

・コマーシャル・メッセージ：commercial「商業」とか、「商売に関する」の意です。民間放送で、

番組の始めや、中途にはさむ、スポンサーの商品広告を「コマーシャル」といっているが、

これは、コマーシャル・メッセージ（commercial message）（C・Mと略す）の略したもの。

【㊱】 

・コマーシャル・ソング：ラジオ、テレビで流す広告宣伝用の歌を「コーマシャル・ソング」〔和

Commercial song〕、略して「コマ・ソン」ともいう（佘後略）。【㊷】 

・コミック・オペラ：コミック comic（英）（中略）②コミック・オペラの略。―オペラ（-opera）

（劇）喜歌劇。歌曲のほかにせりふと軽い音楽を奏する歌劇。対語はグランド・オペラ。【㊲】 

・コロニアル・スタイル：コロニアル 〔colonial〕（佘中略）③□建米国開拓時代の建築様式。

コロニアル スタイル（colonial style）の略。【㊺】 

・コンタクト・レンズ：コンタクト・レンズ contact lens接眼眼鏡：眼球に密着させるレン

ズ。略してコンタクト。【㊹】 

・コンティニュイティ：コンティニュテイ continuityコンテとも略称し、シナリオから直ちに

撮影できるように書きかえた撮影演出台本。（佘後略）【㉛】 

・バース・コントロール：（control英）管理、統制、統御。（中略）又一般にバース・コントロ
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ール（産児制限）の略語として使用する。【㉘】 

・コンパートメント：（compart英）コンパートメントの略で、汽車やカフェーなどで區別され

た獨立の席。【㉘】 

・コンパチブル：コンパチブル 〔compatible〕①両立できる。両立式の。矛盾のない。②□算

交換性のある。コンパチ。【㊺】 

・シッピング・コンファレンス：〔conference〕（佘中略）④海上運賃同盟。シッピング コンフ

ァレンス（shipping conference）の略。【㊺】 

・コンペティション：コンペティション competition（佘中略）③ゴルフの競技会。略してコ

ンペ［和］。【㊹】 

・コンポーネント・ステレオ：コンポーネント・ステレオ component stereo音響製品を自由に組

み合わせて構成したステレオ装置。略してコンポ［和］。【㊹】 

・コンポーネント：combo（米）combinationの略。小編成のジャズ楽団のこと。四五人のこと

が多く即興演奏を中心とする。【㉝】 

・コンフィデンス・マン：コンフィデンス・マン confidence man 信用詐欺師。略してコン・

マン。【㊹】 

 

サの部 

 

・サーキット・ドライヴ：サーキット・ドライヴ circult drive（英）（野球用語）ホームラン

のこと。單にサーキット（佘中略）ともいう。【㉙】 

・サイケデリック：Psychedelic 幻覚的、精神覚乱状態をいう。略してサイケともいう（佘後

略）。【㊴】 

・サウンド・トラック：sound track（英）の略（佘中略）サウンド・トラック（sound track）

（映）フィルムの音を録音してある部分。録音帯。【㊲】 

・サステイニング・プログラム：sus-pro.サステイニング・プログラム（sustaining program）の

略で、放送会社自身の経費負担で、広告主に売らない番組、ニュースや公共性の番組が多い。

【㉛】 

・サドマゾヒズム：サドマゾヒズム sadomasochism加虐被虐性愛。略してサドマゾ［和］、SM。

【㊹】 

・サブ・コントラクター：サブコントラクター 〔subcontractor〕下請け業者。サブコン。【㊺】 

・サボタージュ：フランス語のサボ（木靴）から出た言葉で、日本語では「怠業」の意味に用

いられているが、外國でサボタージュといえば、勞働争議にあつては機械や鐡道などの破壊

行爲をさし、暴力行爲の伴つた惡質のものとされている。「サボ」はサボタージュの略で、

戰後、生産サボ、事務サボ、等の新語を生んだが、サボタージュという語が外國では慣用的

に右の意味に用いられているため、誤解を招きやすい。【㉗】 

・サラ・プレット：競馬用語で「サラプレット」の略。英語の thoroughbredのなまつた發音で、
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元來の意味は「まじりのない純粹種の動物」であるが、アラビヤ馬を英國に輸入し永年かゝ

つて改良した純粹種をいう。【㉗】 

・サンタ・クロース：サンタ・クロース Santa Clausクリスマス・イブの夜、子供たちに贈り

物を配るという老人。赤い服を身にまとい、白いひげをはやし、トナカイのそりに乗ってく

るという。略してサンタ。【㊹】 

 

シの部 

 

・ジーン・パンツ：ジーン・パンツ （Jean Pants）ともは、デニムで作った作業ズボンのこ

とをいい、ジーパン（Gパン）と俗称する（佘後略）。【㊶】 

・シームレス・ストッキング：シームレス 〔seamless〕□服縫い目の線のない靴下。シームレス 

ストッキング（seamless stockings）の略。【㊺】 

・シェパード（shepherd dog の略）：shepherd dogの略。番犬の一種（佘後略）。【㉞】 

・ジェット・エンジン：ジェット・エンジン jet engine 圧縮した空気の中で燃料を燃焼させ、

そのガスを高速で噴出させて推進力を得るエンジン。単にジェットとも。【㊹】 

・ジェット・プレーン：ジェット・プレーン jet plane ジェット機：ジェット・エンジンを推

進力とする飛行機。単にジェットとも。【㊹】 

・シネ（cinecameraの略）：cinecameraの略。小型の映画撮影機（佘後略）【㉞】 

・シネマ・スコープ：シネマスコープ cinemascope シネマより簡単な方式の立体映画（普通

の 2 倍半の大きさの弓型の映写幕と、特殊レンズの映写機を用いる。1953、アメリカで発

表、略して「シネスコ」）。【㉞】 

・シャープ・ペンシル：シャープ・ペンシル ［和］万年筆のような軸から、芯（しん）を少

しずつ出して使う筆記用具。略してシャープ、シャーペン。英語は automatic pencil、

mechanical pencil、propelling pencilなど。【㊹】 

・シャープ・ペンシル：（佘前略）3「シャープ・ペンシル」の略。【㉞】 

・ジャイロコンパス：ジャイロコンパス gyrocompass 回転羅針儀の 1 種で、ジャイロスコー

プを利用したもの。略してジャイロ。【㊹】 

・ジャイロスコープ：ジャイロスコープ gyroscope 上下対称のこまを 3 つの円輪で支え、自

由に回転軸を回転させられるようにした装置。略してジャイロ（佘後略）。【㊹】 

・ジャパニーズ・イングリッシュ：ジャパニーズ・イングリッシュ Japanese English日本式英

語、和製英語：表現法が日本式で、英語として通用しない英語、または英語の材料を用いて

造語した正統の英語にない英語（例：ナイター、エアシュート）。略してジャパリッシュ［和］。

【㊹】 

・シュールレアリスム：シュールレアリスム ［仏］surréalisme 超現実主義：第 1次世界大戦

後、フランスを中心に起こった前衛芸術運動。略してシュール［和］。【㊹】 

・シュラフ・ザック：シュラフザック［独］Schlafsack 寝袋。略してシュラフ［和］。【㊹】 
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・ジュラルミン：ジュラルミン duraluminアルミニウムに銅・マグネシウム・マンガン等を

加えた合金（略して「ジュラ」）【㉞】 

・ショルダー・バッグ：〔shoulder〕（佘中略）③肩から掛けるかばん。ショルダー バッグ

（shoulder bag）の略。【㊺】 

・シルリング：シルリング shillingイギリスの銀貨（1ポンドの 20分の 1．また「シルリン

グ」、略して「シル」）【㉞】 

・ジムナジューム：ジムナジューム（gymnasium）の略で、体育館、体操学校のこと。主に拳闘

試合場・練習場の意に使われる。【㉛】 

・シンクロナイズ：シンクロナイズ（synchronize）の略。寫眞用語では、距離計とレンズが

同時にうごく装置、あるいは、閃光電球とシャッターとが同時に働く装置のこと。連動と譯

されている。映畫では、無聲寫眞の口の動きに合せて、發聲をつけること。語原は、シン（等

しい）と時（クロノス）とを合せた言葉で、時を合せること。皆の時計を合せることにも使

う。【㉙】 

・シンポジウム：シンポジウム symposium 特定の問題について、参加者全員で行う議論会。

略してシンポ［和］。【㊹】 

 

スの部 

 

・スーパー・ヘテロダイン：スーパーヘテロダイン superheterodyne高周波を利用して分離をよ

くし、感度や音質もよい高級受信機（略して「スーパー」）。【㉞】 

・スーパー・インポーズ：スーパーインポーズ superimpose 映画の画面に字幕を焼きかさねる

こと。また、焼きかさね字幕（略して「スーパー」）。【㉞】 

・スーパー・マーケット：（Super）（佘中略）最近では、ほとんど、スーパー・マーケットを指し、

売場に店員がいないで、客が自由に商品を選んで、出口で計算する仕組の店のことである。

またスーパー・インポーズの略称でもあり、この場合は、映画の画面に説明・文字を重ねる

ことである。【㊶】 

・ズーム・レンズ：ズーム レンズ〔zoom lens〕（佘中略）可変焦点距離レンズ。焦点距離変

えられるレンズ。レンズの操作で、被写体に急に近づいたり離れたりする効果を出すことが

できる。ズーム。【㊺】 

・スウィッチ・バッティング：switch 野球用語。スウィッチ・バッティング（switch batting）

の略で、左右どちらの打席でも打つこと。【㉛】 

・スキゾフレニア：スキゾフレニア schizophrenia精神分裂病。略してスキゾ［和］。スキゾ

フレニーとも。【㊹】 

・スクイズ・プレー：スクイズ・プレー squeeze play 野球で、打者がバントをして走者を生

還させるプレー。単にスクイズとも。【㊹】 

・スクラッチ・ノイズ：スクラッチ・ノイズ scratch noise 針音：レコードと針の摩擦によ
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る雑音。略してスクラッチ。【㊹】 

・スクラッチ・レース：スクラッチ（・レース） scratch（race）（ハンディキャップなしの）

対等競技。【㉞】 

・スケート・ボート：スケートボード skateboard長方形の板の下に車輪が付き、その上に乗

って遊ぶ道具。略してスケボー［和］。【㊹】 

・スコッチ・ウィスキー：1 Scotch whisky の略。スコットランド産のウィスキー。2 Scotch 

tweed の略。スコットランド産のかたい毛織物（ただ tweed ともいう。「ツイード」）。【㉞】 

・スコッチ・ツイード：同上。 

・スタジオ：スタジオ studio①ラジオやテレビの放送室。略してスタ［和］（佘後略）。【㊹】 

・スタジアム・ジャンパー：スタジアム・ジャンパー stadium jumper 野球やアメリカン・フ

ットボールの選手たちがグラウンドで着る防寒用ジャンパー。略してスタ・ジャン［和］。

【㊹】 

・スターティング・メンバー：スターティング メンバー 〔starting member〕□競先発メンバー。

試合の最初に出場する選手。スタメン。【㊺】 

・ステーション・ブレーク：ステーション ブレーク 〔station break〕□放一つの番組から次の

番組へ移るときの短い切れ目の時間。この間に局名表示や短いコマーシャルを入れたりす

る。ステブレ。【㊺】 

・ステンレス・ステール：stainless ステンレス・ステール（steel）のこと。言葉の意味はス

テイン（汚れ）がつかぬ、サビない鋼の意。（佘後略）【㉛】 

・ステンシル・ペーパー：〔stencil〕（佘中略）②謄写版の原紙。タイプ印刷用の原紙。ステン

シル ペーパー（stencil paper）の略。【㊺】 

・ストプト・マイシン：ストレプトマイシン streptobarricin（米）（医）ペニシリンに次ぐ

抗生物質で、1944年、米国のワクスマン博士の発見。ペニシリンのきかないチフス、赤痢、

結核などに有効。ストマイと邦略する。【㊲】 

・ストライキ：「ストライキ」の略（佘後略）。【㉞】 

・ストリップ・ショー：（佘前略）②ストリップ・ショーの略称。（中略）―ショー（-show）舞

台上で、音楽のリズムに合せて踊りながら、次々に衣裳をぬいで裸身になる見世物。【㊲】 

・スナック・パー：「スナック」〔英 Snack〕は急ぎの軽い食事、という意味。カウンターで酒

類や軽食を提供する食堂は「スナック・バー」で、これを略して「スナック」という。【㊷】 

・スパイク・シューズ：spike（中略）2 spiked shoesの略。野球や競技用のクギ底グツ。【㉞】 

・スピード・グラフィック：スピード・グラフィック （speed graphic）の略称。アメリカのグ

ラフレック社製のカメラで新聞社のカメラマンがよく使っている。万能カメラで親切な付

属品がいろいろついていて特徴も多いが、操作が繁雑なのと重いのが欠点。【㉝】 

・ステーブル・ファイバー：ステーブル・ファイバー （staple-fiber英）人造羊毛。人繊等と譯

す。世界大戰後衣服資料に缺乏したドイツで發達したもので、原料はパルプを用ひ、製法も

殆ど人造絹絲と同様である。羊毛・絹紡絲・綿花との混紡も自由で、特殊の織物が造られる。
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耐水性弱く、絡合彈力に乏しいことが缺點であるが、價格は羊毛の四分の一ほど廉價である。

略してス・フといふ。【㉘】 

・スプリング・コート：spring（佘中略）2春（秋）用の軽いオーバー（spring coat の略）。

【㉞】 

・スペシャル：スペシャルの日本的略語。特製品の意。【㉘】 

・スポット・アナウンスメント：スポット・アナウンスメント spot announcement 略してスポッ

トという。短い文句の宣伝放送。ふつうは番組と番組の間の十秒か二十秒間を利用して広告

放送などをおりこむ。また映画館や劇場での休憩時間を利用してこの種の広告放送をもい

う。【㊳】 

・スポット・コマーシャル：ラジオ、テレビで、番組の間にはさむ短い「CM」。「スポット・コマー

シャル」〔英 Spot commercial〕の一番短いのは五秒間である。略して「スポット」ともい

い、「五秒スポット」は昭和三十六年から盛んになった（佘後略）。【㊷】 

・スポット・ライト：スポット・ライト spot-light（英）芝居などで舞臺の一部分だけを特

に明るくする照明。昔の「つらあかり」。單にスポットともいう。（佘後略）【㉙】 

・スポンジ・ボール：sponge（佘中略）3（「スポンジ・ボール」の略）かたいゴムマリ。【㉞】 

・アイス・スマック：アイス・スマック ［和］薄いチョコレートでおおわれたアイス・クリ

ーム。ice（氷）と smack（風味）から。略してスマック。【㊹】 

・スモーキング・ジャケット：〔smoking〕①喫煙。②（佘中略）タキシードのこと。スモーキン

グ ジャケット（smoking jacket）の略。【㊺】 

・スロー・モーション：スロー・モーション slow-motion 1（高速度撮影による画面の）の

ろい動き。2（老人や役人などの動作が）のろくて退屈なこと（略して「スロ・モー」）。【㉞】 

 

セの部 

 

・セコンダリー・グライダー：secondary gliderの略。訓練用の中級グライダー。【㉞】 

・ゼネラル・コントラクター：ゼネラル・コントラクター general contractor大手の総合建設

業者。略してゼネ・コン［和］。【㊹】 

・ゼミナール：「ゼミナール」の略。【㉞】 

・セミ・プロフェッショナル：（semi-pro英）「セミ・プロフェッショナル」の略。半職業野球チ

ーム。又は選手。【㉘】 

・セントラル・リーグ：セントラル・リーグ （Central League）わが国のプロ野球リーグの

一つで、略してセ・リーグという（佘後略）。【㊶】 

 

ソの部 

 

・ソフト・アイスクリーム：（佘前略）2 soft hat｟米｠の略。フェルト製のやわらかい中折れ帽



- 191 - 

 

子 3「ソフト・アイスクリーム」の略。【㉞】 

・ソフト・ウェア：ソフトウェア software（佘中略）②さまざまな機器の利用の技術・考え

方。略してソフト［和］（佘後略）。【㊹】 

 

タの部 

 

・ターボ・チャージャー：ターボ チャージャー 〔turbo charger〕→ターボ。ターボ〔turbo〕

排気圧でタービンを回して空気の吸入量を増やし、エンジンの出力を大きくする装置。ター

ボ チャージャー。【㊺】 

・ダイニング・ルーム：ダイニング・ルーム dining room 食堂。略してダイニング［和］。【㊹】 

・タイプ・ライター：typewriter（英）の略。タイプライター印字機。【㉙】 

・タイムリー・ヒット：タイムリー・ヒット timely hit 野球で適時安打、得点をあげた安打。

略してタイムリー［和］。【㊹】 

・タグ・ボート：タグボート tugboat引き船：他船を引いて行く船。略してタグ。【㊹】 

・ダスター・コート：ダスター・コート duster coatダスターと略すこともある。ダスト・コ

ート（ホコリよけコート）のアメリカ風な呼び方。（佘後略）【㉛】 

・ダダイズム：ダダイズム Dadaism；｟フ｠dadaisme 第 1 次大戦後の 1916 年、スイスに起

こった芸術上の虚無主義（「未来派」の極端で、のちに「超現実派」になった、略して「ダ

ダ」）【㉞】 

・ダッチ・アカウント：ダッチ アカウント 〔和 Dutch account〕割り勘。ダッチ。【㊺】 

・タップ・ダンス：tap（佘中略）3「タップ・ダンス」の略。タップ・ダンス tap dance 金具

底のクツで、バタバタと音をたてて調子をとるダンス。【㉞】 

・ダブル・ブレスト：double（佘中略）3「ダブル・ブレスト」の略。両前の洋服。【㉞】 

・ダンプ・カー：ダンプ・カー ［和］車体後方の荷台を傾け、積載物を下ろすことができる

トラック。英語では dump truck。略してダンプ。【㊹】 

 

チの部 

 

・チーク・ダンス：チーク・ダンス ［和］男女がほおをすり寄せて踊るダンス。略してチー

ク。【㊹】 

・チェーン・ストア：チェーン・ストア chain store連鎖店：1つの資本の中央所有・中央統

制のもとにある多数の小売店舗組織。略してチェーン。【㊹】 

・チョコレート：チョコレート chocolate 1カカオの実をいって粉にし、牛乳・バター・砂糖・

香料をまぜた洋菓子（略して「チョコ」）（佘後略）【㉞】 
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ツの部 

 

・ツイン・ベッド：ツイン・ベッド twin bed対になった同型のシングルベッド。略してツイ

ン。【㊹】 

・ツイン・ルーム：ツイン・ルーム twin room ツイン・ベッドを備えたホテルなどの 2人部

屋。略してツイン［和］。【㊹】 

・ツーリスト・ビューロー：（佘前略）「ツーリスト・ビューロー」の略。ツーリスト・ビューロ

ーtourist bureau旅行案内所。交通公社。【㉞】 

 

テの部 

 

