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1字言禽

文法史の構築をめざすにあたって

1.本研究の課題

本研究は､日本語助詞シカ､およびシカの作る｢~シカ…ナイ構文｣の成立･確立を歴

史的lこ見ることにより､日本語の構文構造の史的変化を追究しようとするものである｡

　助詞に注目した歴史的研究といえぱ､つとに著された石垣謙二1955､文字通り『助飼

の歴史的研究』がすぐに思い起こされよう｡確かに本稿の筆者の牒題は石垣1955の志し

たものと大いに重なるところがある｡石垣1955では｢助詞の荷ふものが全く文法的機能

のみである以上は｣(p.2)｢國語に於ける助詞の変遷は國語の全文法機構に支配せられる｣

　(pタ)のであり､助飼の歴史的変遷を研究することはすなわち日本語の文法機構の変遷

を追うことになる､といい､主に格助飼の機能拡大が扱われた｡しかし､石垣1955にお

いては､その文法機構の変遷をとらえることを目標とするが故に､｢助詞の変遷を文法機

構以外の支配から守る｣ことを目して､上代から室町末期への古代中央語に範囲が自制的

にとどめられた｡これにより､｢作用性用言反発の法則｣をはじめ､日本語文法機構の規

則として今日でも有意義な仮説を抽出したが､本来の牒題としての文法構造の変化の要因

に関しては話者の意識や､下克上の気風の隆盛､といった外的要因に触れるにとどまって､

言語内的条件の追究には至っていないといえる｡これにも明らかなように､石垣1955本

来の目的に沿う､文構造の史的変化から日本語文構造をとらえようとする文法史研究を真

の意で遂行するには､資料の整備や､｢助飼｣という形態レベルの史的研究の蓄積を待た

ねぱならなかったといえる｡また方言研究が理論的な日本語研究全体に有益に結びつけら

れる形の､地理的変異(方言)から日本語史にアプローチする方法論の確立には時間を要

したのである｡しかし､石垣謙二の試みから50年が経つ今､その志を古代語から現代語

まで範囲を広げて行う土壌がととのってきたといえるのではないだろうか｡(この点に関

しては第5章で触れる｡)

　本稿の筆者の牒題とするところは､石垣1955が掲げて十分にはなし得なかったところ

の､言語の歴史的変化の法則性･条件を見いだし合理的な説明を与える日本語文法史の構
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築およびその実践である｡これを目指すことにより､日本語の文構造の在り方そのものを

みることを究極的な目的としている｡

　ソシュール以後､言語学の全体として共時論､普遍文法の解明が隆盛であり､この観点

からの考察が大いに発展してきた｡その状況は日本語学でも同様である｡　しかし早くから

指摘されてきたように､言語が本来変化するものだ､ということに立ち返れぱ共時態を言

語変化の瞬間瞬間としてとらえ､その歴史的変化をとらえる立場での研究もなされなけれ

ぱならない｡近年､国内でも､共時論的分析から得られる枠組みを理論的基礎とし､史的

変遷はもちろん地理的(空間的)変容･社会的変容を総合的に考察する動態言語学(渋谷

1998)の必要性が説かれ､徐々に実践がなされつつある｡従来の日本語学(国語学)にお

いては､過去の日本語について詳細な資料研究･記述的研究の蓄積があり､音韻･形態の

レベルでは研究があるが､文法史:構文構造史については先にも述べた石垣1955という

先駆がありながら､その本来の目的を真に追究するには機が熟していなかったというべき

か､ほとんど手つかずの状態といえる｡　しかし､動態言語学の実践の必要性が説かれ､そ

れを実践するための土壌がととのってきた現在は､その試論を示す機が熟したといえるで

あろう｡

　本研究は日本語教育の発展を通じて主にモダリティ論において大きな成果を上げた現代

日本語研究と､伝統的国語学の主に古代語文法に関する積年の成果､そして言語の地理的

変異を明らかにしうる方言研究の成果とを有効に結びつけるという方法論をとる｡さらに

近世語･近代語の資料の整備など､いずれの分野の功績が欠けてもなしえない試みである｡

本研究はこれらの成果を踏まえて､真の文法史に着手する準備がととのった段階に位置す

る者として試論を提示するものであり､今後その方法論の是非や､成果の検証がなされて

いくべきものである｡

　さて､本論では､文法史構築の一つの試みをなすための形態として､助飼シカに注目し

ている｡シカは｢太郎しかいない｣のように否定述語と拘束関係を持ち､〈其他否定〉と
　　　　　　　　　　--

いう特有の意味をあらわす｡このシカの拘束関係およびシカのような〈其他否定〉専用の

助詞が出現したのは近世初期以降であり､山口発二1991がいうように､その確立の要因

は文法史の興味深い牒題となる｡

　　副助飼｢しか｣は､単にその語の成立が新しいぱかりでなく､副助詞の中に､それに

　　類する働きを担うものの枠ができたこと自体が文法史的にかなり新しいということに

　　なる｡それだけ､副助詞｢しか｣の類の成立は､注意をひく現象であり､この類の副
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　　助詞が江戸時代になって新たに成立することになったのはなぜか､そこにはどういう

　　背景があるのかは､文法史的に興味ある問題と言ってよいだろう｡

山口1991はシカを副助詞ととらえる点で本稿の筆者とは立場を異にするが､シカの成立

を文法史的な問題､とはじめて言明した山口1991の意義は大きい｡

　本研究では､現代語｢…シカ~ナイ｣構文の構造を元に､シカ同様の｢その他を否定す

ることによる反転的な限定｣の意味用法(以下､山口1991に従って〈其他否定〉と呼ぶ)を

持つ助詞(ホカ･ョリ･キリなど以下､シカ類と呼ぶ)に注目し､これらの助詞の構文的

特徴や〈其他否定〉という意味用法の獲得のメカニズムを考察することにより､文法史の

一実践を示す｡

2.本論の内容

　具体的には､本論で以下のように議論をすすめる｡

　第1章｢『とりたて』形式の構文的特徴と意味機能-とりたて詞と係助飼･副助飼-｣

では､シカの具体的な議論に入る前に､シカおよび､これと深く関わりのある､広く限定

　(とりたて)に関わる助詞の構文的位置づけに関する考察として､係助詞･副助詞･とり

たて飼といった枠組みの整理を行う｡とくに現代日本語研究において影響力をもつ枠組み

として｢とりたて詞｣という区分への批判的検討を通じて､文法史の理論的物差しとなり

うる枠組みの設定を試みる｡

　第2章｢係助飼シカの成立-〈其他否定〉の助罰の歴史的変遷にみる-｣では､シカ類

の史的変遷過程の記述を行う｡これに関しては歴史的文献資料のある範囲での研究となる｡

東国方言~江戸語~東京方言においてキリとシカ､古代中央語~近世上方語~近代大阪語

~現代近畿方言においてョリとホカについて分析する｡

　第3章｢方言からみたシカの構文的特徴と成立過程｣では､現代日本語の方言における

シカ類の全体的把握･分析を行う｡これにより､日本語においてどのような要素がく其他

否定〉という意味機能を持つ要素の傾向性をさまざまな面からとらえたい｡

　第4章｢ダケ･バカリの歴史･地理的変化一限定要素の〈其他否定〉用法獲得-｣では､

第3章を踏まえて､名詞の限定に関わる要素の〈其他否定〉用法獲得の可能性について､

その史的変遷･地理的変異の様相から考察する｡

　第5章｢係助詞シカ成立の言語内的要因一文法史構築の試論として-｣では､これまで
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の国語学における｢文法史｣の問題点を確認し､｢文法史｣がその本来の目的を追求する

分野として確立するために必要な､変化の要因､特に言語内的要因･条件の考察を試みる｡

　最後に､本研究の成果と今後の牒題についてまとめて結論とする｡

引用文献

石垣謙二1955『助詞の歴史的研究』岩波書店

渋谷勝己1998｢文法変化と方言一関西方言の可能表現をめぐって-｣『月刊言語』第27巻7号1998

　　年7月号　大修館書店

山口尭二1991｢副助詞『しか』の源流-その他を否定する表現法の広がり-｣『語源探求3』日本

　　語語源探求委員会編　明治書院

9



第1章

｢とりたて｣形式の構文的特微と意昧機能

　　　　　-とりたて詞と係助詞･副助詞-

0.はじめに

　言語形態の構文的振る舞いは､その形態が担う何らかの文法的機能の表れと解すること

ができる｡とすれぱ専ら文法的機能を担う助飼の構文的特徴はまさにその機能の反映と考

えることができる｡助詞研究史においてもこれら助詞の構文的特微である｢相互承接関係｣

が注目されてきたが､そこには次のような法則性が見られる｡

　(1)　親にぱかり　もね､頼っていられないよ｡　:名罰一格一副一係一終(助詞)
　　　　　----

　本章では､このような相互承接関係をはじめとする｢助飼の構文的特徴｣を重視する立

場から､広く｢限定｣の意味機能を担う助詞の類(とりたて詞/あるいは係助詞･副助詞

といわれてきたもの)について論じる｡

　構文的特徴による助詞の分析は研究史上､一般的な立場であった｡ただ､係助詞･副助

飼の類に関しては､その区分の要件が｢構文的特徴｣よりも｢『陳述』の有無｣とされ､

さらに｢主観性の有無｣にすり替わったという学説史の結果として(1)､構文的特徴の違い

が重視されない方向へ研究が進んで来たのもまた事実である｡沼田1986に代表される｢と

りたて詞｣というカテゴリーはこれらの助詞群の機能の共通性に注目し､｢とりたて｣と

して一括したものであり､係助詞と副助詞の区分は不必要とする立場をとる(2)｡この｢と

りたて詞｣が現代日本語助詞研究においてスタンダードとされていることに､先の傾向は

顕著に現れている｡しかし､文法の記述の精度を高めるには､｢構造と系列｣(仁田1997)､

つまり　syntagmatic　な関係とparadigmatic　な関係との二側面からの分析が必要である｡

paradigmaticな関係としての意味の対立は､syntagmaticな関係を前提として初めて明らかに

なるものであろう｡これは｢とりたて飼｣の場合も同様である｡｢とりたて詞｣において

は､｢とりたて｣という機能の共通性を重視して､構文的振る舞いの多様な形態を一括し

ているために､｢とりたて詞｣個々の構文的振る舞いの違いを分析の基準としては重視し

ない(3)｡　しかし､このような規定においては｢とりたて詞｣内部､つまり｢とりたて飼｣
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そのものの精度の高い記述は難しいのではないか｡｢とりたて詞｣においては､構文的特

