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古代日本語における述語形容詞化用法としての名詞修飾機能に関

する統語構造論的研究

要旨

完了辞りとタリは万葉集において専ら自動詞に接し､しかも名詞修飾に集中的に分布す

る｡これは､両辞が物事の状態を標識する役割を担って登場したことを示唆する｡特に｢動

詞タル･名詞｣の連語型には動詞部が格関係を脱した形容詞的用法(例･荒れたる都)が

発達していた｡これに対して｢動詞ル･名詞｣にはこの種の格離脱の例が存在しないこと

が判明した｡過去の動作作用の結果が継続していることを表示する形容詞的用法は､リ･

キ･ケリ･ツ･ヌなど他の過去情報を持つ助辞群を用いず排他的にタリを介入させること

が明らかになった｡上代語の｢動詞タル･名詞｣の連語型には､他動詞が介入できない｡

これに他動詞を配置するとすれば自動詞に転換する受身助辞の接続が必要であるが｢ユ･

ラユ｣の機能は貧弱で上代では使い物にならなかった｡動作作用の結果継続を示す用法に､

多数を占める他動詞を動員できないことは､上代語の表現上の制約であった｡文法機能の

高い｢ル･ラル｣が成立した中古にいたって｢他動詞(ラ)レタル･名詞｣の連語型が漢

文訓読と平仮名散文において成立した｡伝統的語脈を保守する和歌にはこの用法は観察さ

れない｡しかし｢他動詞(ラ)レタル･名詞｣の連語型には､格離脱を伴う形容詞的用法

が近世に至るまで発達しなかった｡近世期に俳句のような極限的な短詩型文芸において伝
さ

統的な被害の受身の語脈の枠内で｢離別られたる身｣のような形容詞的用法が成立したo

明治期に欧語における非人格的なモノを主語とする被害受身ではない受動文や形容詞的過

去分詞を当初､日本人は能動態による意訳で対処した｡ ｢魅入られたる人｣のような形容

詞的用法は､欧文翻訳の洗練の過程を通じて明治後半に日本語文の中で成立したと考えら

れる｡このようにして｢開かれた大学｣ ｢約束された土地｣のような被害の意味ではない

モノを非修飾名詞とする他動詞資源の形容詞的方法が日本語文の中で可能になった｡

1 日本語動詞の名詞修飾の特徴

動詞や形容詞の名詞修飾は､国文法では伝統的に｢連体形｣と呼ばれてきたが､これは

接続のあり方だけを規定したものであり,統語機能についての本質規定ではない｡最近の

研究は､ ｢連体修飾｣として本質規定を封印してきた状況を脱して､用言の名詞修飾の統

語構造が注目されるようになった｡

真上土工空 畳む生昔 塵並皇時計

右の例は､それぞれ異なった品詞による名詞修飾の例であるが､ともに物事を状態的に

意味表示している｡事物の状態を表示する品詞が形容詞および形容動詞と呼ばれる語群で

ある｡よって動作や作用を表示する動詞の名詞修飾とは､それの形容詞的用法ということ

になるであろう｡日本語の形容詞は､動詞と同じように陳述能力を有するという特徴があ

る｡日本語の形容詞は､英語のbe動詞のような形式動詞の介入があってはじめて述語構
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成力を持つ西洋諸語のadjectiveと性格を異にしているo述語部が文末の判断として統括