・ディーゼル・エンジン：ディーゼル・エンジン Diesel engine重油を燃料とする内燃機関。

発明者の名から。略してディーゼル。【㊹】 

・ディス・インテリゲンチャ：dia-intelligentsia の略。学歴はあっても、インテリらしい知

性のない人をいう。和製英語。【㊲】 

・ディスコテーク：ディスコテーク discotheque（＜［仏］discotheque）「レコード入れ」の

意）レコード演奏により、ロック系のダンスを楽しませるホール。略してディスコ。【㊹】 

・ストップ・テール・ライト：ストップ・テール・ライト （stop-tail-light 英）自動車の後に

ある停車信號燈。略して「テール」といふ。【㉘】 

・ディフェンス・コンディション：ディフェンス コンディション 〔defense condition〕□軍米

軍の国防緊急警戒体制。デフコン。【㊺】 

・テキスト・ブック：テキストブック textbook 教科書、教本。略してテキスト［和］。【㊹】 

・ロープ・デコルテ：ローブ・デコルテ ［仏］robe décolletée えりぐりを大きくし、背や胸

をあらわにした正装用イブニング・ドレス。略してデコルテ［和］。【㊹】 

・クレープ・デシン：クレープ・デシン crepe de Chine フランスちりめん（略して「デシン」。

その項をみよ）【㉞】 

・ラジオ・テスター：tester（英）（佘中略）②（電）試験器。ラジオ・テスターの略。ラジオ

受信機など電気器具用の小型電流電圧計。【㊲】 

・テープ・デッキ：テープ・デッキ tape deck増幅器とスピーカーのない簡易録音再生装置。

略してデッキ。【㊹】 

・デノミネーション：デノミネーション Denomination 昭和四十二年五月、財界の調査機関、

日本経済調査協議会の「円の国際的地位について」の提言がきっかけで、円のデノミ（デノ

ミネーション、呼称単位の変更）論議の波紋が広がってきた（佘後略）。【㊴】 

・デュープリケート：デュープリケート duplicate複写、複製物。略してデュープ。【㊹】 

・デフレーション：デフレーションの略。通貨収縮を意味する。（佘後略）【㉗】 

・デ・ポ（delivery post の略）：delivery postの略。（デパートなどが各地に設けた）配
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達所。【㉞】 

・デモンストレーション・テープ：デモンストレーション テープ （demonstration tape）の略。

□音音見本用などでつくる録音テープ。【㊺】 

・テレホン・カード：テレホン カード 〔和 telephone card〕公衆電話で使う代金先払いの

通話用の磁気カード。テレカ。【㊺】 

・テレビジョン・ブロードキャスト：telecast テレビ放送。テレビジョン・ブロードキャスト

（television broadcast）の略。【㉛】 

・テレビジョン：テレビ（ジョン） 遠隔（tele）幻像（vision）の意。①実景を声音と共に

電波で遠方に放送すること。②テレビ受像器。【㊲】 

・テレビジョン・コンティニュイティ：television continuityの略。テレビ放送台本。【㉞】 

・テレホン・ラブ：「テレホン・ラブ」のことです。【㊱】 

・ジステンパー：distemper（英）ジステンパーの邦略語。ジステンパーdistemper（英）①不

機嫌。②（医）幼犬の急性伝染病。俗に犬のはしかといわれるもの。死亡率が高い。【㊲】 

 

トの部 

 

・トイレット・ペーパー：トイレット・ペーパーのこと。【㊱】 

・トイレット：トイレット toilet 1便所。手洗い所（略して「トイレ」）2化粧室（本来の

意味）【㉞】 

・トイレット・ルーム：（toilet英）「トイレット・ルーム」の略。化粧室、便所。【㉘】 

・トーキー・ピクチュア：（米）（映）talking pictureの省略語。発声映画。サイレント（無声

映画）に対する造語。録音にはディスク式とフィルム式があり、現在は後者の方式。【㊲】 

・ヘア・トニック：tonic（佘中略）2「ヘア・トニック」の略。【㉞】 

・ドライ・クリーニング：dry（佘中略）2「ドライ・クリーニング」の略。ドライ・クリーニング

dry cleaning西洋センタク（水を使わずにガソリンできれいにする）。【㉞】 

・ヘア・ドライヤー：「ヘア・ドライヤー」〔英 Hair dryer〕の略。頭髪用の電気乾燥機で、髪

形を整えるために用いる。（佘後略）【㊷】 

・ドライヴ・ウェー：（drive英）（佘中略）「ドライヴ・ウェー」の略。ドライヴ・ウェー（drive 

way英）車道。歩道は「サイド・ウォーク」。【㉘】 

・ドライビング・コンテスト：ドライビング コンテスト 〔和 driving contest〕□競（ゴルフ）

長打を競う競技。ドラコン。【㊺】 

・トランク・ルーム：トランク・ルーム trunk room①家財道具倉庫。②自動車後部にある荷

物入れ。略してトランク。【㊹】 

・トランジスタ・ラジオ：トランジスタ・ラジオ transistor radio真空管の代わりにトラン

ジスタを使ったラジオ。略してトランジスタ。【㊹】 

・トランスフオーマー：「トランスフオーマー」の略で、電氣の變壓器のこと。【㉗】 
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・トリップル・ヒット：triple（英）（野球用語）三塁打のこと。トリップル・ヒットを略して

いう。（佘後略）【㉙】 

・トレーニング・パンツ：トレーニング・パンツ training pants（佘中略）②［和］スポーツ

練習時にはく、足首までの長いパンツ。略してトレ・パン［和］。英語ではこれに近いもの

は sweat pants。【㊹】 

・ドレス・メーキング：ドレスメーキング （dress-making）の略。「婦人洋服仕立て」のこと。

洋裁店をドレメ屋ともいう。【㉙】 

・フォックス・トロット：trot 1（ダンスの）「フオックス・トロット」の略。【㉞】 

 

ナの部 

 

・テーブル・ナイフ：テーブル・ナイフ table knife 洋食用のナイフ（略して「ナイフ」）。【㉞】 

・ナックル・ボール：ナックル・ボール knuckle ball 野球で、指先を球表面に立てて投げ、

打者手前で急激に落下する投球。略してナックル［和］。【㊹】 

・ナンバー・プレート：ナンバー・プレート number plate自動車の登録番号などを記した金

属板。略してナンバー［和］。【㊹】 

・ナンバリング・マシン：ナンバリング・マシ ン numbering machine番号印字器。略してナ

ンバリング［和］。【㊹】 

 

ニの部 

 

・ニュー・トラディショナル：ニュー・トラディショナル new traditional伝統的な良いもの

に、新感覚を加味したファッション志向。またその着こなし。略してニュー・トラ［和］。

【㊹】 

 

ヌの部 

 

・アール・ヌーボー：アール・ヌーボー ［仏］art nouveau（「新芸術」の意）20 世紀初めに、

フランスで広まった芸術様式。美術・工芸・建築などに用いられ、流れるような曲線形式の

特徴。略してヌーボー［和］。【㊹】 

 

ネの部 

 

・ネオン・サイン：Neon（中略）2「ネオン・サイン」の略。【㉞】 

・ネゴシエーション：ネゴシエーション 〔negotiation〕交渉。折撃。ネゴ。【㊺】 

・ネック・ライン：neck（佘中略）2エリの線。エリぐり。（neck-lineの略）（佘後略）。【㉞】 
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・ボルト・ネック：ボルトネック bottleneck①びんの首。②隘路（あいろ）。略してネック［和］。

【㊹】 

・ネット・ワーク：ネットワーク network①網状の仕組み、組織。②放送網。略してネット［和］。

③電気回路で、回線網。【㊹】 

 

ノの部 

 

・ノー・クラッチ：ノー・クラッチ ［和］ギア入れ替え不要の自動変速装置。またその車。

略してノー・クラ。【㊹】 

・ノー・ネクタイ：「ノー・ネクタイ」の略。（佘後略）【㉘】 

・ノー・ブレックファースト：（佘前略）これは「ノー・ブレックファースト」（no breakfast）

つまり、朝食を抜いたということになる。【㊱】 

・ノー・ブラジャー：ブラジャーをしないこと。アメリカでノーブラ運動がおこり、日本でも

ある程度ひろがっている。【㊵】 

・ノン・プロフェッショナル：non-proノン・プロフェッショナル（non-professional）の略で素

人の・非職業的という意味。（佘後略）【㉛】 

・ノン・ポリティカル：ノン・ポリティカル （nonpolitical）の略で、非政治的という意味。

政治に関心をもたない人をいう。【㊵】 

 

ハの部 

 

・バーゲン・セール：バーゲン・セール bargain sale 大安売り、見切り品販売。略してバー

ゲン［和］。【㊹】 

・パースペクチブ： perspectiveの略。透視図。（建築の）姿図。（舞台装置の）見取り図（佘

後略）【㉞】 

・パースペクティブ・ドローイング：パースペクティブ ドローイング （perspective drawing）の

略。透視図。【㊺】 

・バー・テンダー：「バー・テンダー」（bar-tender）の略。バーやカフェーの支配人。【㉘】 

・ハード・ウェア：ハードウェア hardware（元来「金物」の意から）コンピュータ・システ

ムを構成する機器・装置の総称。略してハード［和］。【㊹】 

・パート・タイム：（佘前略）「パート・タイム」〔英 Part time〕の希望者は主婦に多く、これ

を「パート・タイマー」〔英 Part timer〕という。略して「パート」。【㊷】 

・パーマネント・ウェーブ：パーマネント・ウェーヴ permanent wave 薬品と電気で縮らせた婦

人の髪（「永久的な波型」の意味。略して「パーマネント」または「パーマ」）。【㉞】 

・パーマネント・ウェーブ：同上。 

・ハイ・オクタン：ハイ・オクタン high-octane（ガソリンなどが）オクタン可価が高い。
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略してハイ・オク［和］。【㊹】 

・ハイ・テクノロジー：ハイ・テクノロジー high technology マイクロエレクトロニクス、

バイオテクノロジーなどの先端・高度技術。略してハイ・テク。【㊹】 

・アルバイト：アルバイト（Arbeit）の略。戰後風俗で、學生の内職のこと。（佘後略）【㉙】 

・ハイドロキノン：hydro- 1「水の」「水素の」を意味する接頭語。2 ハイドロキノン

（hydroquinone、写真現象薬）の略称。3「ハイドロサルファイト」の略。【㉞】 

・ハイドロリック：ハイドロリック（hydraulic）の略。水圧・油圧を利用した。水圧または

油圧式の。【㊺】 

・パイロ（pyrogallolの略）：pyro（pyrogallol の略）焦性没食子酸（写真現象薬）。【㉞】 

・ハイヤー・カー：hired car の略。借り切りの自動車。【㉞】 

・アトミック・パイル：〔pile〕（佘中略）③原子炉。アトミック パイル（atomic pile）の略。

【㊺】 

・ベーキング・パウダー：powder（英）（佘中略）③ベーキング・パウダーの略。ふくらし粉。【㊲】 

・バスケット・ボール：（佘前略）2バスケット・ボールの略。【㉞】 

・バスター・バント：バスター 〔buster〕①□競（野球）打者がバントの構えを見せてから強

打すること。バスター バントの略。（佘後略）。【㊺】 

・パーソナル・コンピュータ：パーソナル・コンピュータ personal computer企業内での個人利

用や家庭内での利用を目的とした小型コンピュータ。略してパソ・コン［和］。【㊹】 

・パチンコ・ゲーム：パチンコ・ゲームの略。（㉙） 

・バック・ストローク：バックストローク backstroke 背泳。略してバック［和］。【㊹】 

・バック・ハンド：バックハンド backhandテニスや卓球で、利き腕の反対側にきた球をラケ

ットを返して打つこと、また、その打法。略してバック［和］（佘後略）【㊹】 

・パート・タイム：パート・タイム part-time非常勤。時間勤務。定時制。（略して「パト・

タイ」―「フル・タイム」full-timeの対語）。【㉞】 

・パートロール・カー：パトロール patrol（警官の）巡回。パトロール・カー（超短波無電

をそなえた防犯巡回車。略して、パト・カー）。【㉞】 

・パナマ・ハット：パナマ・ハット Panama hatパナマ帽：パナマ草で編んで作った帽子。略し

てパナマ。【㊹】 

・パシフィック・リーグ：パシフィック・リーグ Pacific League日本プロ野球リーグの一つ

で、これに所属するのは毎日・南海・西鉄・東映・近鉄・阪急・大映・高橋の七球団。パ・

リーグと略す。【㉛】 

・バリケード・ストライキ：バリケード・ストライキの略で、ストライキの内外からゆさぶりを

防ぐためにバリケードを築き、ストにはいること（佘後略）。【㊶】 

・バレー・ボール：（佘前略）2「バレーボール」の略。【㉞】 

・キャラバン：van有蓋貨物自動車。caravanの略。【㊹】 

・パンク・ロック：パンク 〔punk〕（佘中略）②→パンク ロック。パンク ロック〔punk rock〕



- 197 - 

 

（佘中略）社会へ反抗心を激しい調子で表現したロック音楽。1970 年代後半に英米で起こ

った。【㊺】 

・パンクロマチック・フィルム：パンクロマチック・フィルム panchromatic film 全整色フィル

ム：すべての可視光に感じる性質をもつフィルム。略してパンクロ［和］。【㊹】 

・アドバンス：アドバンス（advance）の略。①前払い。前金。手付け金金。②前借り。【㊺】 

・ハンデイキャップ：「ハンデイキャップ」の略。競馬用語で、強い馬に適度の重荷をつけ、力

の均衡を圖ることから轉じ、強いものに適度の負擔を負はせ、或は弱いものゝ負擔を輕くし

て力の差を無くする手段をいう。【㉗】 

・パント・キック：パント 〔punt〕（佘中略）ラグビーなどで、球を手から落として地面に着

かないうちにけること。パント キック（punt kick）の略。【㊺】 

・ハンド・プレス：ハンド・プレス hand-press（英）小型印刷機。エッチング用や名刺印刷

の手引活版機械のようなものを總稱していう。略してハンドともいう。【㉙】 

・パンティ・ストッキング：婦人用下着の一種。（佘中略）「パンティーストッキング」を略称「パ

ン・スト」ともいう（佘後略）。【㊷】 

・パンパン・ガール： pan pan 街頭売春婦パンパン・ガールの略称。終戦直後の日本的新造語

だが、アメリカではハイスクールのフット・ボールの対校試合での女応援団長を古くから、

パンパン・ガールと呼ぶことがある。むろん日本的意味とは別である。【㉛】 

 

ヒの部 

 

・ビキニ・スタイル：ビキニ スタイル 〔bikini style〕□服ブラジャーと短いパンティーの水

着スタイル。ビキニ。【㊺】 

・ピケット・ライン：ピケット 英語で「哨兵」の意味で、通常勞働争議のとき罷業破りが職

場に入るのを防ぐため、争議團が職場の周圍をかためる監視隊をいう。この監視隊がかため

た線をピケット・ライン（略してピケ・ライン）とよぶ。【㉗】 

・ヒステリー：ヒステリー Hysterie｟ド｠発作的に精神機能の錯乱する症状（略して「ヒス」）

【㉞】 

・ヒステリー・ノイズ：ヒステリシス・ノイズ hysteresis noise 磁気録音テープに一定の強

さで連続して出るサーという雑音。略してヒス・ノイズ［和］。【㊹】 

・ビューティー：ビューティー （beauty英）美、美麗、美人。略してビュー。【㉘】 

・ツリースト・ビューロー：bureau（佘中略）「ツーリスト・ビューロー」の略。【㉞】 

・ヒドラジッド：ヒドラジッド hydrazide結核治療薬の名（略して「ヒドラ」）。【㉞】 

・ヒヨス（hyoscyamusの略）：hyoscyamus｟ラ｠の略。ナス科の毒草（葉から鎮痛薬をつく

る）【㉞】 

・ピント：ピントの邦略語。（用例）ピンぼけ。【㊲】 
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フの部 

 

・フォア・ハンド forehand テニスや卓球で、ラケットを持つ手の側で球を打つこと。略し

てフォア。【㊹】 

・ファウル・ボール：（佘前略）③（野球）ファウル・ボールの略。ファウル・ラインの外へ出

た野球。【㊲】 

・ファミリー・コンピューター：ファミリー コンピューター 〔Family Computer〕テレビ ゲ

ーム用のコンピューター。1982 年に任天堂が開発・発表した。商標名。ファミコン。【㊺】 

・ファンデーション・ガーメント：foundation昔は洋服を作るのに基礎となった下着のことだっ

たが、のちにスリップがこれに代った。ファンデーション・ガーメントの略語で、コルセッ

ト、コースレット、ガードルなど婦人の容姿をととのえる肌着のこと。【㊳】 

・フィギュア・スケーティング：フィギュア・スケーティング figure skating 氷の上に正確な

図形を描いてすべるスケート（「スピート・スケーティング」の対語。略して「フィギュア」）。

【㉞】 

・フィギュア・ダンス：フィギュア・ダンス figure dance複雑なポーズや回転を主とするダ

ンス（略して「フィギュア」）。【㉞】 

・スウィミング・プール：（swimming英）水泳。「スウィミング・プール」は水泳場。略してプー

ル。【㉘】 

・フェア・ボール：フェア・ボール fair ball野球で、打球でファウルにならないもの。略し

てフェア。（佘後略）【㊹】 

・フェリー・ボート：フェリーボート ferryboat 渡し船、連絡船。略してフェリー（佘後

略）。【㊹】 

・フォーク・ソング：フォーク・ソング folk song アメリカが起源の民謡調の歌。略してフ

ォーク。【㊹】 

・ブルガーニン・ライン：ブルガーニン・ライン ブ・ラインともいい、さけ、ます漁業につい

て三十一年三月ソ連閣僚会議が発表した制限水域。（佘後略）【㉜】 

・フラクション：フラクション 英語で本來は「分派」の意味。「フラク」と略稱することも

ある。主として勞働組合や農民組合など黨外組織内部で活動している共産黨員をいうが、國

會における共産黨議員團も黨の國會フラクションとよばれる。（佘後略）【㉗】 

・フラッシュ・バック：（flash英）「フラッシュ・バック」「フラッシュ・ライト」等の略。フ

ラッシュ・バック（flash-back英）映畫、瞬間的に連續して場面を變化せしめる方法。【㉘】 

・フラッシュ・バルブ：フラッシュ 〔flash〕①□写閃光（せんこう）。閃光電球。フラッシュ 

バルブ（flash bulb）の略（佘後略）。【㊺】 

・フラッシュ・ライト：（flash英）「フラッシュ・バック」「フラッシュ・ライト」等の略。フ

ラッシュ・ライト（flash-light英）闪光撮影。（佘後略）【㉘】 

・プラ・モデル（plastic model の略）：plastic model の略。プラスチック製の飛行機。軍
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艦などの組立て模型。【㊲】 