徴によるsyntagmaticな関係の整理が曖昧なまま意味記述が行われている｡本章ではその

syntagmaticな関係の整理に重点を置き係助詞と副助飼を区分する構文的特微に注目するこ

とで､｢とりたて詞｣の再編成･再検封を試みることとする(4)(5)｡

(1)この学説史上の問題は､時枝誠記が山田の｢日常語としての陳述｣(尾上1990)を､｢文末辞

の統一作用｣そのものを指す文法術語として把握したことに端を発する述語構造の｢陳述論｣に大

きくかかわる｡形式主義で構文的特微を重視した橋本文法では山田の分類が継承されたものの､時

枝の把握以後｢陳述｣が観念的で実体の不明確なものとなって､｢陳述の支配｣の有無を区別の要

件とする係助詞･副助飼という区分も不明確なものとなった｡述語構造の陳述論において｢陳述を

支配するか否か｣が｢主観的か否か｣に置き換えられたために､係助詞か副助詞か､も､その助詞

の｢主観性｣によって計られるようになったのである｡結果､係助詞･副助詞の区分は継承されて

も､研究者　によってその所属要素がまちまちとなる状況を生んだ｡たとえば此島正年1966では

係助飼･副助詞の区分は保ち､構文的特微も山田と同様の説明をするが､その区分の要件を､意味

において主観的か否かに置き換えたために､シカを｢最も係助詞に近い語｣(此島1966　p258)とし

ながらも副助詞とするなど構文的特徴に合わない所属をさせている｡この､研究者によってまちま

ちという学説史上の行き詰まり的な状況が､係助詞と副助飼の区分を疑問視させた一つの要因とい

えるだろう｡この､意味上｢主観的か客観的か｣という違いが区分の要件として現在でも多用され

ること､またこれが｢主観的な｣基準であることは例えば仁田1997でも端的にみてとれる｡仁田1997

ではシカとダケの違いに関して(副助詞･係助詞という区分には触れていないし､数量をとりたて

る場合に限定していっているのではあるが)｢『モ』『シカ』の数量に関する把握のあり方(引用者

注:仁田の術語では《評価》)は､以下に述べる『ダケ』『バカリ』『ホド』『グライ』など(引用者

注:同様に《見積もり》)に比べて主観的なものである｣(下線引用者)とする｡《評価》と《見積

もり》のどちらが主観的とはいいにくいと思われるがそれを別にしても､同様に｢主観的か否か｣

を区分の基準とした此島とは反対に､シカをモと同じ類(いわぱ係助詞)に入れる､という結論を

出していることが分かる｡仁田はこれらの助詞の相互承接･構文的特微を踏まえて論述しており､

同じ構文的特徴を持つものとしてシカ･モを同じ類と分析することは妥当と思われるが｢主観性｣

を区分のフアクターとし､説明に用いている点は学説史上の問題点を継承しているといえる｡

(2)沼田1986参照｡係助詞･副助詞の区分を不要とする根拠については､本章1節･2節･4節､

また注(1)および注(13)参照｡

(3)本章4節参照｡

11



　現代語には｢係結｣は存在しないという見方から､係助詞というカテゴリーを不必要と

する考え方もある｡が､いわゆる係助飼の構文的特徴をもつ助詞群が古語にも現代語にも

共通に存することは､つとに指摘されている｡本章ではこれを確認することによって､係

助詞･副助詞の区分が古語･現代語を問わず日本語の文構造上必要な区分として位置づけ

られる可能性を示す(6)｡いうまでもなく､｢助飼の分類｣が目的ではない｡係助飼･副助

詞の区分そのものというよりも､この区分として現れる構文的特徴の違いに注目したい｡

このことは｢係結｣を､古語の｢狭義の係結｣に止まらず､古語･現代語ともに存する｢文

法｣としてとらえ直す必要性､さらに｢係助飼の構文的特徴をもつ｣とはどういうことな

のかを考え､その本質的な機能を確認する必要性へつながっていく｡

(4)他に｢とりたて飼｣内部の分析体系化を試みたものとして野田1995がある｡野田1995では｢意

味機能による使い分け｣に加え以下の｢文法的性質による使い分け｣三点を重視しており､その意

味では本章と通ずる問題意識である｡

1)どんな述語と呼応するか:　　お茶でも飲もう

　　　　　　　　　　　　　　×お茶でも飲んだ

示デモは意志を表すムードとだけ呼応する

　　2)どんな成分をとりたてるか　:名罰に直接つく/名詞十格助詞につく‥･

　　3)どんな従属節の内部に入るか

ただしこれら三点のなかでも特に1)を重視している点で､筆者は従えない問題がある｡述語との

関係､文構造の中での把握によって体系的な記述を試みている点では重要かつ有意味な分析として

支持できるが､野田1995のとる文構造(野田1989)においては､原則的に助動詞･助詞一つごと

の包含関係をもとにしているため文法構造としての述語構造のカテゴリー各々が一元的な序列の下

に把握されている｡この文法構造把握を基にして｢とりたて詞｣(をはじめ助詞のつくる連用成分)

の体系化を試みれば､その一元的な序列(およびその問題点)がとりたて詞の相互関係､つまり連

用成分の文法構造の把握にも継承されることとなる｡このような一元的な序列を想定した･･階層的

モダリティ論¨の問題点については筆者も修士論文において述べたことがあるが､尾上1998に詳し

い｡本章では野田1995と問題意識を同じくするものの､文構造は一元的な序列を基にしていない

南1974　･　1993　に従って分析をこころみる｡

(5)半藤1996　･　1998a　･　1998b　は､係助詞と副助飼の区分を重視し､従来の｢とりたて詞｣という括

りを見直そうというモチーフ､および〈対比〉と〈主題の提示〉の機能を合わせ持つのがいわゆる

｢係助詞｣である､という見方において筆者と立場を同じくする｡ただし以下の二点において立場が

異なる｡すなわち､半藤1998a　･　b　では副助詞が示す対比性=意味論的概念の｢限定｣と､係助詞→
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→(5)が示す対比性=文法的な機能としての｢とりたて｣は別に扱うべき､とする点､また古語の

　｢係り｣の機能と､現代語の係助詞の｢とりたて｣機能は区別するべき､とする点とである｡

　一点目について､半藤1998a　･　b　がいうように､係助詞と副助詞の本質的な相違が､意味論的限

定か､文法的機能としての限定か､ということになると､つまり係助飼と副助詞とは概念レベルの

異なるものだとすると､まず疑問点となるのは､ではなぜ明確に構文的特徴の違いをもって現れる

のか､ということである｡筆者はsyntagmaticな関係とparadigmaticな関係を峻別するならば､構文

的特徴の違いからは文法的機能の違いが抽出できるし､意味論的な違いはそれとはまた別個に意味

論的観点から抽出･説明されることと考える｡副助詞と係助詞とを比較したうえで､それら各々の

持つ｢語としての意味｣の色合いの濃淡､という面からいえば､確かに副助詞の方が｢意味｣は濃

いといえるので､半藤の見方は肯首できるものである｡　しかし､構文的特徴が厳然と異なるという

言語事実からは､(｢表現論的な分析｣であっても)一方は｢意味的｣一方は｢文法的｣ということで

なく､｢意味｣という尺度とは別個に｢文法的｣な機能としての違いが説明されねばならないと考え

る｡本章では近藤1983　･　1995　の論を踏まえて､その違いを意識した枠組みの構築を目指した｡

　二点目の相違も､筆者の立場は上述の考えによって導かれる｡古語から現代語へという歴史のな

かで(今回ならばいわゆる｢係助詞｣｢副助詞｣の)同一の構文的特徴をもつものが存在する､と

いうことは非常に重要なことと思われる｡ゆえに､同一の構文的特徴(ひいてはそこから抽出でき

る文法的機能)をカギにして､日本語の歴史的変遷を見ていき､説明していくことが可能であると

考えている｡逆にそのことによって日本語に存在するこの｢係｣の機能とは何なのか､その本質を

見て行く､という立場をとる｡　どちらが先ということでなく､理論的枠組みと､ある言語事実の説

明とを､双方向から見直していきたい｡筆者の研究の主眼は｢言語の歴史:言語変化の方向性とそ

の要因｣にあるが､その主眼も含めこの立場の是非は筆者の今後の研究によって証明して行かねば

ならない｡さらに､古代語･現代語のコソを詳細に研究して導かれた半藤1998a･bの見方は大きな

説得力を持つ｡｢係り｣の機能の変質を視野に入れることの必要性も指摘をいただいた｡

(6)この機能の本質の解明､検証はもちろんこれからの牒題であるが､すでになされているものと

して国語学での係助詞を立てる立場(川端善明氏･尾上圭介氏･半藤英明氏(注(5)参照)ら)の

論稿に加え､近年､生成文法の分野でも｢係助詞｣に注目した論稿がある｡古語の係結(連体形終止)

を主要部指定部一致(SPEC-head　agreement)と説明したlkawa1995､現代語の係助詞･副助詞の構文的

ふるまい･限定のあり方のメカニズムを格付与など助詞に関わる日本語の統語システムと連動させ

て説明したAoyagi1998など｡
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1.助詞の相互承接

　山田孝雄以来の先行研究で言われているように､日本語の格助詞･副助詞･係助詞にお

いては､(2)のような構文的特徴の違いがある｡ゆえに一定の承接順(3)がある｡

　(2)a　格助詞は名詞(相当句)に後接する｡

　　　･　花至買う｡　　　　　　(名詞十格助飼ヲ)

　　b　副助詞は格助詞の前接･後接ともに許す｡

　　　･　あなたにだけ会いたい｡(格助詞二十ダケ)
　　　　　　　-

　　　･　あなただけに会いたい｡(ダケ十格助詞二)
　　　　　　　-

　　c係助詞は格助飼･副助詞に必ず後接する｡

　　　･　あなたには頼まない｡　(格助詞二十係助飼ハ)
　　　　　　　一

　　　･×あなたはに頼まない｡　　(係助飼八十格助詞ニ)
　　　　　　　一

　　　･　あなただけは信じている｡(副助詞ダケ十係助詞ハ)
　　　　　　　-

　　　･×あなたはだけ信じている｡(係助詞八十副助詞ダケ)
　　　　　　　-

　(3)a久しぶりに帰省したのに友達は太郎にだけしか会えなかった｡(格一副一係(7))

　　b久しぶりに帰省したのに友達は太郎だけにしか会えなかった｡(副一格一係)