される典型的な動的認識の位置であるに対して､名詞に収束する部分は､状態的認識が典

型的に発揮される位置である｡形容詞が述部に立つときに､英語ではbe動詞が立って,

形式上は動詞述語文として表示されるが､古典日本語では形容詞連用形に形式動詞アリが

関与してカリ型活用形容詞を生じたり､情態性体言にナリが接した｢形容動詞(遥か･な

り)｣として姿を現すことがあるo このように日本語においても動的認識を表示する述語

の位置に形容詞が立つ際に､動詞的特徴を帯びることがあるのであるo そうなると､名詞

修飾の位置に動詞が入り込んだ場合に､形容詞的特徴-の推移が生ずるのではないかが問

題になる｡しかし､実際には名詞を修飾する動詞がすべて形容詞的機能を担い得るのかと

いえば､簡単に行かないところがある｡次の例､

バケツを持つ男 お化けが棲む家

などの連結において､ ｢持つ男｣ ｢棲む家｣だけでは完結した句を形成せず､それぞれヲ

格､ガ格と~ともにあって情報が纏まる｡これらをヨーロッパ諸語に翻訳すれば関係代名詞

を立てて句を構成する必要があるo これに対して､

直也旦水 破られた記録

などの例は､動詞部に格表示が存在しなくても完結した句を構成するので､これらは状態

表示すなわち形容詞的用法と呼んで差し支えない｡これらをヨ一口ヅパ諸語に翻訳すれば

動詞部に現在分詞や過去分詞が充てられるだろう｡このように日本語では､動詞の名詞修

飾において動詞部が格を要求するものとしないものとがある｡英語では関係代名詞と分詞

によって使い分けられる名詞修飾が日本語では､それと分かる形で表示されない｡日本語

では,動詞の名詞修飾が格表示の有無によって､名詞修飾節と形容詞的用法とが消極的に

区別されている｡このような区別は､奈良時代語においても存在していた(注1)｡筆者

は､前稿において奈良時代語の完了辞り,タリが名詞修飾の環境下で｢動詞連用形+アル｣

｢動詞連用形テアル｣が縮約を起こした結果､動作作用の状態表示の標識として出現した

ことを主張したo その際､ル･タルに上接する動詞の大多数が自動詞であることは､これ

らが状態表示の標識として機能したことを示したo ｢絶えたる恋｣ ｢荒れたる都｣のよう

に格関係から離脱した形容詞的用法において動詞部に自動詞が排他的に出現する｡形容詞

は､自動詞に意味的な親和性があるので､このような分布は動詞の形容詞転換に際して予

想される自然言語の傾向を反映するであろう｡しかし､動詞の多数部分を占める他動詞か

ら形容詞的用法の資源を得がたいという実態は､文法上の制約であることは否定できない｡

現代日本語では､他動詞を自動詞に変換する形容詞的用法が確立しているo ｢いじめら

れる子､盗まれた財布､閉ざされた空間｣のように受身助辞を接することで他動詞を形容

詞用法に動員している｡これらは､ ｢咲く花､壊れた関係｣など自動詞の形容詞的用法と

同値の関係にある｡受身助辞を介して他動詞を自動詞に変換する文法規則は,奈良時代語

において存在しなかった｡奈良時代語の受身助辞｢ユ･ラユ｣は､固定的類型的な表現(｢ね

のみし泣か旦｣ ｢射壇宍の｣ ｢人に知ら旦な｣ ｢いの寝旦主ぬに｣等)の中にしか出現せず､

文法的機能が極めて貧弱であった(注2)｡既存の形式｢ユ･ラユ｣が使いものにならな

いとtr､うのは､文章語の発達過程において制約要因となる可能性があるo 散文が発達して

くる平安時代では､これが制約として事態化したのではないかと思われる｡
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2 動作作用の結果継続はいかに表示されるか

動詞を資源にして形容詞の役割を担わせる方法は､日本語に限ったことではなく多くの

言語で観察される現象である｡例えば､英語における動詞の形容詞転換用法といえるのが

分詞を用いた名詞修飾であるo touching story (感動的な話)running water (流れる水)の

ような現在分詞を用いた用法とmasked tru也(隠された真実) tried method (試され済みの

方法)のような過去分詞を用いた用法との違いは､能動態と受動態の違いに意味的にも形

態的にも対応している｡英語過去分詞の資源となる動詞は､主として他動詞に偏ることが

知られている｡他動詞を過去分詞に転換した形容詞的用法は､過去に行われた動作､作用

の結果の状態を表示する｡これは､現在分詞を用いた用法が没時間的であるか現在進行中

の作用を表示することと対照的である(注3)｡奈良時代日本語においては､ ｢泣く子｣ ｢咲

く花｣ ｢飛ぶ鳥｣ ｢行く水｣などの現在分詞的用法は存在したが､他動詞を使った結果状

態用法は､ ｢射ゆ宍｣ (弓で射られた宍)を例外として文法体系の中で欠落していたo -一

方,自動詞を用いた動作の結果状態表示の用法は,組織的に観察される(注4)｡その例

を次に挙げる｡

残りたる雪､咲きたる梅の花､後れたる我､絶えたる恋､荒れたる都､雅たる花､後

れたる君､後れたる兎原壮士､たぶれたる醜つ翁､栄えたる千代松の木､たみたる道､

荒れたる家､振りたる君､寵りたる我が下心

奈良時代語では､過去の動作作用の結果継続に関わる状態表示は存在したが､資振は自

動詞であって､現代語のような他動詞を動員する自由な用法は欠落していたo 他動詞は､

受身助辞を接することによって自動詞化する｡ところで｢破られる扉｣ ｢いじめられる子｣

のような連語は､過去の動作作用の結果継続を表示していないo 日本語の受動態には､過

去情報が存在しないからである｡英語やフランス語などのヨーロッパ諸言語では､過去分

詞がコピュラ動詞と連結して受動態passivevoiceを表示する｡ passiveとは､もちろん｢受

動的｣の意味であるが原義は｢過ぎ去った｣すなわちpast (過去)と意味を共有するとこ

ろにある｡またラテン語の受動態では完了分詞が用いられる｡ヨーロッパ諸言語の受動態

は､過去に行われた動作作用の結果が現在に及んでいることを前提的に含意する｡英語の

broken doorはbreakの動作が過去に行われたことを含意しており､動作の結果の状態を表

示しているので､これを日本語に｢破ラレル扉｣と｢直訳｣したのでは本義が伝わらず｢破

ラレ旦扉｣と過去情報を補う必要がある｡それは,過去情報を持たない日本語の受身助辞

の性質が干渉しているからである.この｢破之ヒ･旦扉｣のように｢他動詞･受身･過去

･名詞｣をつないだ連語型こそ英語の前接過去分詞による名詞修飾句(例broken door)