・フリー・ランス：フリー・ランス free lance①野武士、雇兵。②自由契約の映画俳優・歌

手や新聞・雑誌記者。略してフリー［和］。フリー・ランザーとも。【㊹】 

・プリマ・ドンナ：プリマ・ドンナ ［伊］prima donna 歌劇で主役の女性歌手。略してプリ

マ。【㊹】 

・プリマ・バレリーナ：プリマ・バレリーナ ［伊］prima ballerina主役のバレリーナ。略し

てプリマ。【㊹】 

・ブルドーザー：ブルドーザー bulldozer土砂の堀削・運搬・整地に用いる土木機械。略して

ブル［和］。【㊹】 

・フルファッション・ストキング：フルファッション・ストッキング 脚部の形に応じて、目減

らしを行い、うしろに縫い目のあるストッキングのこと。◆脚線美をあらわすためで、フル

ファッションと略すこともある。【㊶】 

・サーキット・ブレーカー：サーキット・ブレーカー circuit breaker回路遮断器：異常電流

が流れたときに、回路を遮断して事故を防ぐ装置。略してブレーカー［和］。【㊹】 

・ブレーン・トラスト：英語の「頭脳」の意。通常「ブレーントラスト」の略稱であるが、ブレ

ーントラストはルーズヴェルト大統領がニューディール遂行にあたり、政策決定に際して、

専門家グループを周圍に集め、この意味をきいたことから、これら専門家グループは大統領

のブレーントラストとよばれるようになつた。（佘後略）【㉗】 

・プレス・コンフエレス：per conプレス・コンフエレス（記者団会見）の略。【㉛】 

・プレスコーディング： prescoringの略。さきに科目や歌や音楽を録音しておいて、これを再

生して出演者に演じさせることをいう。【㉝】 

・プレハブリケーテッド・ハウス：〔prefab〕工場で大量生産した部品を組み立ててつくる方式。ま

たそれによる住宅。プレハブリケーテッド ハウス（prefabricated house）の略。【㊺】 

・レコード・プレヤー：レコード・プレヤー record player 蓄音器の盤を拡声器やラジオで演

奏する機械（略して「プレヤー」）。【㉞】 

・ブロード・クロース：ブロード 〔broad〕（中略）②□服布地の一種。ブロードクロース

（broadcloth）の略。【㊺】 

・プロセント：プログラム、プロレタリア、ブロマイド、プロパガンダ、プロダクション、プ

ロスチチュートなどの略語として使はれる。【㉘】 

・プロフェッショナル：プログラム、プロレタリア、ブロマイド、プロパガンダ、プロダクショ

ン、プロスチチュートなどの略語として使はれる。【㉘】 

・プロフェッショナル・レスリング：pro-wrest職業レスリング（プロフェッショナル・レスリング）

の略。（佘後略）【㉛】 

・プログレッシプ・ロック：プログレッシブ・ロック progressive rock シンセサイザーなど、

電気的技術を駆使した前衛ロック音楽。略してプログレ［和］。【㊹】 

・フロント・オフィス：フロント・オフィス front office①本店、本部。②首脳部、幹部連。
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特に、プロ野球球団の首脳部。略してフロント。【㊹】 

 

ヘの部 

 

・ベース・アップ：ベース・アップ［和］賃上げ：賃金の総体的な基準を引き上げること。略

してベア。【㊹】 

・ボール・ベアリング：ボール・ベアリング ball-bearing（機械の）玉軸受け（略して「ベ

アリング」）。【㉞】 

・ヘテロセクシュアル：ヘテロセクシュアル heterosexual 異性愛の（人）。略してヘテロ（佘

後略）。【㊹】 

・ベリフィケーション・カード：ベリフィケーション カード（verification card）の略。受信

確認カード。海外放送を受信してその状態などを放送局に送ると代わりに送られてくるカ

ード。【㊺】 

・ヘリコプター・ポート：ヘリコプター・ポート （helicopter port）を縮めてヘリポートと

いう。ヘリコプター専用の飛行場。（佘後略）【㉚】 

・ヘルメット：ヘルメット helmet防暑または頭部保護用のかぶと形の帽子。略してヘル［和］、

またはメット［和］。【㊹】 

 

ホの部 

 

・ボー・タイ：ボー 〔bow〕（中略）③（佘中略）ちょうネクタイ。ちょう形結び。ボー タ

イ（bow tie）の略。【㊺】 

・プラット・ホーム：プラットホーム platformのなまり。駅の乗り降り場（「略して「ホーム」）。

【㉞】 

・ダンス・ホール：ダンス・ホール dance hall｟米｠舞踏場（略して「ホール」）。【㉞】 

・ポケッタブル・コンピューター：ポケッタブル・コンピュータ pocketable computer小型で持

ち歩くことができ、電池で作動するパーソナル・コンピュータ。略してポケ・コン［和］。

【㊹】 

・ポケット・ベル：ポケット ベル〔Pocket Bell〕小型で携帯用の無線呼び出し装置。商標

名。ポケベル。【㊺】 

・ユース・ホステル：〔hostel〕①簡易宿泊所。特に学生などの宿泊所。②ユース ホステル

（youth hostel）の略。【㊺】 

・フィールド・ホッケー：フィールド・ホッケー field hockey 陸上ホッケー：1チーム 11人

で、スティックを用いて球を相手ゴールに入れて得点を争う競技。単にホッケーとも（佘後

略）。【㊹】 

・ボディー・コンシャス：ボディー コンシャス 〔body conscious〕□服女性の体の線がくっ
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きりと出るデザインの服。ボディコン。【㊺】 

・ボディ・ビルディング：ボディ・ビルディング body building ボディ・ビルと略す。ボデ

ィは体、ビルは頑丈な建物。つまり健康を増進し男性的な肉体美を作ることで、十九世紀の

末ドイツ人ユーゼント・サンドが、ダンベル（鉄亜鈴）を発明してボディ・ビルを唱えたの

が始まり。（佘後略）【㉛】 

・ホモジナイズ：ホモジナイ ズ homogenizedの略。均質化された（牛乳の粒子を細くして消

化しやすくしたもの。略して「ホモ」）【㉞】 

・ホモセクシュアル：ホモセクシュアル homosexual同性愛の（人）。特に、男性同士の同性愛に

ついていう。略してホモ（佘後略）。【㊹】 

・ポルカ・ジャケット：polka（英）（佘中略）緊く密着する婦人用の短い上着（ポルカ・ジャケ

ットの略）。（佘後略）【㉙】 

・アンカー・ボルト：アンカー・ボルト anchor bolt 埋めこみボルト（基礎ボルトともいい、

土台と基礎を連結する、ネジのある鉄棒。略して「ボルト」）。【㉞】 

・ポルノ・グラフィー：「ポルノグラフィー」〔英 Pornography〕の略。春本、春画、わいせつ写

真などのことで、北欧諸国では取り締まりがきわめて自由なため、世界的にポルノ解禁の方

向にあり、日本にも「ポルノ」の影響が及んできた（佘後略）。【㊷】 

・ヒロポン：ヒロポン Philopon中枢神経興奮剤の名（いわゆる 覚せい剤。略して「ポン」）

（佘後略）【㉞】 

 

マの部 

 

・マーキュロクロム：マーキュロクロム Mercurochrome赤チン：水銀剤の 1種で、傷口の消

毒などに用いられる。商標名。略してマーキュロ［和］。【㊹】 

・マイクロフォン・ロケーション：（放送用語）マイクは前項のマイク。ロケはロケイション

（location）の略で、マイクロフォンを使つて現地で録音すること。社會の動きや、催し物

の實況などを實際に放送するため、マイクロフォンをその現地までもつて行つて、種々の材

料を録音すること。【㉙】 

・マイクロ・コンピュータ：マイクロコンピュータ microcomputer LSI（大規模集積回路）を

用）いた
（ マ マ ）

超小型電子計算機。略してマイコン［和］。【㊹】 

・ダイナマイト：ダイナマイト dynamite爆薬（中略）略して「マイト」。【㉞】 

・ストレプト・マイシン：ストレプトマイシンの邦略語。（佘後略）【㊲】 

・ダイナマイト・ガイ：ダイナマイト ガイ（dynamite guy）の略。活力のあふれた男。【㊺】 

・パントマイム：パントマイム pantomime無言劇、黙劇：せりふなしで、身ぶりと表情だけ

で行う演劇。略してマイム。【㊹】 

・マクロスコピック：マクロスコピック macroscopic巨視的な。略してマクロ［和］（佘後略）。

【㊹】 
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・マザー・コンプレックス：マザー・コンプレックス ［和］成人しても母親から独立できない

男性の精神状態。略してマザ・コン。（佘後略）。【㊹】 

・マジック・インキ：マジック・インキ ［和］速乾性インキ。ペン先のしんに浸み出させて

書く。商品名。略してマジック。【㊹】 

・マス・コミュニケーション：mass commu.マスコミュニケーションの略で、その実際面をいう。

大衆伝達の効果のこと。△近頃の流行は全く――のせいだ。【㉛】 

・マス・コンサンピション：マス・コンサンピション （mass consumption）の略。大量消費。

マス・プロ（大量生産）に対応して流行してきたことば。【㉟】 

・マス・プロダクション：マス・プロダクション mass production 大量生産のこと。商品などす

べて多量生産の意に用いる。マス・プロとも略す。【㉛】 

・マゾヒスト：マゾヒスト masochist被虐待変態性欲者：異性に虐待されて身体的・精神的

苦痛を受けることにより性的満足を得る人。略してマゾ［和］。（佘後略）【㊹】 

・マテリアル・ハンドリング：マテリアル ハンドリング 〔material handling〕□経原料・製品・

資材などの運搬・管理を効果的に進める技術・方法の総称。マテハン。【㊺】 

・コンミュニスト・マニフェスト：（manifest英）宣言書。共産黨宣言書。「コンミュニスト・マニ

フェスト」の略。【㉘】 

・マネー・ビルディング：money buil.お金つくり、利殖のこと。（中略）マネー・ビルディン

グの略で、某投資信託会社の新造語。【㉛】 

・マネキン・ガール：（mannequin英）「マネキン・ガール」の略。呉服店に雇はれて、陳列臺に

立ち流行の衣裳等を纏うて客の購買心を刺戟する職業婦人。【㉘】 

・マネージメント・スタッフ：マネージメント・スタッフ （management staffの略）。幹部職員。

最高の經營者の趣旨をうけてその實施にあたる者。部長、局長などのクラスがこれに入る。

【㉙】 

・マルクス・ボーイ：「マルクス・ボーイ」の略。【㉘】 

・マルクス・エンゲルス：「マルクス」・「エンゲルス」の略。【㉞】 

・マルチ・フィラメント：（multi）マルチ・フィラメントの略。人絹糸のうちとくに単繊維の数

の多いもの。【㉟】 

・マルティプル・チョイス：マルティプル・チョイス multiple choice多数のなかから選定す

る方法（試験問題を多くの項目に分けて、マルをつけさせるやりかた等。「〇×法」。略して

「マル・チョイ」）。【㉞】 

・マンサード・ルーフ：〔mansard〕□建腰折れ屋根。フランスの建築家の名から命名。マンサー

ド ルーフ（mansard roof）の略。【㊺】 

・マンネリズム：マンネリズム mannerism（英）（藝術用語）新機軸を出さず、月並なこと。

略してマンネリともいう。【㉙】 
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ミの部 

 

・ミクロスコピック：ミクロスコピック microscopic①顕微鏡による、顕微鏡的な。②微視的

な。略してミクロ［和］（佘後略）。【㊹】 

・ミスプリント：ミスプリント misprint（印刷物）誤植。略してミスプリ［和］。【㊹】 

・ミディ・コミュニケーション：Midi Communication の略。特定の階層を対象に特定の内害を、

独自の方向で編集するもので、マスコミの巨大部数、没個性の方向に対して、ミニコミ的内

容をとりこんだ雑誌。【㊶】 

・ミニ・コミュニケーション：minimum communicationの略。ごく少数者だけの知らせあい（「マ

ス・コミ」に対していう）。【㉞】 

・ミニ・テープ・レコーダー：mini tape ミニ・テープ・レコーダーのこと。携帯用テープ録音機

で、ニュース録音取材用に使われる。【㉝】 

・ミニ・スカート：膝上二〇センチほどの短いスカートで、一九六一年にイギリスのマリー・ク

ワトが発表以来全世界を風靡、日本では昭和四十一年から、「ミニ・スカート」〔英 Mini 

skirt〕、あるいは略して「ミニ」が全盛となった（佘後略）。【㊷】 

・ミュージカル・コメディ：（musical）ミュージカル・コメディの略称（佘後略）。【㊵】 

・ミリバール：ミリバール millibar気象用語で気圧の世界単位。（中略）略してミリという

が、戦前のミリは水銀柱のミリメートル、戦後のミリはミリバールである。【㉛】 

・ミリグラム：milli-｟ラ・英｠ （佘中略）2「ミリメートル」「ミリグラム」「ミリアンペ

ア」などの略（佘後略）【㉞】 

・ミリアンペア：同上 

・ミリング・マシン：ミリング milling machine の略。フライス盤（金属面を平けずりする

機械）。【㉞】 

 

ムの部 

 

・ムント・テラピー：「ムント・テラピー」の略で口先き療法をいふ。ムントは獨逸語で口、

テラピーは希臘語から來たもので療治するの意で、例へば名のある醫博などに「大分血色が

よくなりましたね」などいはれると、病人はそれだけで元氣づくといふやうなものをいふ。

【㉘】 

 

メの部 

 

・ハウス・メード：ハウスメード housemaid女中、お手伝い。略してメード。【㊹】 

・メガサイクル：Ⅰmega- メートル法の各単位の 100万倍をあらわす。2「メガサイクル」の略

（後略）。メガサイクルｍegacycle百万サイクル（無電周波数の単位）【㉞】 
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・メス・ドライバー：昭和三十年代後半になると、女性のドライバーが増加し、これを軽蔑し

て「メドラ」（メス・ドライバーの略）といった。【㊷】 

・ヘルメット：ヘルメット helmet防暑または頭部保護用のかぶと形の帽子。略してヘル［和］、

またはメット［和］。【㊹】 

・メチル・アルコール：通常メチル・アルコールを指す。工業用に使用されるが、人體に有害で、

戰後、配給外のヤミ酒としてメチル含有のウイスキー、燒酎、日本酒等がヤミ飲食店に出ま

わり、多數の被害者を出している。【㉗】 

・メドレー・リレー：medley Ⅰ混成曲 2「メドレー・リレー」の略。メドレー・リレーmedley 

relay混合競走（または競泳）。【㉞】 

・メドレー・レース：medley（英）（佘中略）②メドレー・レースの略。―レース（-race）混

合リレー・レース。水上競技では自由型、背泳、平泳などの各種目を組合せたもの。陸上競

技では、1600米を四人の走者が 200、400、800、200と分担する。【㊲】 

・メロディ：メロディ melody①旋律、ふし、②歌、歌曲。略してメロ［和］。【㊹】 

・ウォーター・メロン：ウォーター・メロン （water-melon英）西瓜。略してメロンとも

云ふ。【㉘】 

・メンス（mentholatumの略）： Mentholatum｟ド｠の略（英 menses）月経。【㉞】 

 

モの部 

 

・モダン・マダム：「モダン・マダム」の略。家庭を外に、キネマ・ダンス・スポーツに日を過

す有閑階級の奥さん。【㉘】 

・モーニング・サービス：モーニング・サービス［和］喫茶店で、午前中特定の飲食物のセット

を割安料金で提供すること。略してモーニング。【㊹】 

・ファッション・モデル：ファッション・モデ ル fashion model流行の服装を着てファッショ

ン・ショーに出たり、雑誌に載ったりする人。略してモデル。【㊹】 

・モノラル・レコード：モノラル・レコード monaural record非立体音響録音のレコード。略し

てモノ［和］、モノラル［和］。【㊹】 

・モノクローム：モノクローム monochrome①単色画。②白黒写真、白黒映画。略してモノク

ロ［和］。【㊹】 

・モノラル・レコード：モノラル・レコード monaural record非立体音響録音のレコード。略

してモノ［和］、モノラル［和］。【㊹】 

・セメント・モルタル：mortar セメント・モルタルの略。ラス（鉄網）を張った上にセメント

と砂を混じて塗る。準防火用の外装に用いる。ラス・モルタルともいう。モルタルは膠泥状

のもの、という意。【㉛】 

・モンキー・レンチ：モンキー・レンチ monkey wrench 自在スパナ。ねじでナットの寸法に

合わせて調整できるスパナ。略してモンキー［和］。モンキー・スパナとも。【㊹】 
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ヤの部 

 

・ヤロビ（jarovizatsija の略）： jarovizatsija｟ロ｠の略。春化処理（作物の種をまく

前に低温処理して、発育期間を短くする方法。英 vernalization）。【㉞】 

・ウィンド・ヤッケ：ウィンドヤッケ ［独］Windjacke 登山のときなどに着る、防水・防風用

のフード付き上着。単にヤッケとも。【㊹】 

 

ユの部 

 

・ユーティリティー・ルーム：ユーティリティ・ルーム utility room洗濯機や暖房具などを

収納する部屋。略してユーティリティ［和］。【㊹】 

 

ヨの部 

・ヨード・チンキ：ヨードチンキ Jodtinktui｟ド｠の略。ヨードとヨードカリをアルコール

にとかした薬（漢字訳「沃度丁幾」。略して「ヨーチン」または「ヨード」）。【㉞】 

・ヨード・チンキ：同上。 

 

ラの部 

 

・ライカ・カメラ：（Leica 英）「ライカ・カメラ」の略。映畫のフイルムを利用する小型の優秀

な寫眞機。【㉘】 

・ラグラン・スリープ：ラグラン・スリープ raglan sleeve ラグラン式の袖。略してラグラン

［和］。【㊹】 

・ラジオ・テレグラフ：（radio 英）ラジオ・テレフォン（無線電話）、ラジオ・テレグラフ（無

線電信）、ラジオ・ブロードキャスチング（無線放送）の略。【㉘】 

・ラジオ・テレフォン：（radio 英）ラジオ・テレフォン（無線電話）、ラジオ・テレグラフ（無

線電信）、ラジオ・ブロードキャスチング（無線放送）の略。【㉘】 

・ラジオ・ブロードキャスチング：（radio英）ラジオ・テレフォン（無線電話）、ラジオ・テレグラ

フ（無線電信）、ラジオ・ブロードキャスチング（無線放送）の略。【㉘】 

・ラジオ・カセット：ラジ・カセ ［和］ラジオとカセット・テープレコーダーが一体化した

家電商品。ラジオ・カセットの略。【㊹】 

・ラジオ・コントロール：ラジオ・コントロール radio control 無線操縦。略してラジ・コン

［和］。【㊹】 

・ラッシュ・アワー：ラッシュ・アワー rush hour 朝夕の通勤・通学者で交通機関が混雑す

る時間帯。略してラッシュ［和］。【㊹】 

・ラッシュ・プリント：ラッシュ・プリント rush print 一般公開前に調子を見るため試写す
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る映画やテレビの未編集フィルム。略してラッシュ［和］。【㊹】 

・ラップ・コート：ラップ・コート wrap coat（英）（洋裁用語）胸はゆるやかで裾の詰つた

外套。單にラップともいう。【㉙】 

・ラップ・タイム：〔lap〕（佘中略）中間記録。コース一周・一往復ごとの所要時間。ラップ タ

イム（lap time）の略。【㊺】 

・ラフ・スケッチ：ラフ・スケッチ rough sketch おおまかなスケッチ、下書き、概略図。略

してラフ。【㊹】 

・ラボラトリー：ラボラトリー laboratory①研究室、実験室。②製作所。③写真の現象所。

略してラブ、ラボ［和］。【㊹】 

・ランゲージ・ラボラトリー：ランゲージ・ラボラトリー language laboratory語学実習室：学習

者 1人に 1台の語学学習機を備えた教室。略してラボ［和］、LL。【㊹】 

・ランニング・シャツ：ランニング・シャツ ［和］襟ぐりの深い袖なしシャツ。また、同型

の男性用下着。略してランニング。【㊹】 

 

リの部 

 