　周知のとおりこれらの相互承接順の確認は､山田孝雄の､特に｢係助飼｣に関する構文

的特徴の記述(8)に端を発する｡山田の｢係助罰｣は本来､以上のような構文的特微の違い

を根拠にして立てられた区分であることに注目したい｡　しかし､問題はこの区分をたてた

山田によって､その構文的特徴よりも､｢陳述を支配する｣つまり｢文末に述体を要求す

る｣という点が区分の要件とされたことであった(9)｡さらに､この｢区分の要件｣が古語

の文法(正しい係結)を規範とする山田自身によって､そのまま口語(現代語)に適用さ

れ､現代語の係助詞についても｢文末に述体を要求する｣という点が強調されたことであ

った(lo)｡もちろん､ある助詞を｢係助飼｣とする根拠は､先に見たような｢構文的特徴｣

であり､現代語に対しても古語の係助詞と同一の構文的特微を持つ類に適用されたのでは

あるが､この経緯が､後に､係助詞と副助詞の区分を不要とする立場を産む根拠の一つと

もなったのである｡このことについては後述する(本章2節･4節)｡

(7)シカは副助詞として扱われることが多いが､(2)の構文的特微に照らせば､完全に係助詞の構

文的特徴を備えており､係助詞と捉えるのが適当と考える｡山田1922　･　1936　でも係助詞に数えら

れている｡シカを係助詞とする扱いについては以下の議論に加え本稿第2章･第3章参照｡
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　現代語(当時の標準口語)において｢文末に述体を要求する｣とは､すなわち格助詞や

副助詞が(4)a･bのように連体文内に収まる(つまり､必ずしも文末に述体を要求しない)

のに対し､係助飼ハは(古語の係助詞が文末に述体を要求したように)(5)bのように連

体文内には収まらない(つまり必ず文末が述体でなけれぱならない)､ということを意味

している｡このことを､係助詞を他と区別する｢要件｣としたのである｡

(8)係助飼としての構文的特徴､副助詞との区別の根拠となる構文的特徴は､(2)に示した以外に

次の二点がある｡

　　･係助詞は時として相互に重ね用いられることがある｡

　　･接続助詞バに接続できる｡

　　　｢この第四次の特性は格助詞､副助詞には決して無きことなり｡｣(『概論Jp.484)

　バとの承接については､現代語では定形表現(｢高給も休暇があれバコソ使える｣など)以外言語

事実が認められないこと､八条件句の意味･機能に歴史的変化が認められることなどからここでは

挙げなかった｡

　係助詞同士の相互承接(サエモ･コソノ`ゝ･ノ`ゝコソ･モコソ･コソナムなど)については以下の二つの可

能性が考えられるがいずれも未検証であり本章では触れなかった｡

　　①係助詞が副助飼に必ず後接､という一般化(本文(2)c)に収斂する可能性｡

　　後で見るように､｢係助詞｣とは､文末に述体を要求する〈主題提示〉と､いわゆる

　　　〈対比〉(2節以降の用語でいえばiji類)の用法を合わせ持つものということができ､

　　相互承接した場合の前項も､〈対比〉の用法を担っているものと考えれば､係助詞の

　　相互承接というより(2)c:[副助詞十係助詞]という承接の一現象と捉えられる｡

　　②複合的な一係助詞である可能性｡

(9)｢この種の助詞が上にあらはるる場合には､それに対して一定の陳述をなさずしてはこれらの

結末がつかぬなり｡この故にその性質によりて陳述に一定の約束を生ず｡(中略)形の上にさへ特

種の約束を生ずることあり｡この述語にあらはれたる特種の約束は即ち結と稀せられたるものなり｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『日本文法学概論Jp.476)

(10)･｢係助詞に属する語は文語にては『は』『も』『ぞ』『なむ』『こそ』『や』『か』『な』にして､

　　　口語にて『は』『も』『こそ』『さえ』『でも』『ほか』『しか』等なり｡｣(『日本文法学概論Jp.472)

　　　･｢今日の口語ではこの所謂係結といふ形は亡びたやうに見えるが､その陳述の勢力を支配す

　　　るといふ黙が､格助詞､副助詞との匹別を認める最も大切な要件である｡｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『日本口語法講義Jp.186)
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(4)　a　この鳥が/だけ昆虫を食べる
　　　　　--

　→b　この鳥が/だけ食べる昆虫｡
-

(5)　a　この鳥は昆虫を食べる｡
　　　　　　　-

→bxこの鳥は食べる昆虫｡
　　　　　　-

(cflO‥‥をこんな風に採る｡)

ただし係助飼が連体文･連体修飾句内に収まらない､というのは事実でなく､いわゆる係

助飼の構文的特徴を持つものでも､連体修飾句内に入ることができる｡例えぱハなら､く対

比〉の解釈が可能な文脈では連体修飾句の内部に収まる｡

　(6)(蛙は食べないが)この鳥は食べる昆虫｡
　　　　　　　　　　　　　　　　-

また､ハに限らずその他の係助詞の構文的特徴を持つ助飼は､いずれもいわゆる〈対比〉

的解釈で連体修飾句内にはいることができる｡

　(7)　次郎には/しか/も/さえ頼めない仕事
　　　　　　　----

また､これは古語でも観察されている構文的特微であることが注目できる｡旧来多くの指

摘によって古語のハ･モが必ずしも述体を要求しないことは明らかであるし､ハ･モに限

らず､曲調終止を形成するとされる狭義の係助詞ゾ･コソ･ナムでも同様である｡｢結び

の流れ｣といわれるものに､今問題としている連体修飾句内部に入る用例が存在したこと

を思い起こされたい｡連体形結びのゾ･ナム･ヤ･力はひとまず置き､コソ･ハ･モが連

体節内に入っている用例をみておこう｡

　(8)aなを[この近き夢こそ[さますへきかたなく思給へらる刈]はおなし事よのつね
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　　　なきかなしひなれとつみふかきかたはまさりて侍るにやと(源氏物語:宿木1717⑨)

　　b[これこそあるべきこと]よ　　　　　　　　　(大鏡内大臣道隆)仁田1984より
　　　　　　-

　　c[かたみこそあだのおほ野の萩の露]うつろふ色はいふかひもなし
　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(新後撰和歌集1　149:藤原定家)

　　dあをやぎをかたいとによりて鶯のぬふてふ笠は梅の花がさ(古今和歌集1081)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　e花ならでただ柴の戸をさして思ふ心の奥もみよしのの山(新古今和歌集1618:慈円)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

これらの場合､曲調終止の係結は形成されず､ゆえに｢結びの流れ/消滅｣といわれてき

たが､このような｢破格｣が少なからず存在することについては旧来多くの指摘がある｡

　そのひとつ､仁田1984では

　　ここに働いているのは､活用語が名詞の連体修飾成分として繋って行く時､その活用

　　語は連体形を取る､といった統語一形態規則である｡結びが解消したといった性質の

　　ものではない｡そもそも､係結びなる現象が連体修飾句の中には存在しないのである｡



　　連体修飾句中の係助飼は､シンタグマティクな係りの機能が押えられ､パラディグマ

　　ティクな機能が卓立してくる｡(仁田1984　p.123)

と説明する｡この説明に従えぱ連体修飾句内の係助飼の機能は｢パラディグマティクな対

比の機能｣(仁田1984　p.134)と捉えることができる｡これは現代語のハ･モおよびその

他の｢係助詞の構文的特徴を持つもの｣と並行的である｡また､川端1994では､｢体言で

結ぶ｣場合(連体修飾句内に係助詞が収まる場合､と言い換えられよう)が､｢コソの他､

ゾ･カモ･ヤ･ハ･モなどにまで広く及ぶであろう｡｣と述べられている｡そこでは本居

宣長『詞の玉緒』の｢巻三以降､係となる助詞個々の用法を解説する巻々では､ハ･モ･

ゾ･ヤ･コソの項それぞれすべてに､〈動かぬ言にて結ぶ〉格一つまり体言が結びである

ケースを十分な例とともに挙げている｣ことが確認され､係結を用言系だけでなく体言系

･助詞相互の係結にまで広げる立場が提示されている｡連体修飾句内の係助飼の働きを｢係

結｣に入れるか否か､つまり連体修飾句内の当該の助飼を係助飼と呼ぶか否かには様々な

立場があろうが､実際の構文的特徴としてこのように古語の｢係助詞｣が連体修飾句内に

生じ得ることはすでに先行各論で観察され､確認されているものである｡(11)

　以上のように古語の係助詞も､連体修飾句内に入り得る｡連体修飾句内の係助詞の意味

が〈対比〉とくくれるものか否かは一々の用例に当たって詳細な検証が必要だが､これら

古語の｢係助飼｣が現代語のハ･モ･シカなど｢係助詞の構文的特徴を持つもの｣と同様

の構文的特徴を備えているということは確認できる(12)｡

　係助詞･副助詞の別を認めない立場では､この連体修飾句･連体文内部に収まるという

性質=｢連体文内性｣を山田が係助詞の構文的特徴として記述せず､逆に係助詞と格助詞

･副助飼との区分の要件とした一方､現実にはこの性質が､係助飼といわれるものにも存

し､係助詞を特立する要件たりえない点､また現代語に狭義の(いわゆる曲調終止の)係

結が存在しない点などから｢係助詞｣の区分を不必要とする｡その是非は後で問うことに

するが､筆者は､区分の要件として､連体文内性が重要なフアクターとしては効かないこ

(11)佐治1991､阪倉1993､大野1993など｡

(12)古語の係助詞ハについては､連体修飾句内部に限らず主に〈対比〉的解釈を表し､〈主題提示〉

はハでなく無助詞で示した､とする見方もある｡本章ではまだ考慮に入れていないが､この見方も

含め｢正格の係結｣にとらわれず係助詞(なり､後で見るi　iiiiv類それぞれ)の構文的特徴をもつ､

ということがどのような機能を担うことを意味するのか､を見直して行く必要があると考える｡本

章はその見直しの必要性を強く主張するものである｡
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とが明らかとなってもなお､山田で立てられた係助飼･副助罰の区分は有効と考える｡副