に相当するのである｡自他の対立が拡張して没時間的なヴォイスの表示を獲得した日本語

と､過去情報を資源にして受動表示する英語のヴォイスにはずれがある(注5)｡

奈良時代語では､過去の動作の結果継続は､ ｢自動詞･タル･名詞｣の連語型で構成さ

れたo古典古代語には過去情報を表示する助辞がタリ以外にり､キ､ケリ､ツ､ヌがあり､

現に｢古りにし姫｣ ｢逢ひし日｣ ｢かざしつる萩｣のような名詞修飾に介入した例もある

が､結果継続を表示するためにタリほど組織的に動員されない.これについては後述するo

タリは,りとともに完了辞とされており､奈良時代語では名詞修飾に密集して分布する

など近似した文法的な機能を持っているが､両者の相違については現在でもよく解明され
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ていない｡しかし奈良時代語のりの名詞修飾例は､よく観察するとタリと違って､上接句

と格助詞を介した関係を保持している場合が多い｡前稿で筆者が万葉集におけるりの名詞

修飾で形容詞的用法の例としてあげた｢降れる白雪､降れる大雪､棚引ける天の白雲､勝

れる宝､照れる春日､照れる月夜｣は､ ｢光るまで降れる白雪(3926)｣

ける天の白雲(3602)｣ ｢(子に)勝れる宝(803)｣

｢奈良の都に棚引

｢雪の上に照れる月夜(4134)｣のよう

な文法的関係が存在することが判明した(注6)｡そこで､完了辞りが介入する万葉集で

の名詞修飾全99例のうち前接句との関係を離脱した形容詞的用法は､次の3例に過ぎな

い｡

さ馴ら-る鷹

追ふごとに許すことなく手放れもをちもかやすきこれをおきてまたはありがたし呈乳

旦二旦(左奈良倣流)鷹は無けむと心には思ひ誇りて

(巻17, 4011､大伴家持､天平十九年)

さどはせる君が心

にほ鳥の二人並び居奈呉の海の奥を深めて坤る(左度波世流)君が･L,のすべも

すべなさ (巻18､ 4106､大伴家持､天平感宝元年)

偲はせる君が心

紅の赤喪の裾の春雨ににほひひづちて通ふらむ時の盛りをいたづらに過ぐし遣りつれ

曜峠せる(思努波勢流)君が心を (巻17､ 3969､大伴地主､天平十九年)

上の三首は､作歌年代も作者の人間関係も近接しており､ルが介入する形容詞的用法が

個性的な表現であった可能性があるo これに対して､タルが介入する万葉集の名詞修飾54

例中､形容詞的用法は､前掲の14例であり､タリの形容詞的用法-の動員は組織的に行

われたと見てよいだろう｡完了辞りとタリの相違は､未解明の難問であるが､りが文法的

関係を強く保持する環境で使用される一方､タリが形容詞的用法に用いられることが多い

ことは､記述されてよい事実である｡りは､過去情報を表示する点でタリより不明瞭であ

る｡そのことは､りが咲キ･アリ>咲ケ且のように動詞本体にアリが直かに接して成立し

たのに対して,タリが咲キ･テ･アリ>咲キ旦且のように完了辞ツの異形態テのような過

去情報の痕跡を持っていることから知られる｡りは完了辞と言われるが､それを明示する

形態的痕跡を持っていない｡

りが下接した動詞の意味は､動作作用が完了したことに焦点があるのではなく､動作が

実現し､完了しつつある状態を表示することに本義がある｡格助詞による関係を保持しな

がら名詞修飾を行う｢動詞ル･名詞｣の統語構造は､英語の関係代名詞による名詞修飾に

近い用法と言えよう(注3参照)0 ｢動詞ル･名詞｣は､動作作用が完了しつつある際の

状態表示を格助詞を取りつつ行うのが典型であるのに対して､ ｢動詞タル･名詞｣は過去

の動作作用の結果の状態を形容詞的に表示する用法に推移する特徴を持つ｡完了辞りとタ

リの相違は､統語構造に淵源を持ち､文法的意味の違いとして記述されるべきものである

奈良時代語の｢動詞ル･名詞｣と｢動詞タル･名詞｣の違いは,現代語では｢動詞テイ

ル･名詞｣と｢動詞タ･名詞｣の違いに対応するだろう｡ ｢タ･名詞｣では､ ｢とん宣こ

と･聞い宣風なこと･失われ皇十年･考え抜い皇結果･決まっ皇こと｣などの熟した連語

はいくつも思い浮かぶが､ ｢テイル･名詞｣型の連語は筆者の語嚢力では､簡単に思い浮

かばない｡それは､現在完了しつつある動作作用の状態を表示する｢テイル･名詞｣の先
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行句を要求する力が｢タ･名詞｣のそれより名詞修飾句においてより強く働くからである｡

奈良時代語のルが介入する名詞修飾句が｢タル･名詞｣の連語型に比べて文法的関係を離

脱しにくいのは､これと同じ事情が働いていたと考えられる｡

3 キ､ケリ､ツ､ヌが介入する名詞修飾の特徴

リ､タリと同じく過去情報を持つ助辞キ､ケリ､ツ､ヌが介入した名詞修飾の実態はど

うか｡これらは､リ･タリと同じく動作の結果状態を表示することが可能なのではないだ

ろうか｡そこで､過去回想の助辞キの万葉集中における名詞修飾シの全449例のうち,格

助詞を下接しない次の15例を取り出した｡
は

愛しきやし星左上(栄之)君のいましせば昨日も今日も我を召さましを

(巻3､ 454､天平三年)