・リーゼント・スタイル：リーゼント・スタイル regent style比較的長髪で、特に両横を流

しポマードで地肌にぴったりついた感じに仕上げる髪型。略してリーセント［和］。【㊹】 

・リスケジューリング：リスケジューリング 〔rescheduling〕□経債務国が返済期限を延期し

てもらおうと債権国に要請すること。リスケ。【㊺】 

・リハビリテーション：リハビリテーション rehabilitation 社会復帰（訓練）、健康回復、更

生。略してリハビリ［和］。【㊹】 

・リビング・ルーム：リビング・ルーム living room 居間、茶の間。略してリビング［和］。

【㊹】 

・リフレーション：リフレーション reflation統制インフレ：計画的に統制された通貨膨張。

略してリフレ［和］。【㊹】 

・リモート・コントロール：リモート・コントロール remote controlの略で、遠隔制御とか遠

隔操縦と訳す。離れた場所にある物体や機器を遠くから制御し操縦すること。【㊳】 

・リユック・サック：ドイツ語「リユックサック」（通常リユックサックと發音している）の略。

リユックは「脊中」「うしろ」の意味で、元來は登山用の脊負い袋であつたが、今日のわが

國では戰後の食糧危機のため、もつぱら買い出し用となつている。【㉗】 

・リリーフ・ピッチャー：リリーフ・ピッチャー relief pitcher野球で、救援投手。略してリ

リーフ［和］。【㊹】 

・ゴルフ・リンクス：links（英）ゴルフ・リンクスの略称。【㊲】 
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ルの部 

 

・ルポルタージュ：現地報告のことで「ルポルタージュ」〔仏 Reportage〕を略して「ルポ」と

もいう（佘後略）。【㊷】 

 

レの部 

 

・レギュラー・メンバー：レギュラー・メンバー regular member①正会員、正規の成員。②

［和］放送番組の常時出演者。略してレギュラー。英語は初めから単に regular（佘後略）。

【㊹】 

・レクリエーション・モニター：レクリエーション・モニター （Recreation Monitor）が正称で、

レク・リーダーともいい、余暇の利用法を教える人のことをいう（佘後略）。【㊶】 

・レザー・クロス：leather（佘中略）2 l-clothの略。革に似せた布。擬革。【㉞】 

・レジスター：レジスター register（佘中略）2登録器（たとえば金銭登録器、cash r-、略

して「レジ」）（佘後略）【㉞】 

・レズビアン：レズビアン lesbian①同性愛の女性。②［和］女性同士の性愛。（英語は

lesbianism）。略してレズ［和］。【㊹】 

・レディーミックス・コンクリート：レディー ミックスト コンクリート 〔ready-mixed 

concrete〕□建既製コンクリート。工場であらかじめ混合してつくったコンクリートで、ミキ

サー車で工事現場に運ぶ。生コン。レディコン。【㊺】 

・レフレックス：レフレックス reflex Ⅰ反射式（写真機など。r- camera。略して「レフ」）

（佘後略）【㉞】 

・レフレックス・カメラ：レフレックス・カメラ reflex cameraレンズに入る光を鏡で反射させ、

乾板・フィルムを装填したままで焦点像を観察・調節できるカメラ。略してレフ［和］。【㊹】 

 

ロの部 

・ロー・ギア：ロー・ギア low gear自動車の低速第 1ギア。略してロー。【㊹】 

・ロック・ミュージック：ロック・ミュージック rock music電気楽器・ドラムなどに用いたビ

ートの激しいポピュラー音楽。略してロック。【㊹】 

・オン・ザ・ロック：オン・ザ・ロック on the rocks 氷片を入れたグラスに、ウィスキーな

どの酒類を注いだ飲み物。略してロック。【㊹】 

・ロリータ・コンプレックス：ロリータ・コンプレックス ［和］少女にしか性欲を示さない男

性の心理。略してロリ・コン。【㊹】 

・ロング・カット：ロング 〔long〕（佘中略）②（佘中略）ロング カット、ロング ヘ

アの略。【㊺】 

・ロング・ヘア：同上。 
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ワの部 

 

・ワード・プロセッサー：ワード・プロセッサ word processor文書作成機：文書の編成・印

書・校正・編集などの機能を備えた機械。略してワー・プロ［和］。【㊹】 

・ワイヤ・ロープ：・ワイヤ・ロープ wire rope鋼索（こうさく）、索条：鋼線をより合わせ

た鋼。略してワイヤ［和］。【㊹】 

・ステーション・ワゴン：ステーション・ワゴン station wagon車内の後部に荷物を積み込める

ようにした乗用車。エステート・カーとも。略してワゴン［和］。【㊹】 

・ワンダー・フォーゲル：ワンダーフォーゲル Wandervogel｟ド｠青少年徒歩旅行団（1901、

ドイツの Karl Fischerが組織した。もとの意味は「渡り鳥」。学生たちが省略して「ワンゲ

ル」という）。【㉞】 
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略語リスト㈣・平成期 

 

アの部 

 

・アイドル・コラージュ：【和製 英 idol＋フランス collage】パソコン上で、アイドル画像と

他の画像を合成すること。また、その画像。略してアイコラとも。【㊼】 

・アイロン・パーマ：アイロンパーマ ［iron permanent wave和］はさみ形のこてを用いて

ウエーブを付けるパーマ。アイパーとも。【㊺】 

・アウター・ウェア：［outer］（佘中略）②外衣。外側に着る服の総称。＊アウターウェア、ア

ウト・ウェアとも（②）。◆②は和製用法。（佘後略）【㊻】 

・アウトレット・ストア：アウトレット・ストア ［outlet store］有名ブランドの在庫品な

どを製造元かた大量に仕入れ、格安で売る小売店。＊アウトレット、アウトレット店、ファ

クトリー・アウトレットとも。【㊻】 

・アカデミック・ハラスメント：アカデミック・ハラスメント ［academic harassment 和］大学

での研究や人事にからむいやがらせ。略してアカハラ。【㊺】 

・アクセル・パウルゼン・ジャンプ：アクセル・パウルゼン・ジャンプ ［Axel Paulsen jump］フ

ィギュア・スケートで、前向きで滑ってきて１回転半し、後ろ向きに着氷するジャンプ。２

回転半をダブル・アクセル、３回転 版
（ママ）

をトリプル・アクセルという。＊アクセルとも。【㊻】 

・アグニ・ミサイル：［Agin サンスクリット］（佘中略）②インドの中距離弾道ミサイル。＊ア

グニ・ミサイルとも。【㊻】 

・アグリーメント：俗に、同意や了解のこと。▷アグリーメント（agreement）の略。【㊼】 

・アゲンスト・ウインド：［against］（佘中略）②和製用法で、逆風。アゲンストウインドの略。

いずれも、アゲインストとも。【㊺】 

・アコースティック・ギター：（佘前略）俗に、アコースティック‐ギターの略称。【㊼】 

・アソシエート・メンバー：［associate］①仕事上の仲間。同僚。共同経営者。②準会員。＊ア

ソシエート・メンバーとも。【㊻】 

・アチーブメント：アチーブメント 【achievement】①達成。学習成績。②アチーブメント・

テストの略。生徒が教科学習によって得た結果を測定試験。一般てきには、採点基準が客観

的になるように工夫された試験をいう。学力テスト。アチーブ。AT。【㊼】 

・クランク・アップ：【up】（佘中略）②映画・テレビなどで、クローズ‐アップ、クランク‐ア

ップの略。（佘後略）【㊼】 

・アングロ・アップ：同上。 

・アッパー・カット：アッパーカット ［uppercut］ボクシングで、バットを下から上へ振り

上げるように打つこと。＊アッパーとも。【㊻】 

・アップライト・ピアノ：アップライト・ピアノ ［upright piano］竪たて型ピアノ。弦を縦

に張った家庭用の小型ピアノ。＊アップライトとも。（佘後略）【㊻】 
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・アップル・コンピュータ：アップルコンピュータ ［Apple Computer］アメリカのパソコン製

造・販売会社。マッキントッシュなどを主力製品とする。＊アップルとも。【㊻】 

・アナカンパニード・バゲージ：［unaccompanied baggage］別送手荷物。アナカンパニードバゲー

ジの略。【㊺】 

・アナウンサー・アイドル：「アナウンサーアイドル」の略で、女子アナがブームの中で生まれた

アイドルのような女子アナウンサー。（佘後略）【㊽】 

・システム・アナリスト：システム・アナリスト ［system analyst］システム・アナリシスを

行う人。１つのシステムの構築の際に、全体的な計画や分析を行う人。＊アナリストとも。

【㊻】 

・アニメ・ソング：［＜animation song 和］アニメーションで使用される主題歌や挿入歌など

の楽曲の総称。＊アニメ・ソングとも。【㊻】 

・アプリケーション・ソフト：アプリケーション・ソフト ［＜application software］コン

ピューターを動かす基本ソフト（OS）に対し、ワープロや表計算、データベースなどのソフ

トウェア。＊アプリケーションとも。【㊻】 

・アプローチ・ショット：［approach］（佘中略）③ゴルフのグリーンの周囲からの寄せ打ち。＊

アプローチ・ショットとも。（佘後略）【㊻】 

・バッティング・アベレージ：［average］（佘中略）野球で、打率。＊バッティング・アベレージ

とも。【㊻】 

・アポストロフィー：アポストロフィー ［apostrophe］欧文で省略や所有格などを表す記号「’」。

＊アポとも。【㊻】 

・アポイントメント：アポイントメント ［appointment］①面会の約束、予約。略してアポ。

アポイント。（佘後略）【㊺】 

・アメリカン・コーヒー：アメリカンコーヒー ［American coffee和］薄めに抽出したコーヒ

ー。アメリカンとも。【㊺】 

・アメリカン・カジュアル：アメリカン・カジュアル ［American casual］アメリカ風でスポー

ティーなカジュアル・スタイル。Ｔシャツにジーンズ、スニーカーなどが代表。＊アメカジ

とも。（佘後略）【㊻】 

・アメリカン・コミックス：［American comics和］アメリカの漫画。特にスーパーマンなどのス

ーパーヒーローものの作品。アメリカンコミックスの略。【㊺】 

・アメリカン・ショートヘア：アメリカン・ショートヘア ［American Shorthair］アメリカ産

の毛の短い猫。ペットとして人気がある。＊アメショとも。【㊻】 

・アメリカン・ショートヘア：（佘前略）アメリカン‐ショートヘア（ネコの一品種）の略。【㊼】 

・アメリカン・トラディショナル：アメリカン‐トラディショナル （ファッションの一分野）の

略。 アメリカン トラディショナル【American traditional】アメリカ東部の名門校の学

生に多く見られる服装。アイビー‐ルックやプレッピー‐ルックなど。【㊼】 

・アラウンド・サーティー：「アラウンドサーティー」の略で、三〇歳前後の女性。女性誌『GISELe』
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（主婦の友社、二〇〇五年一二月創刊）が造語し、アパレル業界で使用していたのが一般に

広まった。（佘後略）【㊽】 

・アラウンド・フォーティー：「アラウンドフォーティー」の略で、四十歳前後の（独身）女性の

こと。「アラサー」から派生したことば。（佘後略）【㊽】 

・アリアン・ロケット：アリアン・ロケット［Ariane rocket］ESA（欧州宇宙機関）が開発した

商業衛星打ち上げ用ロケット。＊アリアンとも。（佘後略）【㊻】 

・アルコール・ハラスメント：アルコールハラスメント ［alcohol harassment和］酒の無理強

い。略してアルハラ。【㊺】 

・ジョルジオ・アルマーニ：ジョルジオ・アルマーニ ［Giorgio Armani］イタリアの紳士物服

飾デザイナー。また、その製品。＊アルマーニとも。◆商標。【㊻】 

・アンカー・マン：［anchor］（佘中略）④雑誌などの記事の最終仕上げをする編集者。⑤テレ

ビやラジオで最終的なまとめ役をするニュースキャスター。＊アンカーマンとも（④⑤）。

（佘後略）【㊻】 

・アンダーカバー・エージェント：［undercover］（佘中略）②秘密捜査官。アンダーカバーエー

ジェント（undercover agent）の略。【㊺】 

 

イの部 

 

・イージーリスニング・ミュージック；［easy listening］気楽にくつろいで聴ける音楽。＊イー

ジー・リスニング・ミュージック、MORとも。【㊻】 

・イタリアン・カジュアル：（佘前略）イタリアン‐カジュアル（ファッションの一分野）の略。

【㊼】 

・イメージ・クラブ：［image club和］特定の役割を設定し、それに応じた性的サービスを行

う風俗店。イメージクラブの略。【㊺】 

・イメージ・トレーニング：イメージ・トレーニング ［image training］特定のイメージを浮

かべて行う演習。＊イメトレとも。◆スポーツなどで盛ん。【㊻】 

・ショップ・インショップ：ショップ・インショップ ［shop in shop和］店の中の店。百貨

店の中の専門店など。インショップとも。【㊺】 

・インストルメンタル：インストルメンタル ［instrumental］人間の声の入らない楽器のみの

演奏。＊インストとも。【㊻】 

・インディーズ：インディーズ ［indies］低予算で音楽や映画の自主制作を行う独立プロ

や個人。また、そのレコード・CDや映画。＊インディーとも。（佘後略）【㊻】 

・インナー・ウェア：［inner］（佘中略）②下着。内側に着る衣類。＊インナーウェアとも。◆②

は和製用法。（後略）【㊻】 

・インフォーマル・ドレス：インフォーマル・ドレス ［informal dress］略複。平服。＊イ

ンフォーマルとも。（佘後略）【㊻】 
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・インドア・プレーグラウンド：インドア プレーグラウンド 【indoor playground】□新子ど

も向けの屋内型遊戯施設。屋内での子どもの遊びや運動に適した遊具・設備が用意され、保

護者が同伴して遊ばせる。屋内遊園地。室内遊園地。インプレ。（佘後略）【㊼】 

・インフラストラクチャー：インフラストラクチャー ［infrastructure］経済基盤、下部構造。

経済活動や社会生活を維持し発展させるための基盤構造。運輸・通信、道路・港湾施設など。

略してインフラ。【㊺】 

・インプリメント：インプリメント・インプリメンテーションの略。 インプリメント

【implement】①備品。②要求などを満たすこと。必要な手段や道具を与えること。【㊼】 

・インプリメンテーション：インプリメント・インプリメンテーションの略。 インプリメンテ

ーション【implementation】コンピューターなどで、目的の機能を実現するためにハードウ

エアやソフトウエアを作成したり調製したりすること。【㊼】 

 

ウの部 

 

・ウエーブ・ヘア：［wave］（佘中略）④髪の毛などが波形に縮れること。また、その形。＊ウ

エーブ・ヘアとも。（佘後略）【㊻】 

・ジャンニ・ヴェルサーチ：ジャンニ・ヴェルサーチ ［Gianni Versace］イタリアの服飾ブラ

ンド・メーカー。また、その製品。＊ヴェルサーチとも。◆商標。【㊻】 

 

エの部 

 

・エアリアル：エアリアル ［aerials］フリースタイル・スキーの１種目。特設ジャンプ台

から飛び出し、宙返しや空中ターンを行って、ジャンプの高さ、演技の難度、着地の安定性

などを競う。＊エアとも。【㊻】 

・エアロビクス：エアロビクス 【aerobics】体内に酸素を大量に取り入れて、心臓や肺の機

能を高める運動。有酸素運動。また特に、音楽に合わせて踊るように体を動かす運動。エア

ロビクス。エアロビ。【㊼】 

・エイジング・ハラスメント：「エイジングハラスメント」の略。年齢に関係する言動によって相

手を不快にし、権利や利益を侵害すること。（佘後略）【㊽】 

・エキジビジョン・ゲーム：エキジビジョン・ゲーム ［exhibition game］模範競技。公開試

合。勝敗に重きを置かないで技術・競技者の紹介などを目的にする。＊エキジビジョンとも。

【㊻】 

・エクステンション：［＜extension］つけ毛。本来生えている髪などに取り付ける、部分かつ

ら。＊エクステンションとも。【㊻】 

・エコロジー：エコロジー ⁑【ecology】①生物とそれを取り巻く環境の相互関係を研究し、

生態系の構造と機能を明らかにする学問。生態学。②人間を生態系を構成する一員としてと
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らえ、人間と自然環境・物質循環・社会状況などとの相互関係を考える科学。社会生態学。

人間生態学。③生態環境。自然環境。エコ。【㊼】 

・エゴイズム：エゴイズム ［egoism］利己主義。＊エゴとも。【㊻】 

・エコー・バック：エコー・バック ［echo back 和］キーボードから入力された文字を入力

側に確認させるために画面に表示すること。＊エコーとも。【㊻】 

・エゴ・サーチ：エゴ サーチ 【ego search】□新インターネットの検索サイトで、自分の

名前やハンドル‐ネームなどを検索して、どのような結果が出るかを確認すること。エゴ‐

サフィンとも。エゴサ。【㊼】 

・エステティック：エステティック ［esthétiqueフランス］（中略）②美容を心身両面から考

えようとする総合美容。略してエステ。【㊺】 

・エステティック・サロン：【aesthetic】（佘中略）②エステティック‐サロンの略。【㊼】 

・エスノ・ポップ：エスノ・ポップ ［ethno pop］広くアフリカ、アジア、アラブ、カリブ系

のポピュラー音楽。＊エスノとも。（佘後略）【㊻】 

・エプロン・ステージ：［apron］（佘中略）③幅の狭い道。特に観客席の中に張り出した舞台。

＊エプロン・ステージとも。【㊻】 

・エミュレーター：エミュレーターの略。特に、パソコン（パソコン上の OS）における、家庭

用ゲーム機のエミュレーターをさす場合が多い。 エミュレーター【emulator】あるコンピ

ューターが他のコンピューターの機能を模倣するための装置やプログラム。異種コンピュ

ーターで同一のソフトウエアの実行を可能にしたり、プロセッサーや OS の互換性を保つ。

▷見習うもの、まねるものの意。【㊼】 

・エレクトリック・アコースティックギター：エレクトリック アコースティックギター 【electric 

acoustic guitar】ピックアック（音を電気信号に変換する装置）を付けたアコースティッ

ク。エレアコ。▷英語では acoustic-electric guitarが一般的。【㊼】 

・エレキ・ギター：エレキ・ギター［＜electric guitar］電気ギター。アンプで弦の音を増幅

し強烈な音を出す。＊エレキ、エレクトリック・ギターとも。（佘後略）【㊻】 

・エレベーター：エレベーター ［elevation］①立面図。正面図。＊エレベとも。（佘後略）

【㊻】 

・エンスージアスト：［enthusiast］熱中する人。熱烈なファン。エンスージアストの略。【㊺】 

 

オの部 

 

・オートマチック・トランスミッション：【automatic】（佘中略）オートマチック‐トランスミッシ

ョンの略。自動変速装置。【㊼】 

・オートロック・システム：【和製 auto＋lock】①ドアを閉めると自動的に鍵（かぎ）がかかる

錠（じょう）。自動施錠。②マンションのセキュリティー‐システムの一。共同玄関は施錠

式の自動ドアでの開閉となり、来訪者は居住者の確認なしに入館することができない。▷オ
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ート‐ロック‐システムの略。【㊼】 