助飼との表面的な構文的特徴の差としては､未だ格助詞との前後接･相互承接順が客観的

な構文上の根拠として存するが(13)､この構文的特徴の違いが意味機能の違いと対応して

いるという見解が､すでに示されている｡次章ではこの見解の妥当性を確認しつつ､通時

的なスケールとして確立するべく補強していく作業を行う｡

(13)沼田1986では､この格助詞との前後接という係助詞副助飼の区分が｢あまり厳密でない｣と

して次の例文をあげる｡(p.111~112)

　(a)??お客は国内だけでなく､海外までからやって来た｡
　　　　　　　　　　　--

　(a')　お客は国内だけでなく､海外からまでやって来た｡
　　　　　　　　　　　--

　(b)??都市部ばかりか農村までで流行しだしている｡
　　　　　　　　　--

　(b')　都市部ばかりか農村でまで流行しだしている｡
　　　　　　　　　--

　(c)　あなたこそが私の探していた人だ｡
-

18　-

　　(d)　たった2円の飴さえ亙なかなか買えない貧乏暮しだった｡

(a)(a')(b)(b')は､格助詞の前後接ともに可能なはずの副助詞のマデが､格助罰デ･カラの場合承接し

にくく､できても(係助詞のように)格助詞に後接する方が容認度が高いことを示す｡また(c)(d)は､

｢係助飼｣で､格助詞の後接は不可能なはずのコソ･サエが､格助詞に後接される例として挙がる｡こ

れも係助詞副助詞の区分を不必要とする根拠のひとつとなっているが､筆者はこの区分を否定する

根拠とはならないものと考える｡まず､マデとカラ･デの承接のしにくさについては､個別の､語と

しての意味上の制約と考える｡例えばa)a')についていえばマデとカラの意味はそのコアにおいて

全く逆である｡また､(a)(b)よりも(a')(b')の方が容認度が高い点については､このマデがすべて､く範

囲〉でな〈､〈対比〉的意味を担っていることから､本章3節以下の分析に従えぱ何の問題もなく

説明できる｡本章では3節で格助詞との前後接ととりたてにかかわる意味機能が対応していること

を確認する｡〈対比〉的意味を持って〈文レベルのとりたて〉に機能する｢とりたて｣形態は､格

助詞に後接する｡ここであがる例文はともに､｢農村で流行する｣｢(お客が)海外から来る｣という文

レベルの事態がとりたてられているのであり､このマデが格助罰に後接するのは本章の分析に沿う｡

　また(c)(d)については､歴史的変遷の問題として捉えるべきであり､これも係助詞副助詞の区分

を否定する根拠とは考えない｡むしろこの区分を重視した枠組みのうえで説明されるべき変遷と考

える｡コソとサエの歴史的変遷については本章3節の末尾参照｡



2.｢限定｣の機能を持つ助詞の二層性

　1で見た助詞類の構文的特微と､さまざまな意味機能との対応を包括的に提示したのが

近藤1983であった｡ここでは､現代語において広く｢限定｣に働く助詞の類を､構文的

特徴とその担う意味において再編成し､現代語の｢副助詞｣が体系化された｡下記表1に

まとめる｡表中､その構文的特徴からi　･ii･i類(筆者が便宜上設定)はそれぞれ準体

助詞､副助詞､係助詞に相当することが分かる｡それぞれに所属する要素(14)は次表2の

とおりである｡

表1

機　能 意　味 構　文　的　特　微

i　準体機能のみ

i準体機能/副機能

副機能のみ

程度･範囲

限定

　対比

体言相当句に接続｡格･副･係助詞に前接

連用語にも接続｡格助詞に前後接･係助詞には前接

･副助詞に後接｡形容詞連用形に接続可能

表2

i　準体型:準体機能のみをもつもの

　　か･から･きり･くらい(おおよそ)･しも･だけ(程度)･など(例示)･ばかり(程度)

　　　ほど(程度)･まで(範囲)　(ぐるみ･がてら･ごと･とも･づつ(接尾語類))

ii混合型:両機能をもつもの

　　のみ･ばかり(限定)･だけ(限定)

i連用型:副機能のみをもつもの

　　しか･すら･だって･でも･なり･なんて･やら･くらい(強調)･など(強調)

　　　まで(強調)･こそ･さえ･は･も

※副機能･準体機能は､宮地裕の規定による｡近藤1983から簡単なまとめを抜粋する｡

　･準体機能:上に体言または連体形態を置き､全体で体言語句を構成する末尾の要素

　　　　　　　として働く機能　　ex.あなただけを頼りにしているんですよ｡

　･副機能　:上に用言または連用形態を置き､これに更に何らかの意味を添える働き

　　　　　　　をする機能　　　ex.あなたをだけ頼りにしているんですよ｡

(14)表2中､i　ii　ji類各々に所属する要素について細かな点ではいくつか異論があるが､全体と

しては構文的特微と意味機能の対応が明確に見て取れる結果であり､ここでは追求しない｡
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近藤1983は｢限定｣(｢とりたて｣)の機能を持つ要素を｢副助詞｣として取り集め､その

意味機能を〈程度範囲〉〈限定〉〈強調･対比〉と下位分類し､同一語形でもたとえぱくお

およその程度〉を示すクライ､〈強調〉のクライなどといった形で､まずは同音異義語と

して扱った上で各々の構文的振る舞いを確認し､これらの意味機能がそれぞれの構文的特

徴と並行的であることを示したものである｡準体機能･副機能については沼田1986の｢と

りたて｣の下位区分で言えぱ､準体機能が〈名詞句副詞句とりたて〉(名詞相当句･副詞

句をとりたてる機能｡具体的には後出の各例文(9)~(12)のaであり､副機能がく文とり

たて〉(動飼句から文レベルの要素をとりたてる機能｡具体例は後出の各例文(9)~(12)のb

に当たる｡

　具体例を見よう｡　iの類は､必ず格助詞に前接し直前の体言相当句を修飾する準体機能

　〈名飼句とりたて〉のみ担う｡iの類は必ず､格助詞･i　ii類に後接し､副機能く文とり

たて〉のみを担う｡

　(9)a誰しもが涙に暮れていた｡

-20-

　　bx誰がしも涙に暮れていた｡

　(10)axあなたの病気はこの薬しかに治せない｡
　　　　　　　　　　　　-

　　b　あなたの病気はこの薬にしか治せない｡
　　　　　　　　　　　　　-

この違いを顕著に示すのが同形式でi･i類に分布するクライ･ナド･マデなどである｡

同じクライという形式でも､(11)aのように格助詞に前接してi類の構文的特徴を持つと､

〈名詞句とりたて〉として名詞[三時]のみを限定し､〈(おおよその)程度〉の意味しか

表せない｡一方格助詞に後接しi類の構文的特徴を持つと(11)bのように､〈文とりたて〉

として[三時におやつを食べる]という文レベルの要素をとりたててく対比･強調(最低

限)〉の意味しか表せない｡ここで､格助詞との前接/後接で明確に機能が二層に分かれ

ることが推定される｡

　(11)a　三時くらいにおやつを食べよう(○おおよそ/×最低限):[三時]のとりたて

　　b　三時にくらいおやつを食べよう(×おおよそ/○最低限)
　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:[三時におやつを食べる]のとりたて

この言語事実自体は既に指摘されているものであるが､ここからすれぱ近藤1983を元に

格助詞の前後接と意味機能の対応を認め､この構文的特徴の違いをフアクターとする係助

詞･副助詞の区分の妥当性は高いといえよう｡

　しかし､沼田1986(p.166)･1991が指摘するように､格助罰との承接関係においては機



能と意味とが明確に分けられない場合がある｡典型的なのはダケである｡

　(12)a花子の病気はあの薬だけで治せる｡:[あの薬]のとりたて
　　　　　　　　　　　　　--

b花子の病気はあの薬

(14)a水のみを飲む｡
一

で
一

だけ治せる｡:[あの薬で治せる]のとりたて
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:[君]のとりたて

:[君にあげる]のとりたて

:[水]のとりたて

:[水を飲む]のとりたて

○

○

9
･
　
　
9

9
･
　
　
9
･

(13)a　この本は君だけにあげる｡
　　　　　　--

　b　この本は君にだけあげる｡
　　　　　　--

b水をのみ飲む｡
　　--

(12)a･bのようにデでは顕著に見える〈名詞句とりたて〉と〈文とりたて〉の差も､(13)a

･bのニの場合は当てはまらず､デ以外の格助詞(ニ･ヲ)でも同様に意味の差が決定的

でない｡(14)a･bから分かるようにノミも同様に意味の差が認めにくい｡特に必須項の

格助詞との前後接においては､意味の差は生じにくいといわれる｡(12)a･bのデの場合

に限っては､このように意味の差が明確とされているが､この根拠については奥津1986b

にデの違い(a:断定｢だ｣のテ形､b:格助詞〈手段〉デ)という説明がなされており､

筆者もこれが妥当と考える｡これによれぱ､(12)a･bの二義性は､ダケの機能というよ

り､格助飼デと､格助罰でない断定のデの構造の違いによって生まれていると考えること

ができ､この意味の差は､格助飼と副助詞の関係で生じているのではない､といえる｡格

助詞と副助詞との前後接と意味機能の対応関係は(13)(14)を元に判断することになる｡ど

の｢副助詞｣｢とりたて詞｣と､どの格助詞の間に､前後接による意味の差が生じるか､

また生じないかについては多くの見解があるが､(13)(14)からすれぱ､格助飼の前後接と

意味機能との各々の間に明確な対応関係を認めるのは難しく､沼田1986が言うように､

格助詞との前後接を､決定的なフアクターと認めるのもまた難しいことになる｡

　また､前述のとおり､この､格助飼との前後接による意味の差の有無についての認識は

研究者によってかなり差がある｡まず奥津1986bのように､格助罰の前後接による意味の

差を認めないスタンスをとって､差がある(ように見えるダケとデの前後接の)場合を説

明して行く立場がある一方､久野･モネーン1983のように､分析対象としたダケ･ノミ

･バカリ･クライすべてに共通の言語事実として､幅広く副助詞と格助詞の間に前後接に

よる意味の差を認め､これを普遍的な構造の違いとしてとらえる立場もある｡｢意味の差｣

を認めるか否か､で相いれない状況になっている｡また一方では沼田1991のようにもう

―度､副助詞個々と格助詞の関係について細かく見直そうという動きもあるが､これも最

終的には研究者の｢語感｣にもとづくこととなり理論的進展は生まれていないようである｡



　格助詞との前後接関係における｢副助詞｣の振る舞いを観察することによって構文的特

徴と意味機能との対応関係を検証していくことが本来ならぱ必要だが､筆者は､ここまで

の議論を踏まえ､副助詞といわれるものの中を二種類に分けることで､別の見解を示した

い｡

　沼田1986　･　奥津1986bのいうように､副助詞といわれるもののうち､ダケなどii類は確

かに意味の差が明確になりにくい｡が､｢意味の差が明確でない例｣として上がるのは､

これだけ各研究者の見解がわかれるなかで､常にノミ･ダケ･限定のバカリ(以下､限定

バカリ)=ii類､であるということは注目に値する事実である｡またi･i類においては

各々､i類専用の形式(カ･カラ･シモ･グルミ･ガテラ･ゴト･ヅツ…など｡表2参

照)､i類専用の形式がそれぞれ存在し(シカ･ダッテ･デモ･ハ･モ…など｡表2参照)､

かつ同一形式でi･類に分布する要素(つまり格助詞との前後接で意味機能を変える要素)