夕されば物思ひまさる旦立(見之)人の言問ふ姿面影にして

(巻4､ 602､笠郎女)

打ち日さす都の人に告げまくは星上(美之)日のごとく有りと告げこそ

(巻20､ 4473､山背王)

ちはやぶる神か離くらむ空蝉の人か禁ふらむ通… (通為)君も来まさず

(巻4､ 619､大伴坂上郎女)

作りたるそのなりはひを雨降らず日の重なれば塾生立(宇恵之)田も垂呈上(麻吉之)

畑も朝ごとにしぼみ枯れ行く (巻18､ 4122､大伴家持天平感宝元年)

世の中の常の断りかくさまに成り来にけらし宣主上(須恵之)種から

(巻15､ 376l､中臣宅守)

古りにし(古之)姫にしてやかくぼかり恋にしづまむ手童のごと

(巻2､ 129､石川郎女)

御立たしの島の荒磯を今見れば生ひざりし(不レ生有之)草生ひにけるかも

(巻2､ 18l､天武三年

生ける者死ぬといふことに免れぬものにしあれば頼ゃり_し(藩有之)人のことごと草

枕旅なる程に (巻3､ 460､大伴坂上郎女天平七年)

玉の緒の絶えじい妹と結びてし事は果たさず思-りし(思有之)心は遂げず

(巻3､ 48l､高橋朝臣天平十六年)

-云常なりし(都祢奈利之)咲まひ眉引き咲く花の移ろひにけり世の中はかくのみな

らし (巻5､ 804､山上憶良神亀五年)

立ち走り叫び袖振り反いまろび足ずりしつつたちまちに心消失せぬ若かりし(若有之)

肌も簸みぬ黒かりし(黒有之)髪も白けぬ (巻9､ 1740､高橋虫麿歌集)
ふふ｣

含めりし(布敷売里之)花のはじめに来し我や散りなむ後に都-行かむ

(巻20､ 4435､大伴家持)

上の最初の六首は､ ｢栄えし｣ ｢見し｣ ｢通はしし｣ ｢植えし｣ ｢蒔きし｣ ｢据えし｣の用

例であり､これらは｢動詞シ･名詞｣の連語型である｡これらは､過去の動作の結果の状

態が継続していることを表示しておらず､どれも動作が過去に完結しており現状と無関係

である｡これに対して｢古りにし姫｣は､ ｢動詞ニ･シ･名詞｣の連語型であるが｢年を
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取ってしまった老女であるこの自分が｣と解されるように過去から継続した現在の状態が

表示されている｡注目されるのは､残りの｢生ひざりし草｣ ｢頼めりし人｣ ｢思-りし心｣

｢常なりし咲まひ眉引き｣ ｢若かりし肌｣ ｢黒かりし髪｣ ｢含めりし花｣のように存在詞ア

リが介入する連語型が七例存在し､これらはいずれも過去の動作の結果の状態が現在に継

続していることを表示している｡これらによれば､名詞修飾句の動詞部にキが単独で介入

するだけでは動作の結果継続を表示しなかったことが分かる.同様の調査をケリについて

行ったが､万葉集中における名詞修飾句におけるケルの全28例のうち格助詞を取らない

のは次の1例であった.

帰りける (可敵里家流)人来たれりと言ひしかば殆と死にき君かと思ひて

(巻15, 3772娘子)

｢気づきのケリ｣とも言われるこの助辞が過去動作の結果継続を表示するとは考えにく

いが､右もその例に漏れない｡同様の調査をツについて行った｡ツの名詞修飾ツルは､万

葉集中で17例存するが､格助詞を取らない用例は見出されない｡同様の調査をヌについ

て行った｡ヌの名詞修飾ヌルは､万葉集中で21例あるが､格助詞を取らない用例は見出

されない｡

以上を要するに､過去情報を有する形式キ､ケリ､ツ､ヌ,タリ､りのうち､動作作用

の結果継続の表示に組織的に用いられたのが専らタリであったことが知られるo タリが結

果状態表示に排他的に選ばれた理由は,完了辞ツの連用形テの過去情報とアリの存在情報

がテアルの縮約形タルの中に理想的に記憶されたからであろうo 存在動詞アリの介入の有

無が述語部の状態表示の有無にほぼ正確に対応している｡このことは､過去辞キを使った

状態表示ではすべてアリが介入していたことから知られたo 動詞の名詞修飾用法において

過去動作の結果継続状態を表示することの出来る標識は､タルを措いてほかになかった｡

このようなタルの突出した役割は､中世以後過去表示がタリ系助辞(タ,ダ)だけを残し

て消滅した事情に関与しているかもしれないが､将来の課題としたい0

4 他動詞の自動詞変換と形容詞的用法の出現

奈良時代語の動詞の名詞修飾において､動作の結果状態を表わす｢自動詞タル･名詞｣

という統語規則が存在した｡この連語型に他動詞が介入しにくいというのは､多数存在す

る他動詞をこの用法の資源に動員できないということであり､表現上の制約となりうるo

そこで他動詞を自動詞に転換して､この枠組みの中に組み入れる統語規則が開発されれば

よいことになる｡日本語では､他動詞を自動詞に転換するには､二つの方法があり得る｡

一つは語嚢的方法と言うべきものであり,自他対応形式(立つ四段自一立つ下二段他､切

る四段他一切る下二段自､寄る自一寄す他､枯る自一枯らす他､刺す他一刺さる自､等)