・オーバー・パー：オーバー・パー ［over par］①ゴルフで、パーより打数の多いこと。＊

オーバーとも。（佘後略）【㊺】 

・オール・ナイト：若者語で、徹夜のこと。▷オール‐ナイト（all night）の略。【㊼】 

・オフ・セット：オフセット ［offset］平版印刷の 1 つ。版面に付着しているインクをいっ

たんゴム布に音写してから紙に印刷する方法。＊オフセット印刷、オフとも。【㊻】 

・シーズン・オフ：シーズンオフ ［season off和］季節はずれ、時期はずれ、スポーツなど

の休止期間。略してオフ。英語ではオフシーズン。【㊺】 

・オフライン・ゲーム：オフライン ゲーム 【offline game】□新ネットワークに接続しな

い状態でプレーできるコンピューター‐ゲームのこと。オンライン‐ゲーム（ネットワーク

‐ゲーム）に対していう。オフゲ。オフゲー。【㊼】 

・オフ・タートルネック：オフ・タートルネック ［off turtleneck］タートルネックの１種。

首回りがゆったりしているもの。＊オフ・タートルとも。（佘後略）【㊻】 

・オフライン・ミーティング：オフライン・ミーティング 【和製 offline＋meeting】ネットワー

ク上のコミュニティーのメンバー（同じ掲示板に集まる人など）が、実際に顔を合わせる集

まりのこと。この場で初めて顔を合わせる場合も多い。オフミ。オフ会。【㊼】 

・オポジション・パーティー：［opposition］（佘中略）②野党。オポジションパーティー

（opposition party）の略。【㊺】 

・オリジナル・キャラクター：オリジナル キャラクター 【original character】□新独自に

創作したキャラクター（登場人物）。オリキャラ。【㊼】 

・オン・ザ・レコード：［on-the-record］公表される、記録される。オン・ザ・レコードの略。

（佘後略）【㊺】 

 

カの部 

 

・カーゴ・シップ：【cargo】①積み荷。貨物。②カーゴ‐プレーン（貨物機）、カーゴ‐シップ

（貨物船）の略。【㊼】 

・カーゴ・プレーン：【cargo】①積み荷。貨物。②カーゴ‐プレーン（貨物機）、カーゴ‐シッ

プ（貨物船）の略。【㊼】 

・ガード・レール：【guard】（佘中略）⑤ガード‐レールの略。【㊼】 

・キャッシュ・カード：【card】（佘中略）④クレジット‐カード・キャッシュ‐カードなどの略。

【㊼】 

・クレジット・カード：同上。 

・カー・ナビゲーション：カーナビゲーション・システム ［car navigation system］自動車

の運転者が車内で、音声や画面で地図情報を得られるシステム。略してカーナビ。【㊺】 

・バス・ガイド：【guide】（佘中略）③バス‐ガイドの略。（佘後略）【㊼】 
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・カウンター・アタック：カウンターアタック ［counterattack］反撃。逆襲。＊カウンター

とも。【㊻】 

・カウンター・パンチ［counterpunch］ボクシングで、迎えうち、相手が攻撃に出る瞬間、出

すパンチ。＊カウンター、カウンターブローとも。【㊻】 

・カジュアル・ロリータ：（佘前略）ロリータ系のアイテムと一般のアイテムを組み合わせるな

どして、カジュアルに着こなすロリータ‐ファッション。▷カジュアル‐ロリータの略。【㊼】 

・カッパ・ロケット：カッパ・ロケット ［kappa rocket］日本の高層気象観測を行うためのロ

ケット。＊カッパとも〖Kappaはギリシャ語のアルファベットの第 10字〗【㊻】 

・カナディアン・カヌー：カナディアン・カヌー ［Canadian canoe］デッキがオープンにな

っていて、片ひざをついて、ブレードが 1つのパドルでこぐカヌー競技。＊カナディアンと

も。（佘後略）【㊻】 

・カバーリング：カバーリング ［covering］①スポーツで味方選手を援助すること。②ボク

シングなどで相手の攻撃を手や腕で守ること。＊カバーとも。（佘後略）【㊻】 

・カバー・バージョン：カパーバージョン ［cover version］既存の曲を別の音楽家がアレンジ

して直して演奏したもの。カバーとも。【㊺】 

・カポタスト：カポタスト ［capotastoイタリア］弦楽器の音の高さを調節する器具。略し

てカポ。【㊺】 

・ガム・シロップ：ガム・シロップ ［gum syrup］溶かした砂糖に、砂糖の結晶化を防ぐた

めのアラビア・ゴムを加えたもの。＊ガム、ガムシロとも。【㊻】 

・カメラ・アシスタント：カメラ アシスタント 【camera assistant】カメラマンの助手。ま

た、その職業。映像や写真の分野でいう。カメアシ。【㊼】 

・カラー・テレビ：【color】（佘中略）⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。【㊼】 

・カラー・フィルム：【color】（佘中略）⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。【㊼】 

・カラー・コンタクトレンズ：カラー・コンタクト・レンズ⇨カラコン。 カラコン［＜color contact 

lens］色の付いた、おしゃれ用のコンタクト・レンズ。（佘後略）【㊻】 

・ガラパゴス・スマートフォン：（佘前略）ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信などの機能

を搭載したスマートフォンの俗称。ガラパゴス化の象徴である国内独自の機能を搭載する

ことから。（佘中略）▷ガラパゴス‐スマートフォンの略。【㊼】 

・ガーリック・バター：カーリック バター【gralic butter】すりおろした大蒜（にんにく）

を混ぜ込んだバター。ガリバタ。【㊼】 

 

キの部 

 

・キャバシティー：キャパシティー 【capacity】①能力。受容力。うつわ。②容量。容積。

▷略してキャパとも。【㊼】 

・キャミソール・ワンピース：キャミソール・ワンピース【camisole one-piece】キャミソール
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‐ドレスの別称。キャミ‐ワンピとも。（佘後略）【㊼】 

・キャラクター：キャラクター ［character］①性質、特徴。性格、人格。略してキャラ。

（佘後略）【㊺】 

・キャラクター・ゲーム：キャラクター・ゲーム ［character game］アニメやマンガなどに

登場するキャラクターを使ったテレビ・ゲームの総称。＊キャラゲーとも。【㊻】 

・キャラクター・ソング：「キャラクターソング」の略。アニメの登場人物（キャラクター）を

イメージしてアニメの声優が歌う歌。（佘後略）【㊽】 

・キャラバン・シューズ：キャラバン・シューズ ［Caravan shoes和］ゴム底の軽登山靴。＊

キャラバンとも。◆商標。【㊻】 

・キャリア・センター：（佘前略）キャリア‐センターの略。（佘後略）【㊼】 

・ギャル・ゲーム：コンピューター‐ゲームの一種。主要な登場キャラクターが女性である

（男性向け）ゲームの総称。狭義には、女性との疑似恋愛を楽しむ恋愛ミシュレーション‐

ゲームなどをさす。▷ギャル‐ゲームの略。【㊼】 

・キャンペーン・ギャル：キャンギャル 広告・宣伝活動のために、コマーシャルやイベント

などに出演する女性のこと。キャンペーン‐ガール。イメージ‐ガール。▷キャンペーン・

ギャルの略。【㊼】 

 

クの部 

 

・クーリエ・サービス：クーリエ・サービス ［courier service］空の宅配便。国際宅配便。

航空便で小口荷物を海外へ配達・配送する輸送事業。＊クーリエとも。【㊻】 

・クール・ジャズ：クール・ジャズ ［cool jazz］冷静さと知的な要素をもつジャズ。＊クー

ルとも。（佘後略）【㊻】 

・アイス・クライミング：・アイス・クライミング ［ice climbing］氷壁を登ること。＊ク

ライミングとも。（佘後略）【㊻】 

・グラウンド・コンピューティング：クラウド・コンピューティング ［cloud computing］インタ

ーネット上のサーバーにソフトウェアやデータの保管領域を設けて、ユーザーが必要に応

じてアクセスし、それらを利用できるシステム。＊クラウドとも。【㊻】 

・クラウト・サービス：【cloud】（佘中略）③「クラウド‐コンピューティング」「クラウド‐サ

ービス」の略。【㊼】 

・クラシック・レース：クラシック・レース ［classic races］日本の競馬を優駿ゆうしゅん

4 歳馬による５つの GI重賞レース（桜花賞・さつき賞・オークス・日本ダービー・菊花賞）。

＊クラシックとも。（佘後略）【㊻】 

・クラブ・バケット：【grab】グラブ‐バケットの略。クレーンなどの先につけ、二枚貝のよう

に開閉して、石炭・鉱石・土砂などをすくいあげるもの。建設機械や浚渫（しゅんせつ）船

などに用いる。【㊼】 
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・クリアランス：［clear］（佘中略）③陸上競技で、バーを落としたりハードルを倒したりし

ないで跳び越すこと。＊クリアランスとも。（佘後略）【㊻】 

・グリー・クラブ：グリー・クラブ ［glee club］男性合唱団。＊グリーとも。（佘後略）【㊻】 

・エア・クリーナー：【cleaner】（佘中略）③エア‐クリーナーの略。【㊼】 

・クリオ・プレシピテート：［cryoprecipitate］正常な血漿けっしょうの冷却による沈殿物。クリ

オプレシピテートの略。【㊺】 

・クロス・ボール：クロス・ボール ［cross ball］①サッカーで、攻撃側がゴール前にサイ

ドからパスを送ること。まら、そのボール。＊クロス、センタリングとも。（佘後略）【㊻】 

・クロスカントリー・スキー：クロスカントリー・スキー ［＜cross-country skiing］起伏

のある自然の中のコースを走破するスキー。＊クロスカントリー、クロカン（佘中略）とも。

【㊻】 

・グラフィック・イコライザー：グラフィック・イコライザー ［graphic equalizer］再生音を

高音から低音までいくつかの音域に分割し、それぞれボリュームを調整できるようにした

装置。＊グライコとも。【㊻】 

・グラフィック・ボード：（佘前略）グラフィック‐ボード（ビデオカード）の略。（佘後略）【㊼】 

・グランド・チャンピオン：［＜Grand Champion］グランド・チャンピオン。自動車レースや、

バレーボールのワールド・グランド・チャンピオン・カップ、競艇の SGシリーズなどで用

いる。（佘後略）【㊻】 

・グラビア・アイドル：グラビア・アイドル ［gravure idol 和］雑誌のグラビアや写真集な

どで人気を博している女性タレント。＊グラドルとも。【㊻】 

・グループ・チャット：「グループチャット」の略。ＬＩＮＥのグループでチャットすること。

若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・クレジット・カード：（佘前略）クレジット‐カードの略。【㊼】 

・グローバル・スマートフォン：（佘前略）世界市場でのシェアが高いスマートフォンの俗称。国

内向けの独自機能（ワンセグ、赤外線通信など）を追加したガラスマに対していう。▷グロ

ーバル‐スマートフォンの略。（佘後略）【㊼】 

・クンニリングス：クンニリングス ［cunnilingus ラテン］舌・唇などによる女性性器への愛

撫あいぶ。＊クンニとも。（佘後略）【㊻】 

 

ケの部 

 

・ゲーム・センター：ゲームセンター ［game center和］各種ゲーム機器をそろえた遊技場。

略してゲーセン。【㊺】 

・ゲート・フラッグ：ゲート フラッグ 【和製 gate＋flag】新 両端を棒で支える方式の旗。

サッカーの応援で用いる旗など。ゲーフラ。（佘後略）【㊼】 
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コの部 

 

・スケープ・ゴータビリティー：ゴータビリティー ［goatability］貿易摩擦問題などで、特

定の国だけに身代わりのヤギのように責任を押しつけること。スケープゴータビリティー

の略。【㊺】 

・コーディネート：コーディネート ［coordinate］①調整すること。全体的な統一を考える

こと。②アクセサリーや洋服などを全体的な統一性をもたせ組み合わせること。＊コーデと

も。（佘後略）【㊻】 

・コール・オプション：コール・オプション ［call option］株式や債券などを将来の一定期間

内に指定した価格で買う権力。＊コールとも。（佘後略）【㊻】 

・ゴスペル・ソング：ゴスペル・ソング ［gospel song］福音讃美歌。黒人霊歌の一種。＊ゴ

スペル、ゴスペル・ミュージックとも。【㊻】 

・コスト・パフォーマンス：（佘前略）支出した費用に対して得られた満足度の割合。▷コスト‐

パフォーマンスの略。【㊼】 

・コスチューム・プレイ：コスチュームプレー ［costume play］（中略）②和製用法で、人気

キャラクターなどの扮装をして楽しむこと。略してコスプレ。【㊺】 

・コピー・アンド・ペースト：コピー・アンド・ペースト ［copy and paste］パソコンなどの

画面上にある画像、文章などの一部を指定してコピーし、指定した位置に張りつける（ペー

スト）操作。＊コピペとも。（佘後略）【㊻】 

・コミュニティ・カレッジ：（佘前略）ミュニティ‐カレッジの略。 コミュニティー カレッジ

【community college】アメリカで、地域社会のために創設された短期大学。コミカレ。【㊼】 

・コミック・マーケット：［comic market和］漫画の同人誌を発行している人同士の交流、即売

を目的とした集まり。コミックマーケットの略。コミケットとも。【㊺】 

・コラボレーション：コラボレーション ［collaboration］共同。協力。合作。＊コラボとも。

【㊻】 

・コラボレート：コラボレート ［collaborate］共同する。協力する。＊コラボとも。（佘後

略）【㊻】 

・オーデ・コロン：オー・デ・コロン ［eau de Cologne フランス］アルコールに２～５％の

香料を溶かし、水を加えたもの。＊コロンとも。（佘後略）【㊻】 

・コンサバティブ：コンサバティブ ［conservative］保守的な。保守主義の。保守的な人。

＊コンサバとも。（佘後略）【㊻】 

・コンサルティング：コンサルティング・コンサルタント・コンサルテーションの略。 コン

サルティング⁑【consulting】専門的な事柄の相談に応じること。【㊼】 

・コンサルタント：コンサル コンサルティング・コンサルタント・コンサルテーションの略。 

コンサルタント⁑【consultant】ある分野についての経験や知識をもち、顧客の相談にのっ

て、指導や助言を行う専門家。特に、企業の経営・管理術などについて、指導や助言をする
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専門家。相談役。【㊼】 

・コンサルテーション：コンサル コンサルティング・コンサルタント・コンサルテーションの

略。 コンサルテーション【consultation】①専門家などに相談したり、診断を受けたりす

ること。特に、企業が経営などについて、外部の機関に相談すること。②専門家による会議。

審議会。協議会。【㊼】 

・ツアー・コンダクター：【conductor】①オーケストラなどの指揮者。②ツアー・コンダクタ

ーの略。【㊼】 

・コンドミニアム：コンドミニアム ［condominium］①共同管理。②分譲マンション。③台所

付きのホテル。＊コンドとも。【㊻】 

・コンパチビリティー：コンパチビリティー ［compatibility］交換性。システムの各装置、

データ・ファイル（またはデータベース）、ソフトウェアなどが、他のシステムにそのまま

使えること。＊コンパチとも。【㊻】 

・コンピレーション：コンピレーション［compilation］すでに発売したアルバムから曲を選び

出して、新たな目的のもとに編集すること。＊コンピとも（佘後略）（後略）【㊻】 

・コンビニエンス・ストア：コンビニエンスストア［convenience store］食品や日用品をそろえ、

昼夜無休など長時間営業する小規模ストア。略してコンビニ、CVS。【㊺】 

・コンプリート：コンプリート ⁑【complete】①すべての部分が完全にそろっていること。

最初から最後まで完結していること。②俗に、コレクションを完成させることや、ゲームを

完全に終了させること。コンプリ。コンプ。【㊼】 

・コンプリート：同上。 

・コンサート・マスター：（佘前略）コンサート‐マスターの略。【㊼】 

・コンサート・ミストレス：コンサート ミストレス 【concertmistress】（佘中略）女性のコ

ンサート‐マスター。コンミスとも。【㊼】 

 

サの部 

 

・サスペンション：サスペンション ［suspension］①車両の懸架装置。機械の防振装置。略し

てサス。【㊺】 

・サブオーディネート：（佘中略）２［sub-］①野球などの補欠選手。サブスティテュート

（substitute）の略。②補佐官、助手。サブオーディネート（subordinate）の略。【㊺】 

・サブアカウント：サブ アカウント 【sub account】ネットワーク上のサービスで、同一

人物が複数のアカウントを所有している場合、そのうち副次的に利用されているアカウン

トのこと。サブアカ。副アカ。副アカウント。（佘後略）【㊼】 

・サブカルチャー：サブカルチャー 【subculture】ある社会に支配的にみられる文化に対し、

その社会の一部の人々を担い手とする独特な文化。例えば、若者文化・都市文化など。副次

文化。下位文化。サブカル。【㊼】 
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・サブノート・パソコン：サブノートパソコン ［subnotebook personal computer］ノートパ

ソコンを小型化、軽量化したパソコン。サブノートとも。【㊺】 

・サプリメント：サプリメントの略。 サプリメント⁑【supplement】日常生活で不足しやす

い栄養成分の補給や特別の保険の用途に適する食品のうち、錠剤・カプセルなど通常の食品

の形態でないもの。（佘後略）【㊼】 

・サラウンド・システム：サラウンド・システム ［＜surround-sound system］周囲に４個以

上のスピーカを配して、コンサート・ホールや映画館の臨場感を出す再生音響システム。＊

サラウンドとも。（佘後略）【㊻】 

・サルコー・ジャンプ：サルコー・ジャンプ ［Salchow jump］フィギュア・スケートで、片足

で後進し踏み切り、空中１回転し、反対の足で着氷するジャンプ。＊サルコーとも。【㊻】 

・サンタン・オイル：サンタンオイル ［suntan oil］日焼け用オイル。サンオイルとも。

【㊺】 

・サンデー・ドライバー：サンデー・ドライバー ［Sunday driver和］平日は車を使わず、休

日のみ用いるドライバー。＊サンドラとも。【㊻】 

 

シの部 

 

・ジーンズ・ジャンパー：ジーンズ・ジャンパー ［jeans jumper和］青や紺色のジーン製の

ジャンパー。＊ジージャン（Gジャン）とも。【㊻】 

・システム・アドミニストレーター：システム・アドミニストレーター⇨シスアド。 シスアド［＜

system administrator］システム管理者。情報システムの利用者の立場から、LANなどのネ

ットワーク全体の運営・管理を行う人。（佘後略）【㊻】 

・システム・オペレーター：システム・オペレーター⇨シスオペ。 シスオペ［＜system operator］

ネットワークのホスト・コンピューターを操作する人。また、BBS（電子掲示板）を主催す

る人。（佘後略）【㊻】 

・シスター・コンプレックス：［＜sister complex和］自分の姉妹（特に妹）に恋愛感情を抱く男

性。＊シスター・コンプレックスとも。（佘後略）【㊻】 

・システム・コンポーネント：システム・コンポーネント ［system component和］アンプ、ス

ピーカー、プレーヤー、デッキなどを１セットにしたコンポーネント型のオーディオ装置。

＊シスコン、システム・コンポとも。【㊻】 

・シネマ・コンプレックス：シネマコンプレックス ［cinema complex］複数の映画館が一つの

建物に集まる複合映画施設。略してシネコン、シネプレックスとも。【㊺】 

・シフト・キー：シフト・キー ［shift key］キーボード上で、入力するキーの役割を変え

るキー。ローマ字の大文字、小文字を切り替えるためなどに用いられる。＊シフトとも。【㊻】 

・ジャーマン・スープレックス・ホールド：ジャーマン・スープレックス・ホールド ［German Supplex 

hold］プロレスなどで、背後から相手に組みつき後ろに投げ、そのままブリッジの姿勢でフ
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ァールする技。＊ジャーマンとも。【㊻】 