が少なからず存在すること､またii類(ノミ･ダケ･限定バカリ)にしても意味の差を認め

る立場が存在することを考えれぱ､格助飼との前後接､つまりi類と･類の違い(および

それを端的な区分の要件として設けられた｢係助詞｣｢副助詞｣の違い)は重要な区分と

して浮かび上がってくるのではなかろうか｡

　沼田1986　･　奥津1986bの指摘から言えることは､｢ii類は｣格助詞との前後接で意味の

違いが明確でない､ということであって､これを｢副助詞｣あるいは｢とりたて詞｣全体

についていうことには問題があるのではないか｡これは｢副助飼｣あるいは｢とりたて詞｣

全体の特徴ではなく､ii類の特徴なのではないか｡現に､li類を除いて､同一形式でi･

i類に分布する形式について見れぱ､(11)a･bのように意味の差は明確なのである｡す

なわち､このii類の場合をもって格助詞の前後接という構文的特徴と､意味機能の違いと

の対応を否定することはできない｡

　ここで､上の見方を念頭に置きつつ近藤1983の結果から分かることをもう一度確認す

ると､従来｢副助詞｣とされて来たもの､つまり｢格助詞との前後接が可能｣な形式の中

に､二種類ある､という点が浮かび上がる｡その二種類とは､格助詞との前後接で機能を

明確に変えるクライ･ホド･ナドのようなものと､この構文的特徴によっては機能を変え

ないダケ･ノミ･限定バカリと､である｡沼田1986や奥津1986bではii類:ダケ･ノミ･

限定バカリが(係助詞･副助飼の区分の要件である)格助飼の前後接によっても意味の違

いが明確でないという事実から｢分布の違いにもかかわらず､とりたて飼はとりたて飼で

あり意味も変わらない｣(奥津1996p.129:1986b再録への追記)とし､格助詞との承接関係を
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構文的特徴に

｢表層的な分布の違い｣(奥津1986b)としたわけだが､ii類に所属するものが限られて

いる一方 1 i類にはそれぞれ専用に所属する形式が存在し､かつ同一形式でi

に分布するものが少なからず存在する､という事実からすれぱ､

よって意味･機能とも決定的に

i類のように

i類

この一
1

分かれることこそ重視すべきであろう｡ダケ

は意味の差が生じない､という立場と筆者の立場は矛盾しない｡ただこれらの助詞群の構

文的特徴および意味機能を考えるに当たっては､ii類はi･i類の中間的な存在として扱

うべきなのではなかろうか｡近藤1983は｢『限定』が用言側に近く働けぱ強調･対比を示

し得るし､体言側に近く働けぱある範囲を指示することになると考えられる｡｣と述べる｡

　｢限定｣そのものが連続的なものであるとすれぱ､ii類は意味機能の｢限定｣の仕方とい

う点においても､構文的特微においても二層の中間的･連続的な部分を体現している存在

と位置づけられる｡このように解すれぱ､ii類においては格助詞の前/後接が意味機能の

分担において決定的でないことも自然なこととして理解できる｡もちろん､｢副助飼｣とい

う区分の性格を考える場合であれぱ､まさにii類こそ｢典型的な副助飼｣(近藤1983)と

いえるであろう｡ただし､他の助詞との関係も見つつ文構造を考える際には､格助詞との

前後接は重要なフアクターと見なされ得るのであり､ここにおいて｢自由｣なli類は｢典

型｣ではあり得ない｡

　上記のように､広く｢限定｣に機能する要素が構文的特徴とそれに対応する意味機能に

よって二層にわけられる､という結果が得られたこと､および複数類にまたがって同一形

式が存在することから考えると､それぞれの要素は構文的特徴によって担う機能を変えて

いるといえるのではなかろうか｡これまでのとりたて飼研究は､ダケのような､いわぱ中

間的なものを中心･典型として扱ってきたために､構文的特徴で機能が変わるという事実

が重要視されず､係助詞･副助詞という区分が不必要に見え､｢分布の自由｣な｢とりた

て飼｣として扱う方向へ進んだといえるであろう｡要するに､格助飼との前後接という構

文的特徴と､〈名詞句とりたて〉〈文とりたて〉という意味機能の対応が不明確なのは､

あらゆる面で中間的なものとして存在するii類の抱える問題として理解でき､｢限定｣｢と

りたて｣にかかわる要素全体を整理する上ではやはり構文的特徴の違いが無視できないと

いうことである｡

　さて､このように近藤1983に基づいた考察で現代語において相互承接関係と格助詞と

の承接関係から､｢限定｣に機能する助飼の二層性が抽出されたわけだが､近藤1995では

さらにその二層が､中古語にも存することが示された｡次の表3にまとめる｡　i~･は所
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属する形式も合わせ､先の現代語の表1･表2における､構文的特徴による区分i~･類

に相当する｡ivは一般に提題助罰といわれ､主題(題目)を提示する助飼類に相当する｡

表3

IV

●●●

111
●●

||
●

|

中古語　語例 ぞ･こそ

は･も

のみ･だに

さヘ

など ばかり･まで

現代語　語例 は･も

(主題)

は(対比)･も

　しか

　だけ･のみ

かり(限定)

ばかり

ど(程度)

格助詞に前接

格助詞に後後+他の副助詞(i　ii類)に前接

助詞に後接+他の副助詞(i　ii類)に後接

容詞連用形に接続(16)

×

(15)

× ○ ○

機　能　　　　　　文とりたて

　　　　　　　名詞句とりたて

主題

提示(17)

○ ○

○

×

(参　考)　　　　　係結(古語のみ)

　　　　　　　　　連休文内性

○ (?) × ×

近藤1995によれぱ､i　･ii類は､i･iv類に必ず前接､格助詞との関係ではii類が前/

後接可能で〈文とりたて〉〈名詞句とりたて〉両機能に働く｡i類は格助詞に必ず前接し

　〈名飼句とりたて〉のみ担うという｡以上の構文的特徴と意味機能の対応は現代語と同様

である｡

　iv類とni類は､格助飼､i･ii類に必ず後接という構文的特徴を共通に持つ｡山田･橋

本文法などで現代語においてもivとiが一括して係助飼とされるのはこれら構文的特徴の

共通性に理由がある｡　iv類と･類は､中古語の場合iv類が係結にかかわり､iv類とi類の

相互承接では必ずiv類が必ず後接(のみぞ/だにこそ…)する､という点で分けられてい

る｡現代語では､承接関係はないが(×しかは/×しかも/×はは/×はも…)｢連体文

内性｣において差がある｡連体文内性とは､前節で見た､連体修飾句内部に収まりうる､

という性質を指す｡i類は｢連体文内性｣があり､iv類にはない｡またiv類については一

文中でのi類助詞句との共起制限がない(18)｡
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(15)

(16)

太郎はこの本しか読まなかった｡
-

(ハ:主題(iv)/シカ:(･))

(モ:主題(iv)/ハ:対比(･))

-25

私もこの本は読まなかった｡
　-　　　-

またKubo1992　･　東1993などにより〈主題〉と〈対比〉ハの構造上の違いを認める立場に

従えぱ､〈主題提示〉の要素は構文的特微と機能が一致してi類とは別に立てることがで

きる｡

　ただし､ここで注目すべきことは･･iv類の所属要素の共通性である｡先の現代語の表

2のi類を見ると､そのほとんどが同形式で主題提示の機能(ivに当たる)が認められて

(15)△としたのは､格助詞に後接した場合のハが〈対比〉の解釈になりやすい(iji類と考えられ

る)ためである｡この傾向については青木1992　･　重見1994参照｡

(16)形容詞連用形への接続については近藤1995で､現代語ではハ･シカ･モの類のみ､しかも文末

が｢ない/ある/なる｣といった述語に限って見られると指摘している｡

　　[中古語]人目もつつまずあひ見まほしくさへ思さる｡(源氏･澪標)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　[現代語]悲しく佳ない/もろく血敗退した/六割近くしか使われない｡(近藤1995より)