における自動詞の方を用いるのがそれである｡しかしこのような対応は動詞全体の中で数

が限られているし､派生自体が短期間で出来るものではない｡そこで数多くの他動詞を臨

時にかつ自由に自動詞変換しうる文法的な方法が求められる｡

他動詞を自動詞に転換するには､自動詞語尾ルから分出してきた受身助辞を接続すれば

よい｡他動詞｢打つ｣を自動詞に転換するには､ ｢打た(れ)旦｣のように受身助辞を下

接するのである｡このような転換が可能であるのは,日本語では動詞自他の対立が拡張し
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た線上に受身使役の対立が位置する個性的なヴォイスの体系が成立しているからである0

日本語では他動詞を自動詞化するのと同じ方法によって､使役助辞を用いて｢降る∨降ら

す(せる)｣ ｢立っ∨立たす(せる)｣のように自動詞を他動詞化することも出来る｡しか

し､このような転換方法は､奈良時代語では未発達であった｡自動詞と他動詞を自由に取

り替えることを可能にするシンメトリカルなヴォイスの体系は､奈良時代語に存在せず､

平安時代以後に確立したからである｡奈良時代語の受身使役の助辞の対立は｢ゆ･らゆ｣

｢しむ｣であって､平安時代以来､現在に至るまで継続する｢ル･ラル｣ ｢ス･サス｣の

助辞構造群は､奈良時代語の自他対応形式｢寄る-寄す､移る-移す｣ (第Ⅱ群形式)や

｢掛く-掛かる 果つ-果たす｣ (第Ⅲ群形式)などのようにル(自動)ス(他動)の標

識を用いた対応形式が一拡大､膨張した結果成立したのである(注6)o奈良時代語の｢ユ

･ラユ｣は､機能が貧弱で自動詞変換に際して使いものにならなかったo すでに述べたよ

うに日本語の受身には､過去情報が存在しないo 奈良時代語の受身助辞ユ･ラユは､ ｢見

ゆ･消ゆ･絶ゆ･萌ゆ･聞こゆ･思ほゆ｣などの自発性動詞語尾に類推して成立し､平安

時代以後の受身形式｢ル･ラル｣は､ ｢寄旦一寄す､流旦一流す､移旦一移す､懸く-懸

か旦､当つ-当た旦｣などの自他対応ル語尾動詞の形態に類推して成立したものである｡

｢ユ･ラユ｣ ｢ル･ラル｣ともに受身の原義は､本居春庭のいう｢自ずから然る｣､つま

り自発であり過去情報は存在しない(注7)o ｢ユ･･ラユ｣は､動詞助辞として不明瞭で

未熟であったが､平安時代に新形式の受身使役の助辞｢ル･ラル｣ ｢ス･サス｣が成立し､

シンメトリカルなヴォイスの体系が出来上がった｡平安時代和文資料で観察される｢ル･

ラル｣ ｢ス･サス｣の用例は豊富で文法的機能が旺盛である｡この時点で日本語は､文法

的方法によって他動詞を自動詞に転換することが可能になり､ ｢他動詞･受身･タル･名

詞｣の連語型が成立する条件が整った.そこで平安時代語資料でこの連語型が確認される

かが問題となる｡

平安時代では奈良時代に存在しなかった｢他動詞･受身･過去(タル) ･名詞｣の連語

型が確認される｡平安時代では､和歌に加えて,日記や物語など平仮名を用いた散文の記

載が可能になった｡散文成立の背景には､書記の速度性にすぐれた平仮名の存在に加えて､

漢文訓読の支えがあった｡漢文訓読文は,翻訳文であるので､日本語固有の統語構造に存

在しない表現が出現する可能性がある｡他動詞を動員して結果状態を表示する｢他動詞･

受身･タル･名詞｣の連語型が訓点資料中に見いだされるo
サク レ

其の水を決り棄テテ､下に過ギ令(め)ず[不][於]決｣ら)働処､卒に修補すベ

キこと難し｡ 『西大寺本金光明最勝王経』巻9平安初期点(注8)

後更二王有(リ)テ､ [知]其(ノ)仙ノ菓ノ為二変(セ)所(レ)タルコト(ヲ)知

リテ侍臣二謂う(ヒ)テ日(ハク)

『興福寺本大慈恩寺三蔵法師伝』巻第四康和元年--○九九(注9 )
オサ

時ノ輩ノ為二推-所(レタル)者-十一人｡至レリo 『同』巻第6
ず

是の如(く)ノタマフコト再一三スルニ阿難対(-)不o 天魔(に)