・アイ・シャドー：アイシャドー ［eye shadow］まぶたに塗る化粧品。目もとに陰影を付け

る。シャドーとも。【㊺】 

・シャトル・コック：シャトルコック［shuttlecock］バドミントンで使う羽根球。シャトルと

も。【㊺】 

・スペース・シャトル： スペースシャトル ［Space Shuttle］NASAが開発した有人宇宙往復

船。略してシャトル。【㊺】 

・ジャパニーズ・メタル：（佘前略）日本人ミュージシャンによるヘビー‐メタル。ジャパニー

ズ‐メタル。▷Japanese metalから。【㊼】 

・ジャンパー・スカート：ジャンパースカート ［jumper skirt和］袖のない胴着とスカート

がつながった婦人服。ジャンパーとも。【㊺】 

・ジョイント・コンサート：ジョイント・コンサート ［joint concert］合同演奏会。２人・２

組以上の音楽家やミュージシャンによって行うコンサート。＊ジョイントとも。【㊻】 

・ショート・サーキット：ショート・サーキット［short circuit］短絡。（佘中略）ショートと

も。（佘後略）【㊻】 

・ショート・パンツ：ショート・パンツ ［short pants］半ズボン。＊ショーパン、ショー

ツとも。【㊻】 

・ディスク・ジョッキー：ディスクジョッキー ［disk jockey］音楽をかけながらおしゃべり

をはさむラジオ番組の司会者。略してジョッキー、DJ。【㊺】 

・シングルス：シングル 【single】（中略）③シングルスの略。テニス・卓球・バドミント

ンなどで、一人対一人の試合。（佘後略）【㊼】 

・シングル・プレーヤー：シングルプレーヤー ［single player］ゴルフで、ハンディキャップ

が１桁けたのプレーヤーのこと。シングルとも。【㊺】 

・シングル・ベッド：【single】（佘中略）④シングル‐ベッドの略。また、（ホテルなどで）一

人用の客室。（佘中略）⑥シングル‐ヒットの略。（佘後略）【㊼】 

・シンクロナイズド・スイミング：シンクロ【synchro】①⇨シンクロナイズ ②⇨シンクロナイズド

‐スイミング。【㊼】 

・シンセサイザー：シンセサイザー ［synthesizer］さまざまな音色を合成する電子楽器。略

してシンセ。【㊺】 

・シンチレーション・カメラ：シンチレーション・カメラ ［scintillation camera］体内に投

与した放射線放出薬剤の分布をフィルムに画像化する装置。＊シンチ・カメラ、ガンマ・カ

メラとも。【㊻】 

 

スの部 

 

・スイート・ルーム：［suite］①（ホテルの）高級な続き部屋。寝室・居間・浴室などが組み
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になっている。＊スイート・ルームとも。（佘後略）【㊻】 

・スーパー・ストア：スーパーストア ［superstore］衣料・雑貨中心のセルフサービス式大

型小売店。略してスーパー。【㊺】 

・スウィフト・ボール：［swift］（佘中略）②野球での速球。スウィフトボール（swift ball）

の略。【㊺】 

・スウェー・バック：スウェー・バック ［sway back］ボクシングで、上体を後ろに反らして

相手のパンチをかわす防衛法。＊スウェー、スウェーイングとも。【㊻】 

・スウェット・シャツ：スウェット・シャツ ［sweat shirt］ジャージーを使った丸首長袖な

がそでの汗取り用のシャツ。スポーツウェアのほか、カジュアル・シャツとしても用いられ

る。＊スウェット、トレーナーとも。【㊻】 

・スカトロジー：スカトロジー ［scatology］糞尿譚ふんにょうたん。糞便学。排泄はいせ

つ物や排泄行為を誇張するわいせつ趣味。＊スカトロとも。【㊻】 

・スクリーン・ショット：「スクリーンショット」の略。携帯電話の画面に表示されているもの

を撮影すること。画像にすること。若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・スクール・バック：（佘前略）若者語で、スクール‐バッグ（学校鞄）の略。特に、革製の鞄

ではない学校指定のボストン‐バッグをさす。【㊼】 

・スクランブル・エッグ：スクランブル［scramble］（中略）②スクランブルエッグの略。いり

卵。（佘後略）【㊺】 

・スケルトン・ブラシ：スケルトン・ブラシ ［skeleton brush］目の粗いヘア・ブラシ。＊

スケルトンとも。（佘後略）【㊻】 

・スターティング・メンバー：スターティングメンバ―［starting member和］試合開始時の出場

選手。先発メンバー。略してスタメン。【㊺】 

・ステージ・マネジャー：ステージマネジャー［stage manager］舞台主任。略してステマネ。

【㊺】 

・スター・バックスコーヒー：「スターバックスコーヒー」の略。若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・スタンダート・ナンバー：スタンダードナンバー ［standard number］時代を超えて愛好、

演奏される軽音楽曲。スタンダードとも。【㊺】 

・グロー・スタンター：グロー・スターター ［glow starter］点灯管（佘中略）＊グロー・

ランプ、スターターとも。【㊻】 

・スタント・マン：スタントマン ［stunt man］映画などで、危険な役どころを俳優に代わ

ってこなす人。スタントとも。【㊺】 

・ステアリング：ステアリング ［steering］①（船・車・飛行機などの）舵かじ取り。操縦。

方向可変装置。（中略）②ハンドルや舵の切れ具合。＊ステアとも。【㊻】 

・ステアリング・ホイール：【steering】①ステアリング‐システムの略。自動車の方向変換装

置。②ステアリング‐ホイールの略。自動車などのハンドル。【㊼】 

・ステルス・マーケティング：（佘前略）ステルス‐マーケティングの略（佘後略）。 ステルス マ
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ーケティング【stealth marketing】新仕掛け人の存在や意図を、消費者に悟られないよう

な手法によって行う宣伝活動。一般人を装った担当者が、街角でさりげなく商品を持ち歩く

ような手法など。ステマ。【㊼】 

・ストレート・パーマ：ストレートパーマ ［straight permanent wave］縮れた髪などを直毛

にするパーマ。略してストパー。【㊺】 

・コミックス・ストリップ：［strip］（佘中略）③連続漫画。コミックストリップ（comic strip）

の略。【㊺】 

・ストレート・パーマ：ストレートパーマ ［straight permanent wave］縮れた髪などを直毛

にするパーマ。略してストパー。【㊺】 

・スノー・ボード：スノーボード ［snowboard］１枚の幅広の板に乗ってゲレンデを滑るウ

インター・スポーツ。また、その板。＊スノボ、スノボーとも。【㊻】 

・スノー・ボード：同上。 

・スーパー・コンピューター：スーパーコンピューター ［supercomputer］超高速コンピュータ

ー。科学技術計算などのために高速の処理ができるコンピューター。＊スパコンとも。【㊻】 

・スーパー・モデル：「スーパーモデル」の略。若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・スプリット・タイム：スプリット・タイム ［split time］マラソンなどで、特定の距離ご

とに要した経過時間。＊スプリットとも。【㊻】 

・スポーツ・チャンバラ：スポーツ‐チャンパラの略。 スポーツ チャンパラ【和製 sports

＋chambara】簡単な防具を着用し、空気を入れた棒状の道具で打突して勝負を争う競技。体

のどこを打っても一本となる。日本で考案。【㊼】 

・スポーツ・ブラ：スポーツ ブラ 【sports bra】スポーツ時の着用に適した構造のブラジ

ャー。スポブラ。【㊼】 

・スリッポン・シューズ：［slip-on］①ひもや金具がなく足を滑り込ませるだけで履ける靴。＊

スリッポン・シューズとも。（佘後略）【㊻】 

・スレッド：スレッド ［tread］（佘中略）③電子掲示板やメーリング・リストなどで、１つ

の話題に関する一連の記事・話題。＊スレとも。【㊻】 

 

セの部 

 

・セーブ・ポイント：セーブポイント ［save point］プロ野球で、リードを守り続けて勝利に

導いた救援投手に与えられた得点。セーブとも。【㊺】 

・セールス・マン：【sales】（佘中略）②「セールスマン」の略。外交販売員。【㊼】 

・セクシュアル・ハラスメント：セクシュアルハラスメント ［sexual harassment］職場などで

の性的いやがらせ。略してセクハラ。【㊺】 

・セックス・フレンド：セックス・フレンド⇨セフレ。 セフレ［＜sex friend和］性的関係だ

けを目的にした友人。＊セックス・フレンドとも。（佘後略）【㊻】 
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・セルロイド：セルロイド ［Celluloid］半透明のプラスチックの一つ。ニトロセルロース

と樟脳しょうのうから作られる。略してセル。【㊺】 

・セル・モーター：セル・モーター ［cell motor 和］電池で動かす電動機。自動車などの始

動に使う。＊セルとも。〖英語は self-starter〗【㊻】 

・セルラー・ホン：セルラー・ホン ［cellular phone］セルラー方式を用いた携帯電話など

の移動電話。＊セルラー電話、セル・ホンとも。【㊻】 

・セレブリティー：セレブリティー ［celebrity］名士、有名人。略してセレブ。【㊺】 

・センディング・サービス：［sending］①送ること。送信。②ツアー旅行などで、専門業者が旅

行客に空港で航空券を渡すなど、出発当日の手続きをすること。＊センディング・サービス

とも。【㊻】 

・セントラル・リーグ：【central】（佘中略）②日本のプロ野球リーグの一。セントラル‐リー

グの略。【㊼】 

 

ソの部 

 

・ソープ・ランド：ソープ・ランド ［soap land和］女性が性的サービスをする特殊浴場。＊

ソープとも。【㊻】 

・ソーシャルメディア・ハラスメント：「ソーシャルメディアハラスメント」の略。ＳＮＳに関連ん

した嫌がらせ。（佘後略）【㊽】 

・ソウル・ミュージック：［soul］（佘中略）②黒人音楽。ソウルミュージックの略。【㊺】 

・ソフトコンタクト・レンズ：ソフト・コンタクト・レンズ ［soft contact lens］酸素透過

性がよく、目に入れても違和感の少ない柔らかいプラスチックを使ったコンタクト・レンズ。

＊ソフト・コンタクト、ソフト・レンズとも。（佘後略）【㊻】 

・ラジオ・ゾンデ：【ドイツ Sonde】（佘中略）②ラジオ‐ゾンデの略。気球に小型の自動観測器

をとりつけた上層気象観測装置。【㊼】 

 

タの部 

 

・ダーリン：「ダーリン」の略。彼氏。または援助交際のお金を出してくれる男性。女子の若

者ことば。（佘後略）【㊽】 

・ターコイズ・ブルー：ターコイズ・ブルー ［turquoise blue］トルコの石のような青緑色。

＊ターコイズとも。（佘後略）【㊻】 

・ダート・コース：ダート・コース ［dirt course］細かい土砂で水はけのよい競馬場の走路。

＊ダート、ダート・トラックとも。（佘後略）【㊻】 

・ターフ・コース：［turf］①芝、芝生。②競馬場の芝生のコース。ターフコースの略。【㊺】 

・ダービー・マッチ：ダービー・マッチ ［derby match］サッカーで、ホームダウンが同じ都
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市、または同じ地域である２チームによって行われる試合。＊ダービーとも。（佘後略）【㊻】 

・タイト・スカート：タイト・スカート ［tight fit］スリム・スカートの１つ。体の線にぴ

ったりとフィットしたスカート。＊タイトとも。【㊻】 

・タイム・アウト：タイムアウト ［time-out］試合時間の制限がある競技で、作戦打ち合わ

せや選手交代などで一時試合を中断すること。＊タイムとも。（佘後略）【㊻】 

・ダイニング・キッチン：ダイニングキッチン ［dining kitchen和］台所兼食堂。ダイニン

グとも。略は DK。【㊺】 

・ダッグ・マッチ：ダッグマッチ ［tag match］プロレスで２人以上が組んでする試合。タッ

グとも。【㊺】 

・ダッシュ・ボード：ダッシュボード ［dashboard］自動車の計器盤。ダッシュとも。【㊺】 

・タッパー・ウェア：タッパーウェア ［Tupperware］ポリエチレン製の密閉容器。アメリカ

のタッパーウェア社の製品。＊タッパーとも。◆商標。【㊻】 

・タブレット：タブレット ［tablet］①銘を彫り込んだ金属や石の板。②錠剤。③ペンや指

先などを使ってコンピューターを操作する装置。（中略）④鉄道の通行票。⑤はぎとり式メ

モ帳。＊タブとも。【㊻】 

・タブロイド：タブロイド ［tabloid］普通版の新聞１ページの半分の大きさの新聞。＊タ

ブとも。（佘後略）【㊺】 

・ダブル・カフス：【double】①ダブル‐ブレストの略。洋服の上衣・外套などの前身頃が広く、

ボタンが２列になっているもの。②ダブル‐カフスの略。折り返して二重になっているカフ

ス。（佘後略）【㊼】 

・ダブル・ベッド：［double］（佘中略）⑥⇨ダブル・ベッド。 ダブル・ベッド［double bed］

２人用の１つの寝台。（佘後略）【㊻】 

・ダブル・ルーム：ダブルルーム ［double room］ホテルで、ダブルベッドを備えた２人用の

客室。略してダブル。（佘後略）【㊺】 

・ダンス・ドリル：ダンス・ドリル ［dance drill］スポーツ大会の開会式や閉会式などで

集団で踊るダンスの総称。＊ダンドリとも。【㊻】 

 

チの部 

 

・チェッカー・フラッグ：チェッカーブラッグ ［checkered flag］自動車競走でスタートや

ゴールの合図に振る市松模様の旗。略してチェッカー。【㊺】 

・チェック・メート：チェックメート ［checkmate］チェスで、詰み。王手。チェックとも。

【㊺】 

・チノ・パンツ：チノ・パンツ ［chino pants］丈夫なチノ・クロスでつくったパンツ。＊

チノパンとも。【㊻】 

・チャイルド・アイドル：「チャイルドアイドル」の略で、小学生の少女タレント。モデルやド
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ラマの出演もこなす。中森明夫の造語。（佘後略）【㊽】 

・チョーク・コイル：チョークコイル ［choke coil］高周波電流を遮断するコイル。略して

チョーク。【㊺】 

・チョーク・スリーパー：［choke］（佘中略）③プロレスで、相手の首を絞め、息を詰まらせるこ

と。ふつう反則となる。＊チョーク・スリーパーとも。【㊺】 

 

ツの部 

 

・ツアー・コンダクター：ツアー・コンダクター ［tour conductor］団体旅行の添乗員。略し

てツアコン。【㊺】 

・ツーピース・ドレス：［two-piece］上と下とに分かれた服。＊ツーピース・ドレスとも。（佘

後略）【㊻】 

 

テの部 

 

・ディファレンシャル・ギア：［differential gear］差動歯車。自動車の駆動装置などに利用され

る。ディファレンシャルギアの略。デフギアとも。【㊺】 

・テーラード・スーツ：テーラード・スーツ ［tailored suit］紳士服のように仕立てた女性

用の上下服。＊テーラードとも。【㊻】 

・デキシーランド・ジャズ：デキシーランドジャズ ［Dixieland jazz］創始期のジャズ。米国

ニューオーリンズで始まった。デキシーランドは南部諸州の俗称で、略してデキシー。【㊺】 

・テクノロジー：［tech］テクノロジー、テクニカル、テクニックなどの略。【㊺】 

・テクニカル：同上。 

・テクニック：同上。 

・テクノ・ポップ：テクノポップ［technopop］シンセサイザーやリズム・マシーンを多用した

ポップ・ミュージック。無機的なビートと人工的なテクノサウンドが特徴。＊テクノとも。

【㊻】 

・テクニカル・ハラスメント：テクニカルハラスメント ［technical harassment］コンピュー

ターなどの情報機器を使えないことに対するいやがらせ。略してテクハラ。テクノロジーハ

ラスメントとも。【㊺】 

・デグレート：デグレート 【degrade】新 ソフトウエア開発で、バージョンを上げた（改

善を加えた）にもかかわらず、以前より品質や機能が悪くなること。ソースが何らかの理由

で先祖返りする場合など。デグレ。（佘後略）【㊼】 

・デコレーション：（佘中略）デコレーションの略。【㊼】 

・デコレーション・チョコレート：「デコレーションチョコレート」の略。バレンタインデーに友

だちの女子に渡す砂糖のカラフルな粒などで派手に飾り付けたチョコレート。（佘後略）【㊽】 
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・デコレーション・トラック：デコレーション トラック 【和製 decoration＋truck】電飾、イ

ラストレーションなどによって、派手な内外装を施したトラックの総称。デコトラ。（佘後

略）【㊼】 

・デコ・メール：デコメール ［Deco-mail］携帯電話によるメール・サービスの１つ。イラ

ストなどの画像をメールの背景や文中に配置したりできる。＊デコメ、デコレーション・メ

ールとも。◆商標。【㊻】 

・デジタル・カメラ：デジタルカメラ ［digital camera］CCD（電荷結合素子）を使い、画

像をデジタル信号に置き換えて記録するカメラ。略してデジカメ。【㊺】 

・デジタル・ロック：デジタル・ロック ［digital rock］テクノサウンドなどを取り入れた

ロック。＊デジロックとも。【㊻】 

・デモ・テープ：デモ・テープ ［demo tape］①歌手などの売り込みようテープ。②試聴用テ

ープ。＊デモとも。【㊻】 

・デリバリー：①デリカテッセンの略。②デリバリーの略。 デリバリー⁑【delivery】①配

達。配送。②客から注文を受けて、料理などの商品を短時間で届ける商売。（佘後略）【㊼】 

・デリカテッセン：デリカテッセン［Delikatessenドイツ］調理済み食品や洋風総菜を売る店。

略してデリ、デリカ。【㊺】 

・デリカテッセン：同上。 

・デリバリー・ヘルス：デリバリー・ヘルス ［delivery health 和］出張ヘルス。自宅やホテ

ルなどに女性（デリヘル嬢）を派遣する、無店舗型性風俗営業の１つ。＊デリヘルとも。【㊻】 

・テレホン・アポインター：テレホン・アポインター ［telephone appointer］電話で商品やサ

ービスの販売・営業を行う人。＊テレアポとも。【㊻】 

・テレホン・アポイントメント：電話勧誘販売で行われる勧誘行為の俗称。また、そのような職業

の俗称。▷テレホン‐アポイントメントの略。【㊼】 

・テレホン・クラブ：［telephone club和］風俗の営業の一つ。女性がかけてくる電話を店内

で受け、会話を楽しむもの。テレホンクラブの略。【㊺】 

・テープ・レコーダー：［tape recorder］磁気テープを用いた録音再生装置。テープレコーダー

の略。【㊺】 

・テンプレート：（佘中略）雛型（ひながた）。定型。▷テンプレートの略。 テンプレート⁑

【template】①プラスチック板に文字・図形などの外形をくりぬいた製図工具。②コンピュ

ーターのキーボード上に置いて使う、各キーの機能を示したシート。③コンピューターのア

プリケーション‐ソフトに付いているサンプル‐データ集。特に、表計算ソストのコラムや

フィールドの割り当てを示す枠組み。ファーム集。（佘後略）【㊼】 

 

トの部 

 

・トート・バッグ：トート・バッグ ［tote bag］長方形や台形の口の開いた手提げバッグ。
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布製やナイロン製が多い。＊トートとも。（佘後略）【㊻】 