これも､とりたて詞の中でハ･モ･シカの類(ここでのm類)を区別する一つの根拠となる可能性があ

り､重要な指摘である｡ただ形容詞連用形への接続という構文的特微が機能として何を示すのかにつ

いては筆者自身考察が及んでいない｡

(17)iv類に関して､その機能を〈主題提示〉とするのは適当でないかもしれない｡　というのは､

主題提示に関しては無助詞で示したという見方が存すること(注(12)参照)に加え､仁田1984で言う

ように､係助詞の中でもハ･モとゾ･コソ･ナムとの機能を分けて考える説も存するからである｡

ハ･モとゾ･コソ･ナムとは一文中に共起可能であることから仁田1984では､ハ･モは題目解説構

造を持つ判断文を作る機能を持ち､ゾ･コソ･ナムは強調･指示の演述文を作る､とする｡そして

　｢題目解説｣と｢強調･指示｣とは｢独立｣であるから一文中に共起可能､と説明している｡一々

の用例に当たっての検証は必要だが､ハ･モとゾ･コソ･ナムが一文中に共起している場合､ハ･

モはiv類､ゾ･コソ･ナムは･類として働いているという可能性もある｡また､注(12)の説からす

ればハ･モ･ゾ･コソ･ナムすべてをiji類に入れ､iv類は無助飼と主題を表す場合のハ･モのみ所

属させる､という扱いが適当かもしれない｡古語のji　･　iv類の扱いについては今後も検討が必要で

あるが現段階ではiv類の機能として〈主題提示〉のみ提示しておく｡

(18)近藤1979参照｡ii　iji類を近藤は｢副助詞｣として扱っているが､この｢副助詞｣による｢とりたて｣

というのは―文に一要素のみが原則(卓立の原則)である｡



いる(19)ということである｡(表3にはスペースの都合上記入していないが､表2の形式を

合わせ参照されたい｡)具体例をあげておこう｡

　(17)鈴木なら､今日は休みだ｡
　　　　　-

　(18)コーヒーでもいかがですか｡
　　　　　　　一

　(19)僕なんか､今度ヨーロッパヘ行くんだよ｡
　　　　-

また1節で見たように中古語の場合も､いわゆる係助詞､iv類が連体修飾句内に入り得た

　(つまりi類と同じ連体文内性をも持つ)ことを思い起こそう｡これによれぱ中古語も現

代語もiv類の要素はほぽすべて､同形式でi類としても存在するということがいえる｡い

いかえれぱ層への入り方､文構造上の位置の違いで､〈主題提示〉と〈文とりたて〉を担

いわけている､ということがいえる｡現代語においても中古語においてもiv･i類のつな

がりは大きい可能性がある｡

　近藤1995でもこの現代語･中古語の結果を踏まえて､〈文とりたて〉に重点を置くもの

と､〈名詞句副飼句とりたて〉に重点を置くものとでこれら｢とりたて｣にかかわる助詞

自体の｢階層が二つに分かれるという普遍性があることが判明する｣(近藤1995　p.272)と

述べている｡上記の表で分かるように､その層の境はi･ii類とi･iv類の間に相当する｡

　ここで重要なのは､このi　･ii類と･･iv類の構文的特徴の違いは山田1908で設けら

れた係助飼と他の助詞との違いに重なるという点である｡山田の｢係助詞｣においては係

結にのみ機能を収斂させた(さらにいえぱ係結の係そのものとして定義された)ことで大

きな欠点を抱えてはいた｡また〈対比〉の機能の存在は認めながらその構文的特徴に言及

しておらず､iv類の構文的特徴を､i･iv類の構文的特徴として､一括してしまった点も

問題だった｡　しかし､先述のように･･iv類のつながりが大きい可能性が確認されたうえ

では助飼の区分としても評価されてよいし､何より構文的特徴の違いに基づいて設けられ

た区分であったことは再評価されるべきである｡それは山田の区分における｢係助飼｣そ

のものの再評価であり､その区別の基準となった構文的特徴の再評価である｡

　つまり､｢とりたて｣に関わる助詞(およびその意味機能を支える文構造)を考える際､

このi･ii類とi･iv類との違いは重視すべきものではないか､ということである｡この

理解のもとでは以上のような構文的特徴をもとに意味機能の対応した文構造として階層･

カテゴリーを設定して行くこと､構文的特徴でこれら｢とりたて｣にかかわる助詞の性格

を見直し規定していくことは可能であり､このような方針を重視すべきであると考える｡

(19)これらji類のうち､〈主題提示〉の機能が一般にみとめられていないものは､シカのみ｡
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近藤1983　･　1995　の分析を踏まえた以上の把握から､構文的特徴と意味機能が対応し､そ

れによって二層が設けられること､そしてそれが日本語の中古語･現代語に共通の構造で

あることが明らかとなった｡すなわち意味機能を反映した連用成分の階層として､く文と

りたて〉の層､〈名詞句とりたて〉の層の二つが立てられ､おのおのの要素の分布は次の

表4のようになる｡このような把握のもとではこれまで同音異義語的に扱われて来た形式

も､多義語(多機能語)として扱うことができるようになる｡

表4

構文的特徴

機　能

　意　味

　　iv類

主題提示〉

〈主題〉

　　i類　　　　　　ii類　　　　　　i類

文とりたて〉←　　　→〈名詞句とりたて〉

　〈対比〉　　〈限定〉　　〈程度･範囲〉

3.｢とりたて｣の構造的意味

　さて､以上の近藤1983　･　1995　の分析を踏まえて､表4に示したような助詞の機能の層

の文構造上の位置づけについて考えて行く｡本章ではその基礎として南1974　･　1993　の構造

を採用する(2゜)｡ここで設定されたA~Dの四つの階層は､構文的特徴を基にして立てら

れているが､要素間の一元的な序列だけではなく､要素同士の包摂関係を基に立てられて

いる｡この立場は､syntagmaticな関係を基礎において整理したい筆者の立場に合うもので

あり､結論を先取りすれぱ､2節で確認したi　･ii類とi･iv類の違いを重ねることので

きる構造である｡また､この､南1974　･　1993　の構造は､田窪1987によって一般言語学的

な概念に沿って(20)のように解釈が与えられている｡

　(20)A:動詞句(動作)レベル､B:節(事態)レベル､C:主節(判断)､D:発話(伝達)

この南1993に沿ってその階層構造上で考えるに､名飼句･副飼句というのは､基本的に

A類の要素である｡とすれぱ､〈名詞句副詞句とりたて〉は､｢A類のとりたて｣と言う

(20)中古語･現代語に共通の枠組として南1974　･　1993　を適用することとなるが､南の階層構造の

中古語への適用は､すでに小田1990･1994近藤1997で試みられている｡また高山1988･1992では､南

そのものの適用ではないが､中古語内部で南の方法論により階層構造の設定が試みられている｡これ

らの構造との比較･対照も必要な作業となろう｡
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(i

(iv

･
―

ことができ､i類は､A類の要素と言える｡また文のレベルというのは､B段階以上のレ

ベルであり､〈文とりたて〉に機能する･類は､おそらくB類要素と推定でき､両機能に

働くii類はA･B段階にほぽ同じ重心をかけて入るものと考えられる｡実際､南1974　･　1993

では､｢主語を除く格成分｣がA類､｢主語ととりたて助詞｣(これは沼田1986の｢とりた

て飼｣に従っている)がB類､主題のハがC類とされており､推定とほぽ一致する｡中間

的な存在であるii類はひとまずおき､最も重要なi類とi類の違いを以下で明確にしよう｡

　(21)[8[大連休]くらいに]遊びに行こう｡
　　　　　　-

　(22)[8三時に]くらい休憩しよう｡
　　　　　　-

A類要素をとりたて､B類従属句に含まれている(21)のクライは､〈おおよそ〉の解釈し

かできずi類と見なせる｡一方､B類要素をとりたてている(22)のクライは逆に､〈対比〉

の解釈しかできずi類とみなせる｡

　i類は､格助飼との承接において必ず前接する構文的特徴をもつ｡このことからすれぱ

必ずA類の内部に包まれるわけで､おのずとA類要素であると認定できる｡また･類は次

の例文(23)~(26)のとおり､A･B類要素には接続でき､C類には接続できない｡ゆえに

B層で機能するといえる｡

　(23)　[大ゆっくり]は/も/しか歩けない｡　　　　　　　　([大ゆっくり:状態副飼D
　　　　　　　　-一一

　(24)　[8お金をもらって]は/も/しかやる気になれない｡([8~テ(原因･理由･条件)])
　　　　　　　　　　---

　(25)×[c大技｢連続コバチ｣は]は/も/しか普通の選手にはできない｡([｡主題ハD
　　　　　　　　　　　---

　(26)×[c例の講演の件だが]は/も/しか私は引き受けられない｡　　([･~ダガD
　　　　　　　　　　　---

　以上からすれぱ､｢とりたて｣にかかわる要素に関して南の構造上の位置づけは次のよ

うに修正でき､表4と合わせれぱその機能は階層上､次ページ表5のように位置づけられ

る｡

L
E

南

格成分(主語を除く)-A

主語ととりたて助詞　-B

~ノ`ゝ -C 上

　　　　　　　　修正後

　格成分

〈名詞句とりたて〉の要素(

〈文とりたて〉の要素

　　主題

28

類)

　(ii類)

類)

類)

一

-

-

A

A

B

C

1
､
よ

｢
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表5

構文的特徴 IV
●●● ●● ●

機能

味

層

〈主題提示〉

〈主題〉

　　C

〈文とりたて〉←　　　　　→〈名飼句とりたて〉

(〈対比〉)　〈限定〉　(〈程度･範囲〉)

　　　B　　　　←　　　　　　　　→　　　　　　　A

このように整理すると､｢限定｣に機能する助罰各々はそれぞれの層にはいってそれぞ

れの層の機能をになう､と見ることができよう｡二層以上に入れぱ､多機能語ということ

になる｡例えぱ､iとivに分布するハならB層に入って〈対比〉となり､C層にはいって

　〈主題提示〉に機能する､と説明できる｡また､例えぱナドは(27)のように､A層に入っ

て〈範囲〉を表し､B層に入って〈対比〉を表し､C層に入って〈主題提示〉のひとつ､

〈例示〉を表す｡

　(27)aキヤベツやレタスなどを作っている｡

　　b水道水をなど飲みたくない｡
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(ナドi:〈範囲〉)

(ナドii　:　〈対比〉)

(ナドi:〈例示〉)c　これなど､いかがですか｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(27):野田1995より｡bは対照のためヲを挿入｡

　この､層への入り方という点から言えぱおよそ､A･B層に入り得る(で機能できる)

ものが副助詞であり､B･Cで機能するのが係助飼､ということもできるであろう｡ただ

し､従来｢副助詞｣といわれてきたものに二種類あったことからすれぱこのような言い方

は厳密でないし､現代語においてはABCすべての層で機能するナドのような形式もある｡

特に現代語の場合｢入り方｣で品飼分類するのは困難であろう｡その意味では筆者にとっ

てもこれらを｢とりたて飼｣というカテゴリーで一括するのは最も妥当な立場である｡ただ

し､先に見たように｢とりたて詞｣という区分によって重視されなかったi　･ii類とi･

iv類の差異は確認しておくべきである｡複数層にわたって機能するものが多いのは､｢限

定｣の働き方の違いが､層によって決定的である一方､先に見た近藤1983の言のように､

連続的でもあることに起因する､自然なこととして理解できる｡述語要素(助動飼など)が

述語的意味を動詞本体から連続的に持つのと同様､名罰から多く派生しているこれらの助

飼の連用成分としての働きは名詞から連続的にあるものともいえよう｡

　この､層の連続性を示す傍証として歴史的に変化したものに付言しよう｡まず､サエで

ある｡多くの論稿で記述されているように中古語(サヘ)ではi類の構文的特徴をもってい



て､係助詞と分類されることもある｡

　(28)いとあらまほしくてさすかにみすてん後をさへなんおもひやりうしろみたりし
　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(源氏物語:帚木52②)