告空塵(なり)
[也]o 『大唐西域記』巻7長寛元年(1163)点

慨クラク-福薄(くして)衆同(じ)く襲‥_(て)_妙所ヲ以(て)印度沙門､串

旅を顧(み)ルコト莫し｡ 『同』巻7

(注10)
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漢文訓読における右のような連語型の成立が同時代の平仮名散文に波及した可能性は当

然考慮されるべきことである｡宇津保物語では､以下の連語が観察される｡

設けられたるもの､設けられたる調度､ゆるされたる三人､しつらはれたること､と

どめさぶらはれたる手､装束かれたる御琴､仰せられたること､いはれたること､装

束きおかれたる琴ども,せしめられたること,買はれたるかたち風という琴､選ばれ

たる人々､契られたる中､選ばれたる限り､つけられたること､奉られたる本､許さ

れたるやう,損なはれたるところ､しつらひおかれたる御方､うけられたる御国､調

ぜられたる服､思はれたる太政大臣

これらの例はすべて先行句に格助詞を取るものばかりであり､自立した形容詞的用法は

観察されない｡

落建物語では次の2例見出しうるが､いずれも先行句に格助詞を取るのである｡

見しられたるやう､笑ひたてられたる程

以下同様にして, ｢他動詞･受身･タル･名詞｣の連語例を作品別にして網羅する｡

源氏物語

かしづかれたる人､おそはれたる人､そがれたる末､思はれたる有職､探りつけられ

たるほど,そこなはれたる物､引かれたるほど､けおされたるここち､おしけたれた

る有様､建てられたる御堂､思はれたること､思ひおとされたる人､ふすべられたる

ほど､たゆめられたる妬さ､知られたる親ざま､許されたる有様､思し置かれたる人､

つくろはれたる水､けおされたる秋､染めつけられたる心ば-､もてはやされたるほ

ど､かしづかれたるさま,選ばれたるほど,引き結はれたるほど､待たれたるほど､

もてなされたる有様､

紫式部日記

造られたる船ども､ゆるされたる人々､はらはれたる遣り水､晴れたる人､ほけられ

たる人､敷かれたる紙

枕草子

仰せられたる御返り､とられたる心地､許されたる若き男ども､いみじう思はれたる

女,結はれたるやう

夜の寝覚

思しとどめられたるすゑ-､ぬぎやられたる直衣､引き結はれたる御髪､かきなら

されたる所がら､思ひかためられたること､うちやられたる御髪､をりつけられたる

萌葱､引きほころばされたる絶え間､包まれたる御文､うち引かれたる裾､建て添-

られたる寝殿･廓､建てられたる寝殿､まつろはれたるやう､あそばれたるおもしろ

さ､取りつづけられたるさま､思はれたる人

狭衣物語

うちやられたる額髪､吹赤らめられたるつらつき､もてはやされたる腕つき､思はれ

たるしるし,さされたる殿上の若者達､引きわたされたる筆､書きつけられたること

浜松中納言物語

おどされたること,造り飾られたるさま､おぼされたる女王､おぼし召されたる御

気色､かかれたる絵物語,作られたるさま､はらひなされたる池､造り添-られた

る郭､うちやられたる末
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堤中納言物語

取り出でられたる根ども

栄花物語

葺かれたる菖蒲､申されたるついで,書き添-られたる事ども､祈られたる心地､置

かれたる程､いと乱れたるこの頃､見え渡されたる御堂の飾り､建てられたる傍

大鏡

ご覧じつけられたるもの､すてられたるやう､たかれたるえた

以上の諸例は､先行句に格助詞を取る点において形容詞的用法と言いがたい｡留意して

おきたいのが｢他動詞･受身･タル･名詞｣の連語型は､平安時代では漢文訓読文と平仮

名散文に主として見出され､韻文の用例は今のところ大鏡の｢たかれたるえた｣ (長歌)

の他､次の例のみを確認する｡

東にて養はれたる人の子は舌だみてこそ物は言ひけれ (拾遺和歌集413)

行くかたもなく塞かれたる山水のいはまほしくも思ほゆる哉 (後撰和歌集590)

古典和歌が伝統的な語脈を保守する傾向が強いという推測を前提とすれば､この連語型

は､新しく生まれた文章語的性格の濃厚なものであったことを示唆する｡これらの例は､

表現が多様であり使い込まれた熟合形が存在しない｡その働きは､本質的に｢文法的｣で

あり｢語嚢化｣の兆しが見えないことは､この統語構造の出現の新しさを物語っていよう｡

一方､ ｢自動詞･タル･名詞｣のタイプの形容詞的用法は､奈良時代に引き続いてこの時

期も｢枯れタル･後れタル･荒れタル･乱れタル･やつれタル･すぐれタル･あきれタル

･隠れタル｣のような連語型による形容詞的用法が極めて多数観察されるのと対照的であ

る｡中世の用例については筆者は未だ十分な調査を行っていないが､平家物語ではこの連

語型は観察の限り17例を見出しうるo これらは､平安時代の諸例と同じく､すべて格助

詞を取るのである｡

あまされたるいたづら者､思はれたるけしき､書かれたる江相公の筆､こえられた

る間､うたせられたる事､ながされたる俊寛､書きをかれたる筆､ながされたる人､

知られたる事､馴らされたる左兵衛尉,ゑらび申されたる間､思し召されたる都､

仕立てられたる御装束,うたれたる高直城､具せられたる大夫房､とぢこめられた

る心地､結びつけられたるふみ

近世における｢他動詞･受身･タル･名詞｣の連語型においては形容詞的用法と言える

格離脱の例が現れ始める｡
み かた

｢この儀しかるべし｣と雷同して､撃たれたる自方の兵士が首をかき落とし

椿説弓張月(続編巻之五)