・ドクター・ハラスメント：ドクター・ハラスメント ［doctor harassment和］医者や医療従

事者による患者への嫌がらせ。病状や治療方針に関する暴言などで、患者を不快にさせるこ

と。＊ドクハラとも。【㊻】 

・トップス：トップス ［tops］上衣。上半身に着ける衣類の総称。＊トップとも。（佘後略）

【㊻】 

・ドライ・ビール：ドライ・ビール ［dry beer］辛口ビール。（佘中略）＊ドライとも。【㊻】 

・デバイス・ドライバー：デバイスドライバー ［device driver］コンピューター周辺機器を

作動させるためのソフトウェア。略してドライバー。【㊺】 

・トラック・バック：トラックバック ［trackback］ブログの機能の１つ。自分のブログ上に

関連したブログを紹介（リンクを張る）する機能。＊略語 TB、トラバとも。【㊻】 

・トランジスター・メガホン：電気的に音声を増幅する拡声器（メガホン）のこと。▷トランジス

ター‐メガホンの略。【㊼】 

・ドライブ・レコーダー：ドライブ‐レコーダーの略。（佘後略） ドライブ レコーダー【和

製 drive＋recorder】自動車に搭載する走行データ記録装置の一。（佘後略）【㊼】 

・ドリップ・コーヒー：ドリップ・コーヒー ［drip coffee］ドリッパーから滴下させて入れ

る方式のコーヒー。＊ドリップとも。【㊻】 

・トレーティング・カード：トレーディング・カード ［trading card］有名なスポーツ選手や

アニメのキャラクターなどの写真・絵の入ったカード。＊トレカとも。（佘後略）【㊻】 

・トレーニング・センター：トレーニングセンター ［training center和］①さまざまな運動

用具を備えたスポーツ施設。②競走馬を調教、管理する施設。いずれも、略してトレセン。

【㊺】 

・ドレッド・ヘア：ドレッド・ヘア ［dread hair 和］髪を少しずつ束ね、ちりちりにしたヘ

アスタイル。＊ドレッドとも。（佘後略）【㊻】 

・トレンチ・コート：トレンチコート ［trench coat］ダブルの打ち合わせでベルトを締めて

着る防水コート。トレンチとも。【㊺】 

・ドロー・ボール：【draw】（佘中略）④ゴルフで、真っすぐに飛んでいたボールが、右打ちの

場合左に、左打ちの場合右に少し曲がりながら落下していく球すじのこと。ドロー‐ボール

の略。【㊼】 

・ドン・ペリニョン：ドンペリ［＜Cuvée Don Perigono フランス］シャンパンの１つ。高級品

として知られる。＊ドン・ペリニョンとも。【㊻】 

 

ナの部 

 

・ナックル・フォア：ナックル・フォア ［knuckle four 和］スライディング・シートをつけ

た幅の広い人こぎのボート。＊ナックルとも。【㊻】 



- 229 - 

 

・ナビゲーター：ナビゲーターの略。また、ナビゲーションの略。（佘後略）【㊼】 

・ナビゲーション：ナビゲーターの略。また、ナビゲーションの略。（佘後略）。 ナビゲーター

【navigator】①航法士。航海士。②自動車のラリーで、速度や方向を指示する同乗者。【㊼】 

・ナンバー・クロスワードパズル：［＜number crossword和］クロスワード・パズルの１つ。＊ナ

ンバー・クロスワード・パズルとも。【㊻】 

 

ニの部 

 

・ニトログリセリン：ニトログリセリン ［nitroglycerin］グリンセリンに硝酸と硫酸を作用

させてつくる爆発性の液体。ダイナマイトの基剤などのほか、狭心症の発作を抑える薬剤に

も用いる。＊ニトロとも。【㊻】 

・ニューエージ・ミュージック：ニューエージ・ミュージック ［newage music］環境の調和と

空間の快適さを求める自然志向の音楽。略してニューエージ。【㊺】 

 

ヌの部 

 

・ヌード・サンダル：「ヌードサンダル」の略。鼻緒のついていないサンダルの名。（佘後略）

【㊽】 

 

ネの部 

 

・ネーティブ・スピーカー：ネーティブスピーカー ［native speaker］ある言葉を母語とする

人。略してネーティブ。【㊺】 

・ネオ・コンサーバティブ：ネオコンサーバティブ ［neo-conservatives］アメリカの新保守主

義。国際秩序の確立のため、アメリカの価値観を世界に広めようとする考え方。略してネオ

コン。【㊺】 

・ネオナチズム：［＜Neo-Nazism］新ナチズム。（佘中略）＊ネオナチズムとも。【㊻】 

・ネガティブ・キャンペーン：（佘前略）俗に、ネガティブ‐キャンペーンの略。（佘後略） ネ

ガティブ キャンペーン【negative campaign】相手の政策上の欠点や人格上の問題点を批

判して信頼を失わせる選挙戦術。また、広告で他社商品の短所を強調する宣伝方法。【㊼】 

・ネガティブ・コメント：ネガティブ コメント 【negative comment】新 否定的意見。特に

ネット利用者の俗語で、ブログなどに書き込まれる否定的コメント。（佘中略）ネガコメ。

【㊼】 

・インターネット：インターネット ［Internet］異なるコンピューター・ネットワークが相

互に接続された世界規模の通信ネットワーク。＊ネットとも。【㊻】 

・ネット・アイドル：ネットアイドル ［net idol和］インターネット上を活動の場としてい
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るアイドル。CG などを用いた架空のキャラクターなど、さまざまな形態がある。＊ネトア

とも。【㊻】 

・ネット・ゲーム：ネットワークゲームの略（佘後略）。 ネットワーク ゲーム【network game】

⇨オンライン‐ゲーム。【㊼】 

・インターネット・フォークロア：［＜internet folklore］インターネット上で広まるうわさ話、

都市伝説。＊インターネット・フォークロアとも。【㊻】 

 

ノの部 

 

・ノー・ギャランティ：［no guarantee和］無報酬。【㊺】 

・ノー・コントロール：［no control］野球で、投手のコントロールが悪いこと。【㊺】 

・ノー・スリーブ：【和製 no＋sleeve】袖のないこと。袖のない洋服。スリーブレス。ノース

リ。【㊼】 

 

ハの部 

・パーシャル・フリージング：パーシャル・フリージング ［partial freezing］微凍結法。鮮

度を保つために－３℃前後で鮮魚などを貯蔵する方法。＊パーシャルとも。【㊻】 

・ハードコンタクト・レンズ：ハード・コンタクト・レンズ ［hard contact lens］硬質プラ

スチック製のコンタクト・レンズ。＊ハード・コンタクトとも。（佘後略）【㊻】 

・ハーフサイズ・カメラ：［half size］（佘中略）②35mm 判フィルムの１カット分（フルサイ

ズ）が２等分（24×18mm）されて２カット写せる小型カメラ。＊ハーフサイズ・カメラとも。

（佘後略）【㊻】 

・パーマネント：パーマネント【permanent】（佘中略）②パーマネント‐ウエーブの略。熱や

薬品などで頭髪をカールさせたり波打たせたりすること。パーマ。【㊼】 

・バイオテクノロジー：バイオテクノロジー ［biotechnology］生命工学。生物工学。（中略）

略してバイオ、BT。【㊺】 

・ハイオク・ガソリン：ハイオク・ガソリン ［＜high-octane gasoline］オクタンの価の高い

ガソリン。＊ハイオク、ハイオクタンとも。（佘後略）【㊻】 

・バイオニクス：バイオニクス［bionics］生物工学。生物のもつ優れた機能を人工的に実現

し、人間工学や電子工学に応用する。＊バイオとも。【㊻】 

・ハイキー・トーン：ハイキー・トーン ［high-key tone］映画や写真などで、明るい照明で

陰影をつけた画調。＊ハイキーとも。（佘後略）【㊻】 

・ターン・パイク：ターンパイク ［turnpike］①有料高速道路。②高速道路の料金徴収所。

＊パイクとも。【㊻】 

・ハイスピート・ステール：ハイスピート・スチール ［high-speed steel］高速度鋼。金属切削

用の工具に使用。略してハイス。【㊺】 
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・ハイ・ソサエティー：ハイ・ソサエティー ［high society］上流社会。＊ハイソとも。【㊻】 

・パイロット・ランプ：⁑【pilot】（中略）④パイロット‐ランプの略。 パイロット ラン

プ【pilot lamp】装置の運転状況などを示す表示灯。【㊼】 

・ハウス・ミュージック：ハウス・ミュージック ［house music］1980年代後半にアメリカのシ

カゴで生まれたテクノポップに似たアップテンポのダンス・ミュージック。＊ハウスとも。

【㊻】 

・ハザード・ランプ：【hazard】（佘中略）③ハザード‐ランプの略。自動車の緊急警告灯。【㊼】 

・パシフィック・リーグ：パシフィックリーグ ［Pacific League］日本のプロ野球のリーグ

の一つ。略してパ・リーグ、パシフィック。（佘後略）【㊺】 

・パチンコ：（佘前略）俗に、パチンコの俗称。【㊼】 

・バック・ギア：バック・ギア ［back gear］①車の後進ギア。＊バックとも。◆和製用法。

〖英語は reverse gear〗（佘後略）【㊻】 

・パッケージ・プログラム：パッケージ・プログラム ［package program］でき合いの番組。＊

パッケージとも。【㊻】 

・ハッピー・ハードコア：ハッピー ハードコア 【happy hardcore】新 テクノ（ダンス‐ミ

ュージック）の一。オランダのロッテルダム‐テクノなどが発展したもの。速いテンポ、う

ねるようなサウンド、明るいメロディーを特徴とする。ハピコア。（佘後略）【㊼】 

・パブ（public houseの略）：［pub］イギリスの大衆酒場（public house）の略。【㊺】 

・パラノイア：パラノイア［paranoia］妄想性障害。パラノとも。【㊺】 

・パリ・コレクション：パリ・コレクション ［Paris Collection］パリで行われる高級注文

服と高級既製服の発表会。＊パリコレとも。【㊻】 

・パリダカール・ラリー：パリダカール・ラリー ［Paris-Dakar Rally］ヨーロッパからアフリ

カの砂漠を通り、セネガルのダカールに至る自動車・オートバイの冒険レース。＊パリダカ、

ダカール・ラリーとも。（佘後略）【㊻】 

・ハロー・ワーク：（佘前略）ハロー‐ワーク（公共職業安定所）の俗称。 ハロー ワーク

【和製 Hello＋Work】公共職業安定所のニック‐ネーム。【㊼】 

・パワー・コンディショナー：パワー コンディショナー 【power conditioner】新 太陽光発

電や燃料電池で得られる直流の電気を、家庭で利用できる交流に変換する装置。パワコン。

【㊼】 

・パワー・ステアリング：パワー・ステアリング ［power steering］車のステアリングの操作

を倍力装置で補助することによって軽くしたもの。（佘中略）＊パワステとも。【㊻】 

・パワー・ハラスメント：パワーハラスメント ［power harassment 和］上司の部下に対する、

職権を利用したいやがらせ。略してパワハラ。【㊺】 

・バラエティ・アイドル：「バラエティアイドル」の略。『週刊宝石』第一巻第四号（一九九〇年

二月）に「元祖バラドル松本明子」という記事がある。（佘後略）【㊽】 

・ハング・アップ：【hang】（佘中略）③ハング‐アップの略。 ハング アップ【hang up】コ
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ンピューターなどが、操作不能な状態で異常停止すること。ロック‐アップ。【㊼】 

・パンジー・ジャンプ：バンジー・ジャンプ ［bungy jump］足または体にロープを結び付け、

高い所から飛降りてスリルを味わう遊び。＊パンジーとも。【㊻】 

・キー・パンチャー：［puncher］（佘中略）②キーパンチャーの略。【㊺】 

・ハンドル・ネーム：ハンドルネーム ［handle name］インターネットなどで使われる別名、

仮名。ハンドルとも。【㊺】 

・パンフレット：パンフレット［pamphlet］簡単な小冊子。宣伝用の簡易資料。略してパンフ。

【㊺】 

・ハンド・マスター：バンドマスター ［bandmaster］楽団のリーダー。指揮者。略してバン

マス。【㊺】 

 

ヒの部 

 

・ラジオ・ビーコン：【beacon】①航路や航空路などの標識や標識灯。②ラジオ‐ビーコンの略。

無線標識。【㊼】 

・ピコット：ピコット［picot］レース編みや毛糸編みなどの縁を飾る小さな輪。＊ピコとも。

【㊻】 

・ビデオ・レコーダー：【video】（佘中略）②ビデオ‐レコーダー・ビデオ‐カセットなどの略。 

・ビデオ・カセット：同上。 

・オーケストラ・ピット：オーケストラ・ピット ［orchestra pit］オペラやバレエ、管弦楽団

が演奏する舞台手前下の席。＊オーケストラ・ボックス、ピットとも。【㊻】 

・ピリオド：ピリオド［period］①終止符。（佘中略）＊ピリ、フル・ストップとも。（佘後略）

【㊻】 

・オーラル・ピル：オーラルピル ［oral pill］経口避妊薬。略してピル。【㊺】 

・ピンク・サロン：［pink salon和］酒と女性の性的サービスを提供する風俗店。ピンクサロ

ンの略。【㊺】 

 

フの部 

 

・ファーム・チーム：【farm】①農場。②プロ野球などの二軍。ファーム‐チームの略。【㊼】 

・ファウル・ライン：【foul】（佘中略）②野球で、ファウル‐ラインの外側にそれた打球。邪

球。ファウル‐ボールの略。（佘後略）【㊼】 

・ファシリテーション・グラフィック：ファシリテーション グラフィック 【和製 facilitation

＋graphic】新 ファシリテーションにおいて、議論で登場した発言を言葉や図案などを用

いて同時に表していくこと。またそのようにしてまとめた図表。参加者どうしで、議論の現

状を把握・共有するため作成する。グラフィック‐ファシリテーション。ファシグラ。（佘
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後略）【㊼】 

・ファミリー・レストラン：ファミリーレストラン［family restaurant和］家族連れの客向け

に安価で多様なメニューをそろえた大型食堂。略してファミレス。【㊺】 

・ファンデーション：ファンデーション ［foundation］①化粧の下地をつくる化粧品。＊フ

ァンデとも。（佘後略）【㊻】 

・ファンド・トラスト：ファンド・トラスト ［found trust］指定金外信託。信託銀行が預

かった資金を自由裁量で運用し、信託終了時に原則として現状のまま委託書に返済するも

の。＊ファントラとも。【㊻】 

・フィックス・ショット：［fix］（佘中略）③映画などでカメラ、レンズともに固定したまま撮

影すること。＊フィックス・ショットとも。（佘後略）【㊻】 

・フィルハーモニー：【和製 phil】フィルハーモニー（ドイツ語 Philharmonie、音楽を愛好する

意）の略。交響楽団の名に用いられる語。【㊼】 

・ブーツ・サンダル：ブーツ サンダル 【boot sandal】ブーツ型のサンダル。丈が長く、

足の一部が露出するデザインの靴。ブーサン。【㊼】 

・フェスティバル：フェスティバル［festival］祝祭。催し物。＊フェスとも。【㊻】 

・フェラチオ：フェラチオ［fellatio ラテン］男性性器を唇や舌で愛撫あいぶする行為。＊

フェラとも。（佘後略）【㊻】 

・フォーミュラ・カー：［formula car］公式規格の競走用自動車。フォーミュラとも。【㊺】 

・フォロー・アップ：［follow］（佘中略）③サッカーなどで、ボールをもっている味方選手を

助けること。＊フォロー・アップとも。【㊻】 

・ブギ・ウギ：ブギウギ ［boogie-woogie］ピアノで演奏するブルース。８拍子にのせた陽

気でリズミカルな音楽。略してブギ。【㊺】 

・ブック・マーク：（佘前略）ネット利用者が使う俗語で、ブックマークの略。 ブック マ

ーク【book mark】①しおり。②インターネットのブラウザーで、頻繁にアクセスするデー

タのある場所とその形式を登録すること、およびその機能。【㊼】 

・プチ・プライス：［＜petit price和］商品やサービスの価格が安いこと。＊プチ・プライ

スとも。【㊻】 

・フュージョン・ミュージック：［fusion］①融合。合同。②ジャズ、ロック、ポピュラーなどの

融合音楽。フュージョンミュージック（fusion music）の略。【㊺】 

・ブラジャー：ブラジャー［brassiere］胸の形を整える女性用下着。略してブラ。【㊺】 

・プライム・レート＝：プライム・レート ［prime rate］一流優良企業への銀行の最優遇貸出

金利。＊プライムとも。【㊻】 

・フライング・スタート：フライングスタート ［flying start］陸上競技、水泳などで合図の

前にスタートしてしまう反則。フライングとも。【㊺】 

・ブラウザ・クラッシャー：ブラウザ クラッシャー 【browser crasher】ウェブ‐ページに仕

込まれた悪意あるスクリプトやコマンドなど。セキュリティ‐ホールやバグを悪用してブ
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ラウザやシステムにダメージを与えたり、過剰な負担をかけて障害を起こさせるもの。▷略

してブラクラとも。【㊼】 

・ブラウザ・ゲーム：（佘前略）ブラウザー‐ゲームの略。（佘後略）【㊼】 

・ブラザー・コンプレックス：［＜brother complex和］自分の男兄弟に恋愛感情をもつ少女・女

性。＊ブラザー・コンプレックスとも。（佘後略）【㊻】 

・ブラス・バンド：ブラス・バンド［brass band］吹奏楽団。＊ブラバンとも。【㊻】 

・フリー・ランサー：フリーランサー［freelancer］自由契約者。無所属の歌手、ジャーナリス

ト、編集者、ライターなど。＊フリーとも。【㊻】 

・フリー・アルバイター：フリーアルバイター［free arbeiter和］定職をもたずアルバイトで

生計を立てる人。略してフリーター。【㊺】 

・フリップ・ジャンプ：フリップ・ジャンプ ［Flip jump］フィギュア・スケートで、前向き

に滑ってきてジャンプする直前に後ろ向きになり、左足の内側のエッジで踏み切って右足

のトウ（つま先）で氷を突き、後ろ向きに着氷するジャンプ。＊フリップとも。【㊻】 

・フリー・マーケット：フリー・マーケット ［flea market］①ノミの市。②不用品をもち寄

り売買する市。＊フリマとも。【㊻】 

・フリー・マガジン：フリー・マガジン ［free magazine］駅やコンビニ、書店などに置か

れる無料の雑誌。＊フリマガとも。【㊻】 

・ブリリアント・カット：ブリリアント・カット ［brilliant cut］ダイヤモンドの代表的な

カット方法。58面体にカットする。＊ブリリアントとも。【㊻】 

・ブルセラ・ショップ：「ブルセラショップ」の略。「ブル」は「ブルーマー」の略、「セラ」は

「セーラー服」の略。女子高校生の使用済みの下着やブルーマー、セーラー服を売る店。（佘

後略）【㊽】 

・ブルー・トレイン：ブルートレイン ［blue train 和］JRの長距離寝台特急列車の愛称。

青い車体が特徴。略してブルトレ。【㊺】 

・ブルー・マウンテン：ブルーマウンテン ［Blue Mountain］ジャマイカ産コーヒーの銘柄の

一つ。略してブルマン。【㊺】 

・シングル・プレーヤー：シングルプレーヤー ［single player］ゴルフで、ハンディキャッ

プが１桁けたのプレーヤーのこと。シングルとも。【㊺】 

・ブレスレット：ブレスレット［bracelet］腕輪。腕飾り。＊ブレスとも。【㊻】 

・プレゼンテーション：プレゼン プレゼンテーションの略。【㊼】 

・プレイ・ステーション：プレイステーション ［PlayStation］ソニー・コンピューターエン

タテインメントが開発した家庭用ゲーム機。＊略語 PS。プレステとも（佘後略）【㊻】 

・ブレーン・ストミング：ブレーンストミング ［brain storming］集団思考法。各人がアイデ

アや思いつきを自由に出し合う討論方式。略してブレスト。【㊺】 

・プレミアム：プレミアム ［premium］賞、賞金。手数料、掛け金。割り増し価格。プレミ

アとも。【㊺】 
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・プログレッシブ：プログレッシブ 【progressive】進歩的。また、進歩主義者。プログレ。