しかし､現代語においては､中古語以来のi類の構文的特徴を持つ(→(29)(30)a)一方､

格助罰との承接で前接も可能であったり(→(29)b(30)(31))して､ii類的な振る舞いをみ

せる｡

　(29)　今日の花子は小ぎれいなだけでなく､美しくさえある｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　(30)a連続コバチ(という鉄棒の大技)は日本のトップ選手にさえできない｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　b(?)連続コバチは田中光選手さえにできない｡
　　　　　　　　　　　　　一

　(31)　この気持ちさえが伝われぱいうことはない｡
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(32)　この気持ちさえを伝えれぱいうことはない｡

このサエと同傾向の変化を見せているのがコソである｡中古語では係結にもかかわったま

さしく係助詞であったが､現代語ではサエのように･･iv類の構文的特徴を残しながら(→

(33)･(34))も､これも格助罰の後接を許す(→(35))など､li類的な振る舞いをも見せてい

る｡コソの場合､iv類からii類へと変化していると言える｡

　(33)　うるさくこそあれ､決してほめられたものではない｡
　　　　　　-

　(34)　大事なことは太郎にこそうちあけるのであって､花子にはいわない｡
　　　　　　　　　　　-

　(35)　太郎こそがあこがれの人だ｡

このコソの変遷については半藤英明氏の一連の論稿に詳しいが､これらサエやコソの歴史

的変遷(21)は､i~iv類および､それらの入るA~C層の連続性を示しているものではな

かろうか｡また逆にいえぱ､この変化は､こういう変化を許す(支える)ような､｢構造

の確かさ｣をも示しているように思われる｡この歴史的な変化が､どういう変化であり､な

ぜ起こったのか､を見ることは一つの研究の方向性として興味深い｡

　また､各層への｢入り方｣について付言すれぱ､中古語では複数層へ入る形式は少なく､

i~iv類の機能を要素毎に担い分けている傾向があるのに対し､現代語では､ナド･クラ

イのように同一形式で複数層へ入る要素が多く､要素毎の機能分担というより構造への入

り方によって一要素で多機能を担う傾向となっていることが推定される｡もちろん要素毎

(21)逆に､ii類から･類へと変化した､といえそうなものとして､係助詞の構文的特微を獲得して

　〈其他否定〉を表すようになったシカ､ホカ､ョリ､キリの類がある｡シカの類の歴史的変化につい

ては本稿第2章参照｡



の固有の意味(レキシカルな意味)によって､機能の獲得･拡大のしやすさには差があり､

変化には何らかの条件が整わねぱならないであろうが､古語から現代語への歴史的変遷に

おいてこのような傾向性の変化を推定することもできるのではなかろうか｡このような史

的変遷の法則性を追求して行くうえでも､通時的に使えるスケールを設定することは重要

なことと思われる｡

4.係助詞･副助詞の区分を不要とする立場およぴその問題点:｢とりたて詞｣

　本章の主張をまとめる前に､係助飼･副助罰の区分を不要とする立場およびその問題点

について見ておこう｡

　現代日本語研究において一般的な立場となっている｢とりたて詞｣が､係助飼･副助詞

の区分の不必要性を説いていることは本章1節でも触れた｡山田が区別の要件として強調

した係助飼の｢文末に述体を要求する｣という特質について現代語の係助詞も同様､と記述

したのに反して､ハをはじめすべての｢係助詞｣が連体修飾句内に収まること､またその

性質は｢副助詞｣と同じであるという言語事実を根拠の一つとして､係助飼というカテゴ

リーは不要と判断したわけである｡

　　(36)　太郎には/も/しか頼まなかった仕事　　(係助詞(i類))

　　(37)　次郎にだけ頼んだ仕事　　　　　　　　(副助飼(ii類))
　　　　　　　　-

係助飼の構文的特徴を持つものでも､･類は連体修飾句内に収まるという言語事実を山田

が見過ごしたのは批判されるべきで､その意味では訂正されねぱならない｡しかしだから

といって係助詞･副助詞の区分そのものを廃し､その構文的特徴の違いを楷くのはどうか｡

連体修飾句内に収まらない､iv類の主題のハについては､沼田1986を始め｢とりたて罰｣

をたてる立場の日本語研究者は(係助飼ではなく)｢提題(主題)助飼｣のハとして区別

する｡｢提題助罰｣と言い､｢係助飼｣としないのは､｢係助詞｣(という名前)が｢係結｣

と不可分に結び付いた区分であり現代語に｢係結｣が存在しない(認識できない)ことが

最大の根拠と思われる｡　しかし川端1994がいうように､｢係結｣を用言の曲調終止にのみ

限定する必要はないし､古語に限定する必要もまたないであろう｡｢係助飼｣の機能の本質

を確認することなしに山田の記述した客観的根拠としての｢構文的特徴の違い｣まで二次

的に扱う根拠はないのではないか｡

　さて､ここで､先ほどから見ている｢とりたて詞｣という扱いについて見てみよう｡これ
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は係助詞･副助詞の区別は不要､とする立場である｡近年の現代語研究では､この｢とり

たて詞｣というカテゴリーに基づいた研究が盛んに行われている｡個々の助飼の意味記述､

助詞相互の意味上の対立の記述など研究成果も上がっているが､とりたて詞相互の文法的

機能が異なる点を､無視することにもなっている｡

　沼田1986の｢とりたて飼｣(モ･デモ･サエ･スラ･ダケ･ノミ･バカリ･シカ･コソ･ナド･ナ

ンカ･クライ･ハ)では､｢一般的特徴｣のうち､｢構文論的特微｣について､1.分布とそ

の自由性2.任意性　3.連体文内性　4.非名詞性をあげる｡この四つすべてを持つ

ものが｢とりたて詞｣であるという｡それぞれ問題点をみておく｡

　1｢分布とその自由性｣では､｢とりたて詞｣一般が､文頭や文末を除いて､さまざま

な文構成要素に後接することを指摘し｢文中での分布がかなり自由｣とする｡これは確か

に､広く｢とりたて｣に機能する助詞群の特徴してあげられよう｡　しかし､ここでは加え

て､全ての｢とりたて詞｣には一般化できない構文的特徴を｢一部のとりたて詞は~にも

後接する｣｢語によっては~場合もある｣などとして示す｡これを｢自由性｣というには

問題があるのではないか｡様々な形態の様々な構文的特徴を一括して扱っているがゆえの

　｢自由性｣である｡本章3節までの議論によって｢とりたて罰｣内部の構文的特徴のちが

いの重要性が明らかになった上では､その｢自由性｣を根拠に個々の助飼が持つ構文上の

制限を捨象するのには問題がある｡

　しかし､沼田1986(p.112)では､その構文的特徴のさまざまは｢とりたて飼の場合は｣

別のカテゴリーを立てるには及ぱない違いであると判断し次のように述べる｡

　　とりたて詞に属する各々の助罰は､元来､名飼やその他様々な品飼の語を語源とする

　　ものが､その意味､用法の変遷の過程で､後に述べるとりたて詞としての機能を､同

　　じく持つようになったものと考えられる｡そこで他の語への承接の仕方には､各々の

　　変遷過程での痕跡を残すということも十分推測できる｡従って､分布の違いでとりた

　　て飼を分類することは､とりたて飼の発生というような通時的観点からの研究には参

　　考になるが､とりたて詞の意味､機能を考える上では直接的にあまり意味のないこと

　　である｡(p.112)

確かに歴史的変遷の痕跡は体系化の上で例外的な様相を呈することがあろう｡しかしそれ

はそれとして個別に根拠が求められるもので､説明が可能なはずである｡また｢歴史的変

遷の痕跡｣は､すべての言語形式が背負うものであり｢とりたて詞の場合｣のみのことで

はない｡その｢痕跡｣があるために構文的特徴は意味･機能の考察に関わらないというの
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であれぱ､いかなる共時態においても､言語形態を分類することも､その分類を元にして

機能を記述することも不可能である｡亀井孝やE.Cos�uがいうように共時態とは､常に

歴史的変遷の瞬間瞬間であり､通時態と共時態の関係は歴史と記述の関係であることを念

頭に置けぱ｢とりたて飼の場合｣の根拠には到底ならない｡

　沼田1989など｢とりたて詞｣のさらなる分析･体系化を試みた論稿においても同様の

問題を抱える｡沼田1989では､南の階層に当てはめて｢とりたて飼｣内部の分析を試み

ているが､個々の助詞の相互承接については考盧に入れられていない｡ただ牒題として｢提

題ハの後接･各とりたて飼間の相互承接の順序など文法関係からの考察が必要｣と述べら

れている点は注目できる｡また､沼田1986で指摘されている｢自由｣な構文的特徴のなか

には注目すべきものもある｡例えぱ｢『だけ』など一部のとりたて飼｣に認められる完了

テンスの夕への後接は､その可否が係助飼･副助詞の違いと重なる｡

　　(38)私は彼の顔色をみただけで､事の重大さに気づいた｡(沼田1986例文1.1(15))
　　　　　　　　　　　　　　-

この完了テンスの夕への後接が不可能なモ･デモ･サエ･スラ･シカ･コソ･ナド･ナンカ･ハ

は､山田の｢係助詞｣の構文的特徴を持つものである｡この､係助飼･副助詞の区分に重な

るということはすなわち､本章で設定した構造的な意味機能の階層差に何らか関わる可能

性がある(22)｡

　これらさまざまな｢自由｣な分布:構文的特徴の違いをさらに見直し､このうち､その

意味や史的変遷に起因する個別な特徴と､構造的な差を示すものとに峻別して説明して行

くことが｢とりたて飼｣そのものの分析の精度を高めることになるはずである｡

　次に､2｢任意性｣について見よう｡任意性とは｢それがなくても文の成立には支障が

ない点｣(p.112)という｡｢とりたて飼｣の有無で文意が異なる点は認めながらも､｢一文の

構成に直接関与するか否かというレベルでは｣｢必須の要素ではない｣(p.113)という｡沼

田1986のいう｢レベル｣で考えたとしても､例えぱシカには合わない(23)｡

(22)このことの意味付けは今後の牒題である｡

(23)シカについてはかつての生成文法で否定辞ナイとセットのunit　predicaterシカーナイ｣として

｢シカーナイ付与｣といった規則を立てる分析も行われた(Oyakawa1975､Muraki1978､Sagawa1978な

ど)｡それに従えば､シカもその付与によって真理条件的意味は変わらず､一文の成立には関与しな

いといえるかもしれない｡が､その[シカーナイ]が付与される前の状態を構成された一文と見るか

否かには問題があろう｡加えて､〈其他否定〉表現の歴史や､方言での〈其他否定〉構文を考え合わ

せると､この構文はナイという｢形式｣と結び付いているというよりは､〈非存在〉を中心とした　→
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　3の｢連体文内性｣については確かに係助詞･副助詞に共通の構文的特徴であるが､本