うたがはれたる長崎の心根 西鶴織留四｢世の人のこゝろ｣目録

(女房と)久しく添ひけるが･Lならず此女房ををくりけるとて ｢飽き飽かれたる中で

も候はねば御恨みもあるまじく候｡ きのふはけふの物語下

男にきらはれて､親のもとに住みけるに､おのが子の初節句見たくも昼は人目茂げ

ければ｢去られたる門を夜見る怖かな｣ (よみ女しらず) おらが春(164句)

切られたる夢はまことか蚤の跡 其角

即㌍れたる臣､棄てられたる妻､懐を麦におなじうすo
離別れたる身を踏込で田植哉
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よまれたる歌の中にも､まゝかなちがひの歌どもあり｡ 国歌八論(古学論)
いひあらは

制せられたる物語o 言顕したる答によってo 龍神の崇りをなすと見-たり,

源平布引瀧

右の諸例は､先行句との関係を離脱した形容詞的用法である｡注目されるのは､俳句や

連句の発句の例がいくつか挙がっていることである｡この連語型は､古代中世を通じて和

歌には出現しないものであった｡それが俳句のような極限的な短詩型文学において､和歌

の伝統的語脈を放棄するようなことが起こったのかもしれない｡近世に新たに出現し始め

たこのような他動詞資源の形容詞的用法が当時の談話構造を反映するのかは不明である｡

ただ､注目されるのは､右の受身助辞が介入した形容詞的用法の内容が被害を受けること

に偏っている点である｡この事実は､日本語の受身文が話者(書き手)が受けた迷惑や被

害を叙述することを主たる特徴とするということと矛盾しない(注11)｡近世期に新たに

生じたように見えるこの表現も日本語の伝統的な語脈の範囲内で起こった可能性が高いと

思われるのである.これについては､次節で解明する｡

5 ｢他動詞･受身･タル･名詞｣の統語構造

近世期においては､中世以前までは現れることのなかった｢他動詞･受身･タル･名詞｣

の形容詞的用法の例が俳句のような新型の短詩型文学を中心にして出現し始めた｡しかも

その内容は､ある種の被害や迷惑を表示するものに偏る傾向を持っていた｡このような実

態は､従来､文法学において行われてきた説明を補強する｡すなわち｢日本語においては､

伝統的に非人格的なモノを主語にする客観的な受身文が存在しなかった｡日本語の受身文

は､話者(書き手)にとって迷惑や被害となるものが典型的である｣というものである｡

｢開かれた大学｣ ｢閉ざされた空間｣のような､被害や迷惑と切り離された形容詞的用法

が生ずるためには､その前提に､

大学が開かれるo (-開かれた大学) 空間が閉ざされるo (-閉ざされた空間)

のような受身文が存在し､言語共同体がこの統語構造を予め経験していなければならない｡

しかし､ ｢空間が閉ざされる｡｣のような受動構文は,明治以後､日本人が欧文翻訳を経

験するまでは､原則として存在しないものであったo 古典古文の規格を脱したかに見える

近世期の用例もよく被害表示が多く,受身文に関する伝統的制約から自由ではない｡この

ような受動文の伝統的制約が現代語にも影響を及ぼしている｡金水敏によれば､現代語の

受動構文には｢人格的役割の分布制約｣とも言うべきものがあるという(注12)｡金水に

よれば､この事実は最もはやく松下大三郎が指摘したという｡例えば､ ｢僕は､先生にし

かられたo｣の場合,動作主(旧主語) ｢先生｣はこ格で表示される｡一方, ｢名古屋城は､

徳川家に建てられたo｣ ｢市民会館は､業者に解体されたo｣などの非人格的な主語の受動

文においてはこ格では文法的な適格性を失うo 非人格的主語が人格的旧主語によって動作

主表示される場合､ ｢徳川家によって｣などの副詞句を構成しなければならない｡この･よ

うな｢ニヨッテ｣の受身文は､明治以後欧文翻訳を通じて持ち込まれた可能性が高いと言

う.人格的主語による迷惑型受身文の伝統的語脈から今も我々は自由ではないのであるo

すなわち[モノが 人間ニヨッテ 動作される]のような新しい文章語による受身文が前

提になければ､ ｢約束された土地｣のような被害以外の受身が関与する形容詞的用法は出
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現する条件がなかったのである｡