（佘後略）【㊼】 

・プロフィール：（佘前略）ネット上で手軽に開設できる自己紹介ページ。またそのサービス。

主に携帯電話で利用する。写真、名前（ハンドル‐ネーム）、性別、誕生日、血液型、趣味

などのプロフィールを掲載することが可能。2000 年代初頭に若者どうしの交流用ツールと

して定着した。プロフィール‐サイト。自己紹介サイト。▷プロフィール（profile）の略。

【㊼】 

 

ヘの部 

 

・ペア・スケーティング：ペア・スケーティング ［pair skating］フィギュア・スケートで、男

女が１組になり音楽に合わせて演技する種目。＊ペアとも。【㊻】 

・ヘアピン・カーブ：ヘアピンカーブ ［hairpin curve］ヘアピン（髪留め）のように急角度

で折れ曲がった道。ヘアピン。ヘアピンターン（hairpin turn）とも。【㊺】 

・ペーブメント：ペーブメント 【pavement】道路の舗装。また、舗装した道路。ぺーブ。【㊼】 

・トランペット：「トランペット」の略。【㊼】 

・ヘッド・バンキング：ヘッドバンギング 【headbanging】（佘中略）演奏に合わせて頭を前

後に激しく振る動作。ヘビー‐メタルなどのライブで、盛り上がった観客が行うもの。ヘド

バン。【㊼】 

・ペニー・オークション：（佘前略） ▷ペニー‐オークションの略（佘後略）。 ペニー オーク

ション【penny auction】（佘中略）ネット競売の形式の一。競売終了までの残り時間と現在

の入札価格が表示された商品に対し、利用者が程よい時機に手数料を払って入札を行うと、

残り時間と入札価格が一定数だけ上積みされる方式。終了時点で最後に入札した人が商品

購入の権利を得る。（佘後略）【㊼】 

・ヘビー・メタル：ヘビー・メタル ［heavy metal］ハード・ロックより発展したロック・

ミュージックの一種。通常のロックよりも重厚で金属音を強調したところがある。＊ヘビメ

タとも。（佘後略）【㊻】 

・ヘリコプター：ヘリコプター ［helicopter］（佘中略）略してヘリ、HEL.【㊺】 

・ポケ・ベル：ポケベル 「ポケットベル」の略。携帯用の小型無線呼び出し機。略して「ベ

ル」と言う。【㊽】 

・ファッション・ヘルス：ファッション・ヘルス ［fashion health 和］個室で女性が性的マッ

サージなどを行う風俗営業。＊ヘルス、ファッション・マッサージとも。【㊻】 

・ホーム・ベルパー：ホームヘルパー ［home helper和］訪問介護員。高齢者などのために、

家事援助や介護をする人。ヘルバーとも。【㊺】 

・ベンチャー・ビジネス：ベンチャービジネス ［venture business］新興企業。最新の技術や

高度の専門知識を駆使して新分野に乗り出す企業。略してベンチャー。（佘後略）【㊺】 
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・ペン・ポーチ：ペン ポーチ 【pen pouch】新 袋（ポーチ）型の筆箱。ペンポ。【㊼】 

 

ホの部 

 

・ポケット・バイク：ポケットバイク ［pocket bike 和］超小型オートバイ。略してポケバ

イ。【㊺】 

・ポス・ドク（post-doctoral researcherの略）：博士号は取得したが、正規の研究職また

は教育職についていない者。▷post-doctoral researcher(fellow)から。【㊼】 

・ホスト・コンピューター：ホスト・コンピューター ［host computer］上位（主）コンピュー

ター。複数のコンピューターを使うときの、主になるコンピューターで、命令や制御を中心

的に行うもの。＊ホストとも。【㊻】 

・ボックス・シート：ボックス・シート ［box seat］劇場などのます席。箱のようにしきっ

た席。＊ボックスとも。（佘後略）【㊻】 

・ホット・ジャズ：ホット・ジャズ ［hot jazz］即興的で激しいジャズ。＊ホットとも。（佘

後略）【㊻】 

・ボディー・ブロー：ボディー・ブロー ［body blow］ボクシングで相手の胸や腹などを打つ

こと。＊ボディー、ボデーとも。【㊻】 

・ポテト・サラダ：（佘中略）ポテト‐サラダの略ゆでたじゃが芋を使ったサラダ。【㊼】 

・ポテト・チップ：（佘中略）ポテト‐チップの略。【㊼】 

・ポケット・モンスター：任天堂の携帯用ゲーム機、ゲームボーイ用ソフト「ポケット‐モンス

ター」の略称。また、それに登場するキャラクターの総称。【㊼】 

・ポピュラー・ミュージック：【popular】（佘中略）②ポピュラー‐ソングの略。欧米風の大衆歌

謡。ポップス。③ポピュラー‐ミュージックの略。ロック・ラテンなど、広く一般に親しま

れている欧米風民衆音楽。クラシック音楽以外の、大衆的な音楽。【㊼】 

・ホリエチレン：ポリエチレンの略（佘後略）。 ポリエチレン【polyethylene】エチレンの付

加重合により得られる高分子化合物の総称。無色半透明の可燃性物質。耐薬品性・電気絶縁

性・防湿性・耐寒性・加工性が高く、絶縁材料・容器・パッキングなどに用いられる。【㊼】 

 

マの部 

 

・マイ・ミクシィ：「マイミクシィ」の略で、mixi（ミクシィ）上での友だち。mixi内で使わ

れることば。（佘後略）【㊽】 

・マウンテン・パーカー：マウンテン パーカ 【mountain parka】新 登山用のパーカ（フー

ドつきの防寒上着）。マウンパ。【㊼】 

・マキシマム：【maxi】①マキシマムの略（佘後略）。 マキシマム【maximun】①最大。最高。

最大限。マクシマム。②数学で、最大値。極大値。（佘後略）【㊼】 
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・マジック・コンピューター：［＜Magic Computer和］ゲーム・ソフトのデータを違法コピーでき

る機器。【㊻】 

・マジック・ナンバー：マジック・ナンバー［magic number］①プロ野球などで、他チームの勝

敗に関係なく、あと何勝すれば優勝できるかを示す数。＊略語 M。マジックとも。【㊻】 

・マタニティー・ドレス：【maternity】（佘中略）②マタニティー‐ドレスの略。妊娠中に着る、

身体をゆったり包むようなドレス。【㊼】 

・マタニティー・ハラスメント：マタニティー ハラスメント 【和製 maternity＋harassment】

新 職場において発生する、妊娠・出産に伴ういじめや嫌がらせ、解雇・雇い止めなど。マ

タハラ。【㊼】 

 

ミの部 

 

・ミス・コンテスト：［Miss contest 和］未婚女性の美人コンテスト。ミスコンテントの略。

【㊺】 

・ミドル・エイジ：ミドル・エイジ ［middle age］中年。中高年。＊ミドルとも。【㊻】 

・ミニ・コンピューター：ミニコンピューター ［minicomputer］小型で主として研究、開発用

のコンピューター。計測制御・プロセス制御・技術計算などを扱う。＊ミニコンとも。【㊻】 

 

メの部 

 

・メール・アドレス：メール・アドレス ［mail address］Eメールのあて先を示す ID番号。

＊メルアド、メアド、アドレスとも（佘後略）【㊻】 

・メガニズム：メガニズム［mechanism］①機械装置。＊メカとも。（佘後略）【㊻】 

・メジャー・リーグ：メジャー・リーグ ［Major League］①大リーグ。アメリカのプロ野球

で最上位のリーグ。ナショナル・リーグとアメリカン・リーグの２つがある。＊略語 MLB。

メジャーとも。【㊻】 

・メゾ・ソプラノ：メゾソプラノ ［mezzo-sopranoイタリア］女声の中高音域。ソプラノより

低く、アルトより高い。また、その声域の女性歌手。＊メゾとも。【㊻】 

・メリー・クリスマス：「メリークリスマス」の略。メールで使っていたことばだが、口頭でも

言うようになった。若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・メール・アドレス：メール・アドレス［mail address］Eメールのあて先を示す ID番号。＊

メルアド、メアド、アドレスとも（佘後略）【㊻】 

・メール・マガジン：メールマガジン ［mail magazine和］Eメールで定期的に情報を配信

するサービス。略してメルマガ。【㊺】 

・メンタル・タフネス：メンタル タフネス 【mental toughness】新 精神的な強さ。スト

レスに対する耐性。メンタフとも。【㊼】 
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・メンソレータム：メンソレータム［Mentholatum］サリチル酸メチルやメントールを含む塗

り薬。＊メンタムとも。◆商標。【㊻】 

・メンテナンス：メンテナンス ［maintenance］①維持。管理。保守。点検。②コンピュータ

ーのシステムやプログラムの修正・保守。＊メンテ、メインテナンスとも。（佘後略）【㊻】 

 

モの部 

 

・モニター・プログラム：モニター・プログラム ［monitor program］監視プログラム。コンピ

ューター・システムの動作を監視し、制御を行うソフトウェア。＊モニターとも。【㊻】 

・モバイル・コンピューター：モバイル・コンピューター ［mobile computer］持ち運びのでき

る小型パソコン。通信機能付きで、ペン入力を採用しているものが多い。＊モバイルとも。

【㊻】 

・モラル・ハラスメント：モラル ハラスメント 【moral harassment】新 言葉や態度による、

精神的な嫌がらせ・暴力・虐待。モラハラ。【㊼】 

・モンキー・スパナ：モンキー・スパナ ［monkey spanner和］自在スパナ。ボルトやナット

の頭の大きさに合わせて口の大きさが変えられるスパナ。＊モンキー・レンチ、モンキーと

も。【㊻】 

・モンスター・ペアレント：モンスター ペアレント 【和製 monster＋parent】新 学校の教師

に対して、理不尽な要求や苦情を突き付けること。教師が宿題を忘れた子どもを叱（しか）

った際、その親が学校に怒鳴り込んでくる場合など。学校運営に支障を来すことから社会問

題化している。モンスター親。モンペ。【㊼】 

 

ヤの部 

 

・ヤフー・オークション：ヤフー・オークション ［Yahoo!Auctions］大手 Webサイト「Yahoo!」

にあるネット・オークション専門サイト。＊ヤフオクとも。【㊻】 

 

ユの部 

・ユーティリティー・プログラム：ユーティリティー・プログラム ［utility program］頻繁に

使用する処理機能をもった汎用はんよう性の高いコンピューターのプログラム。＊ユーテ

ィリティーとも。【㊻】 

 

ラの部 

 

・ライフ・ジャケット：（佘前略）①ライフ‐ジャケット（救命胴衣）の略。②ライダーズ‐

ジャケット（オートバイのライダー用の革ジャケット）の略。【㊼】 
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・ライダーズ・ジャケット：同上。 

・ライブ・ショー：ライブショー ［live show］実演、生放送。略してライブ。【㊺】 

・ラウンジ・ミュージック：ラウンジ・ミュージック ［lounge music］洗練されたリスニング・

ミュージック。＊ラウンジとも。【㊻】 

・ラジアル・タイヤ：ラジアルタイヤ ［radial tire］タイヤ内部の強度材を放射状にした高

速用のタイヤ。略してラジアル。【㊺】 

・ラスト・ボス：ラスト ボス 【和製 last＋boss】新 コンピューター‐ゲームで、最後

の関門として登場する敵キャラクター。ラスボス。【㊼】 

・ラスト・ワン：（佘前略）俗に、最後の一つ。▷ラスト‐ワンの略。【㊼】 

・ラッシュ・フィルム：ラッシュ・フィルム ［rush film和］映画で、録音・編集用に、撮影

済みのネガ・フィルムから焼いたポジ・フィルム。＊ラッシュ、ラッシュ・プリントとも。

〖英語は単に rush〗【㊻】 

・ラップトップ・コンピューター：ラップトップコンピューター ［lap-top computer］ひざに乗

せられる小型コンピューター。略してラップトップ。（佘後略）【㊺】 

・ライト・ノベル：ライト・ノベル ［light novel和］軽めで読みやすい文体で書かれた若

者向け小説の一種。アニメやマンガ調のイラストを多用する。＊ラノベとも。【㊻】 

・ラブ・コメディ：［love comedy 和］恋愛をコメディー風に描いたドラマや漫画。【㊺】 

・ラブ・ホテル：［＜love hotel］情事のためのホテル。＊ラブ・ホテルとも。【㊻】 

 

リの部 

 

・リアル・フレンド：「リアルフレンド」の略。「リア友」とも言う。若者ことば。（佘後略）

【㊽】 

・リアプロジェクション・テレビ：リアプロジェクション・テレビ ［rear-projection television］

背面投影型テレビ。画面（スクリーン）の後ろ側に設置されたプロジェクター投影方式のテ

レビ。＊リアプロとも。【㊻】 

・リスト・カット：リスト・カット ［wrist cut］手首を切ること。特に、自殺や自傷行為

として、自分の手首を切ること。＊リスカとも。（佘後略）【㊻】 

・ヘア・リキッド：【liquid】①液体。 ②ヘア‐リキッドの略。液体整髪料の総称。【㊼】 

・リスケジュール：リスケジュール 【reschedule】新 ①債務返済の繰り延べ。▷リスケとも。

（佘後略）【㊼】 

・リストラクチャリング：リストラクチャリング ［restructuring］（佘中略）②事業再構築。

企業が不採算部門を切り捨て、将来有望な部門へ進出するなどして企業内容を一新させる

こと。略してリストラ。【㊺】 

・リップル・クロス：［ripple］①波紋。さざ波。②地形の地紋がある布地。リップルクロス

（ripple cloth）の略。【㊺】 
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・リトグラフ：リトグラフ ［lithograph］石版画。石や金属板に絵をかき、それを紙に写し

取る平版刷りの版画。＊リト、リソグラフ、リトグラフィーとも。【㊻】 

・リプ（replyの略）：英語 reply（返答する）の略。メールなどに返事すること。若者こと

ば。（佘後略）【㊼】 

 

ルの部 

 

・ルーズ・ソックス：ルーズソックス ゆるくたるませしわしわにしてはいたハイソックスま

たはかかとからすねの部分だけの筒状のもの。（佘 s 中略）女子高校生、コギャルが使用。

一九九三から五～六年流行した。略して「ルーソ」と言う。（佘後略）【㊽】 

・ルーチン・ワーク：ルーチン・ワーク ［routine work］決まり切った仕事。日常の型には

まった仕事。＊ルーチン、ルーティン・ワークとも。【㊻】 

・ループ・ジャンプ：ループ・ジャンプ ［loop jump］フィギュア・スケートで、後ろ向きに

滑ってきて振り切り、空中で 1回転し、踏み切った足で後ろ向きに着氷するジャンプ。＊ル

ープとも。【㊻】 

・ループ・シュート：ループ・シュート ［loop shoot 和］サッカーなどで、ゴールキーパー

が前に出ているときなどに打つ、ゴールキーパーの頭の上を越すような山なりのシュート。

＊ループとも。【㊻】 

 

レの部 

 

・レイアップ・シュート：レイアップ・シュート ［lay-up shoot 和］バスケットで、掌を上

に向け、ボールをリングの上に置くように行うシュート。＊レイアップとも。〖英語は lay-

up shot〗【㊻】 

・レイヤード・カット：【layered】（佘中略）②レイヤード‐カットの略。長さに段差をつけて

頭髪をカットすること。また、その髪形。【㊼】 

・コンバット・レーション：【ration】①支給（品）、配給（品）、割り当てのこと。②軍隊の配給

食。野戦食。ミリめし。▷コンバット‐レーション（combat ration）の略。【㊼】 

・レギンス・パンツ：レギンス パンツ 【和製 leggings＋pants】新 レギンスのような履

き心地のパンツ。パギンス。レギパン。（佘後略）【㊼】 

・レスポンス：レスポンス ［response］①応答。返答。反応。②データ伝送に対する受信側

からの応答。③車の運転者の操作に対するブレーキ・エンジンなどの反応。＊リスポンス、

レスとも。【㊻】 

・レモン・スカッシュ：（佘前略）レモン‐スカッシュの略。【㊼】 

・レディース・コミック：レディース・コミック［ladies comic 和］主に 20～30代の女性を

対象にしたマンガ雑誌。＊レディコミとも。【㊻】 



- 241 - 

 

ロの部 

 

・ロー・プライス：（佘前略）俗に、安価・低価格のこと。▷ロー‐プライスの略。【㊼】 

・ログ・ブック：ログブック ［logbook］①航海日記。航空日記（中略）②飛行機の航程表。

＊ログとも。【㊻】 

・ロコモーション・トレーニング：ロコモーション トレーニング【locomotion training】新 ロ

コモティブ‐シンドローム（運動器症候群）を予防・改善するために行う体操・トレーディ

ングの総称。片脚立ちやスクワットなど。ロコトレ。（佘後略）【㊼】 

・ロコモティブ・シンドローム：ロコモティブ シンドローム 【和製 locomotive＋syndrome】新 

加齢に伴う筋肉や骨・関節、神経などの運動器障害が原因で、要介護となる危険性の高い状

態。日本整形外科学会が 2007年（平成 19）に提唱。略してロコモとも。（佘後略）【㊼】 

・ロスト・ジェネレーション：ロスト・ジェネレーション ［Lost Generation］①失われた世

代。第１次世界大戦後に登場した新世代のヘミングウエー、フィッツジェラルドらアメリカ

作家を指す。②バブル崩壊後の就職難の時期に出た世代。＊ロスジェネとも。【㊻】 

・ロボット・コンテスト：［robot contests］手作りのロボットを使った競技の総称。ロボット

コンテストの略。【㊺】 

・ロング・バケーション：フジテレビ系ドラマ「ロングバケーション」（一九九六年四月一五日

～六月二四日送）の略。（佘後略）【㊽】 

 

ワの部 

 

・ワーク・ブック：【work】（佘中略）②ワークブックの略。児童・生徒の補助教材や自習のた

めにつくられた練習帳。学習帳。【㊼】 

・ワイド・レンズ：【wide】（佘中略）②ワイド‐レンズの略。標準レンズより広い視野が写せ

るレンズ。写角が約 60度より広いもの。広角レンズ。【㊼】 

・ワン・オペレーション：「ワンオペレーション」の略。飲食店などで接客・調理・会計・掃除

などすべての業務を一人で行わなければならないこと。過酷な労働で、ブラック企業の特徴

の一つ。（佘後略）【㊽】 

・ワン・チャンス：「ワンチャンス」の略で、もしかしたら～かもしれない。まだ可能性があ

ることを言う。若者ことば。（佘後略）【㊽】 

・ワンツー・パンチ：ワンツー・パンチ ［one-two punch］ボクシングで片方の腕で比較的軽

めに打ち、すぐにもう片方の腕から強いパンチを放つこと。＊ワンツーとも。【㊻】 

・ワン・ピース：ワンピース［one-piece］上着とスカートがひと続きになった婦人服の総称。

＊ワンピ、ワンピース・ドレスとも。【㊻】 

・ワン・レングス：ワンレングス［one-length］女性の髪形の一つ。（佘中略）略してワンレ

ン。【㊺】
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