近世後期から明治期にかけて日本人が欧文に接し､伝統的語脈にない非人格的主語を持

つ受動構文を翻訳する必要に迫られたとき､最初彼らはどのようにしてこれに対処したの

であろうか｡明治8年(初編は印書局､ 2編3編は日就社)刊行の『語学独案内』 (英国

砲隊士官ブリンクリ著)という英語教科書がある｡英語文の日本語訳は､文語ではなく東

京中流層で話されていたと思しい会話体によっており､日本人の関与が示唆される｡注目

されるのは､動詞の過去分詞を用いた形容詞用法を日本語訳では､受動表現を避けている

こと､また英語文の非人格的主語による受動構文を日本語訳では､能動文によって対応し

ていることである｡

Dilapidated 破レタル(形容詞) 初編293頁

Rotten腐タル･朽タル(形容詞)初編313頁

Skilled 巧者ナル･練熟シタル(形容詞) 2編 82頁

Self-possesed落付タル(形容詞) 2編106頁

uunw訂ranted無理ナル･条理ナキ･許ナキ(形容詞) 3編220頁
わ)1な,i

A withered tree枯夕木 A cracked pot破鍋
A tow-storied house二階造ノ家(形容詞ノ

如ク用ヒシ過去分詞) 3編185頁

If it cannot be done by persuation,it must only be done by force 理ヅメデイケナケレバ
ちからづく

力侍デスルヨリ仕方ガナイ 2編230貢
いろいろ

various useful medicines are obtained舟om preparations of sea-weed.海草ヲ製シテ種々
よいくすり とれ

良薬ガ取マス 3編9頁
ふくま

The
sail

is hoisted,but there is nowindto fill it.帆ガ掛ケテアルガ風ヲ含ナヒ 3編

19頁
あモ こ

wheel traffic is stopped there during the repairs of the bridge.彼所ハ橋普請デ車留ガ為テ

アル 3編lI頁
ばうず

Gunpowderwas invented by amonk.火薬ハ坊子ガ発明致シタモノダ 3編18頁

本書では過去分詞による形容詞用法を｢動詞ラレタ(ル) ･名詞｣のように受身助辞を

用いた日本語訳が存在しない｡この事実は,非人格的主語による受動文の不在という日本

語の談話構造が干渉した結果であろう｡筆者の観察によれば日本語の｢¢動詞ラレタル･

名詞｣の形容詞的用法は､漢文訓読文を基調とする文語文体において明治の前半期に散見

される｡かかる伝統的な被害受身の枠内における形容詞的用法に加えて､欧文の無生物主

語受動文を直訳的に反映した用法が明治30年代以後出現する｡

尚ほ能く聞く所によれば同氏の呼び出されたるは上告云々の為めにはあらずして此

程宣告せられたる罰金の納不納の儀に就ての事なりしと

『東京横浜毎日新聞』明治13年8月26日

｢誤ら岬草萄｣神谷保朗

『岐阜県教育会雑誌』第I16号,明治38年5月28日

疎み踊られたる蕎葎の薬より消え難き香の遠く立ちて､今に至るまで史を播く者をゆ

かしがらせる｡ 夏目淑石『倫敦塔』明治38年

あの色はただの赤ではない｡屠られたる囚人の血が自ずから人の目を惹いて､自ら人
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の･Lを不快にするごとく一種異様な赤である｡ 夏目淑石『草枕』明治39年

小生が今迄余りに生活とか其他のためにJL､を労して自分の本領を忘れむとして居た事

を自分自身で自覚致し候､忘れられたる文士?否､自分で忘れむとしたる｢誤れる天

才｣は今はかなき眠りより覚め申候､

石川啄木書簡､明治40年9月20日岩崎正宛
みい

われは愛す､何とは無しに愛す｡われは戦傑す､魅られたる人(un homme
charm6)

の如くに恐る(注13)｡ 上田敏『牧羊神』明治41年

世界は広いo世界にはフランスと云ふ国があるo此の事実は､虐げち棚に､
とこしへ

何と云ふ強い慰めと力とを与-るであらうo フランスよ､永世に健在なれ!

永井荷風『ADIEU (わかれ)』明治41年『新潮』 10月号

他動詞を自動詞に転換する形容詞的用法が被害の受身を基調とする伝統的受身構文の制

約を受けながら近世期に出現したことは､日本文法史上の画期的な展開である｡ここで得

られた｢去られたる門｣ ｢切られたる夢｣ ｢棄てられたる妻｣のような自力で開発した被

害者受身の枠内での形容詞的用法が､明治以後も漢文訓読を基調とする文語文の中で命脈

を保っていたo 一方､非人格的なモノを主語とする欧文の受動表現に接し､会話体による

日本語訳では伝統的談話構造を反映して能動態で訳したが､文語および文章語としての言

文一致体による翻訳に際しては｢動詞ラレタル･名詞｣の受動表現で対応した｡これよっ

て､欧文受動動詞による広範な形容詞的用法を日本語の文章構造の中に取り込むことに成

功した｡その結果､日常的談話を必ずしも反映しない｢蝕まれた信頼｣ ｢約束された土地｣

のような､独特の格調を伴った文章表現が可能になったのである｡
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