章1~3節で見たとおりいわゆるr係助詞｣､i･iv類を他と区別する根拠は外に存する｡

これを理由に係助詞の区分を否定することは不可能である｡

　4の｢非名詞性｣とは､副助詞や準体助飼に認められる｢名飼性｣に対して､その性質

がない､というものである｡従来の説では､この格助詞の後接及びダの後接を根拠として

副助詞･準体助詞に名詞性を認めて来たが､以下の例文により､これら｢とりたて詞｣が

連体文の主名飼になれないことを示して｢非名詞性｣をその特徴とした｡

　(39)a電球だけが､寒そうに光っていた｡　　　　　　　(沼田1986例文1.4(I))
　　　　　-

　　bx寒そうに光っていた電球だけ　　　　　　　　　　　　(同例文1.4(1'))
　　　　　　　　　　　　-

　(40)a　3人だけに通知を出した　　　　　　　　　　　　(沼田1986例文1.4(2))
　　　　　一

　　bx通知を出した3人だけ　　　　　　　　　　　　　　　　(同例文1.4(2'))
　　　　　　　　　　-

　(41)a太郎は働くだけを生きがいとしている｡　　　　　(沼田1986例文1.4(3))
　　　　　　　-

　　bx太郎が生きがいとしている働くだけ　　　　　　　　　(同例文1.4(3'))
　　　　　　　　　　　　　　-

(39)a(40)a(41)aのダケは､格助詞ガ･ヲ･ニが後接している｡従来の説のように名飼性を

認めるとすれぱ連体文の主名詞になれるはずである｡にもかかわらず､(39)b(40)b(41)b

のように主名飼にはなれない｡これらの例文からは､確かに名詞性が否定され､｢非名飼

性｣が副助罰･係助詞に共通の性質としてさえ理解できるように見える｡　しかし､係助飼

･副助詞の区分を否定するものではないように思われる｡

　まず､i類(準体機能のみ持つ場合)は､必ず格助詞に前接し､名詞性がより明確なは

ずだが､i類でも同様の操作をすれぱ言いにくくなる｡

　(42)a太郎は一人きりが好きだ｡　　(キリ:(i類))
　　　　　　　　-

　　　b??太郎が好きな一人きり｡
　　　　　　　　　　　-

　i類の場合､ダやノの後接が可能(太郎は一人きりだ/一人きりの太郎)という言語事

実がある以上､｢名詞性｣は認められる｡にもかかわらず(42)bが(39)b(40)b(41)b同様の

いいにくさをもつことからすれぱ､このテストは｢非名詞性｣を示すテストとはいえない

(24)｡さらにいえぱ､試みに(39)b(40)b(42)bの例文を以下各c文のようにすれぱ連体節の

主名詞として解釈できるようになる｡

→23)〈否定〉という意味と結び付いているのであり､[シカーナイ]をunitとするのは､偶然く非存

在〉と〈述語否定〉を同じナイという形式で表す現代共通語でしか説明できない分析である｡[シカ

ーナイ]をunitと考えられなければ､シカに｢任意性｣を認めるのは困難である｡
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　(39)c[寒そうに光っていた電球だけ]の部屋
　　　　　　　　　　　　-

　(40)c　[通知を出した3人だけ]の出席
　　　　　　　　　一

　(42)c[太郎の好きな一人きり]のひとときに邪魔が入った｡
　　　　　　　　　-

一方､係助飼(i類)に対して同じ操作をしてみると､i　･ii類とは大きな差があること

が分かる｡(39)b(40)b(42)bは(39)c(40)c(42)cのように操作でき､連体節の主名詞とし

て解釈可能であるが､(42)bには連体節･連体文主名詞としての解釈の可能性は皆無であ

る｡

　(43)a　3人(に)しか/も/は年賀状を出さなかった｡
　　　　　　　---

　　bx年賀状を出さなかった3人(に)しか/も/は
　　　　　　　　　　　　　　---

格助詞との前後接で機能を明確に変えるもので見れぱさらにその差ははっきりする｡元の

文(a文)の解釈の復元可能性で図ってみよう｡格助詞に後接したi類のクライ:(44)と､

前接したi類のクライ(45)とでは(45)=i類の方が連体文主名詞としての適格性が高い｡

　(44)a　三時にくらいiiiおやつを食べたい｡　　(クライ〈最低限〉:i類)

　　bxおやつを食べたい三時くらいiii　｡
　　　　　　　　　　　-

　(45)a　三時くらいiにおやつを食べたい｡　(クライ〈おおよその程度〉:i類)
　　　　　-

　　b△おやつを食べたい三時くら_いi｡

　以上からすれぱ､このテストも副助詞と係助詞の区分を否定する根拠とはならない｡む

しろ､i　･li類と･･iv類の違い:従来言われた副助詞･係助詞の違いに重なる区分を示

せるテストであるといえる｡

(24)さらに､これらの操作は､奥津1974で提唱され奥津1986aでは形式副詞の非名詞性を示すた

めに行われた｢連体テスト｣をとりたて詞に当てはめたものだが､この奥津1974の｢連体テスト｣そ

のものが､名詞性を図るテストとして適切でない､という問題がある｡(以下例文を含め青柳宏氏

のご教示による)｡

　　　　太郎は避暑に軽井沢へ行った｡

　　　x[太郎が軽井沢へ行つた]避暑

　　　　[太郎が避暑に行った]軽井沢

このように､｢軽井沢｣が主名詞になることができ｢避暑｣がなれないのは｢避暑に｣が目的を表

す副詞句であるからであり｢軽井沢｣｢避暑｣の名詞性･非名詞性が要因ではない｡一般に､このよ

うな目的を表す副詞句は関係節化しにくいとされており､この連体テストによって主名詞になれな

いことがイコール｢非名詞性｣を示すとはいえない｡
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　沼田1986では､これらの｢構文論的特徴｣､特に3･4から､連体文(連体修飾句)内部

に収まるか否かを見る｢連体テストI｣(収まるものが｢とりたて飼｣)､連体修飾の主名詞

になれるか否かを見る｢連体テストH｣(なれないものが｢とりたて詞｣)となづけてとりた

て飼の抽出のためのテストとした｡｢連体テストI｣では提題の機能の場合(iv類)が除か

れ､｢連体テストH｣では準体機能のみ持つもの(i類)が除かれる｡ただし､｢とりたて飼｣

には､これで抽出できる要素の同形式がその範囲内に入れられる場合もあり､実際の｢と

りたて詞｣の範囲はあいまいである｡例えぱナドで見てみよう｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　テスト

　(46)a　キヤベツなど,を育てている｡　→　I　:キヤベツなどを育てている農家｡
　　　　　　　-　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:育てているキヤベツなど｡

b水をなど｡飲みたくない｡
　　　-
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→H　:水をなど飲みたくない心境｡
　　　　一

　　:×飲みたくない水など｡

　　　c　コーヒーなどλ功ヽがですか｡　→　I　:×コーヒーなどいかがですか売り声｡
　　　　　　　　-　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ　:×いかがですかコーヒーなど｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　連体テストI･Ⅱに照らした(46)a･b･cからすれぱ｢とりたて詞｣に入るのはナド

のみである｡が､｢とりたて詞｣にはナドi　iii､すべてが含まれて考察されている｡

　これら｢構文論的特微｣の3･4は本章1･2節で見て来たように､ii類の構文的特徴で

あり､連体テストI･Ⅱからは､H類の要素が抽出できることになる｡この意味において

は､このテストも有効性が認められるのだが､こういう性格のため､｢とりたて詞｣内部

のさらなる分析として出された沼田1989で試みられた｢とりたて詞｣の南の構造での分

析が､｢ほぽすべてB段階｣という結果になったのは当然の結果といえる｡沼田1986の｢と

りたて詞｣は､連体テストI･nにより本来､ii類､B層で機能するものが抽出され､一

括されたものだからである｡

　係助飼と副助詞の両者に共通の機能として｢とりたて｣という概念を一般化し､その意

味で｢とりたて詞｣というカテゴリーをたてたことは評価されるべきであるし､｢意味的

特徴｣として､意味記述の面での指標や各種スコープが提示され､分析がなされた点は高

く評価されるべきだが､係助詞･副助飼の区別の見直しをモチーフとする余り､また､ii

類のような中間的要素を中心的に扱ったことで｢とりたて詞｣内部の文法的特微の違い(ひ

いてはそれに平行的な機能の差異)を軽視することとなった点についてはやはり見直しが

必要であろう｡



5.おわりに

　以上､広く｢限定｣あるいは｢とりたて｣に機能する要素においては､その構文的ふる

まいから意味機能を支えるのは構造を抽出することができ､なかでも決定的な二層性を示

すのは係助飼と副助詞の違いに重なる構文的特徴(格助詞との前後接)であることをみて

きた｡

　構造が意味機能を保障している､という結論を提示したうえで付言すれぱ､｢分布は違

ってもとりたて詞はとりたて詞｣であるという｢とりたて飼｣の考え方は､根本的には本

章の立場と矛盾するところはない｡また近藤1983　･　1995　のように､｢(副助詞の)二層性｣

を把握していれぱli･･類を一括して｢副助詞｣とする立場(係助飼は古語にのみ認める

立場)も可能かもしれない｡ただこれらを採らないのにはいくつかの理由がある｡

　まず一つは沼田1986の｢とりたて詞｣の区分ではその定義上､同一形式の要素につい

て､準体助詞の機能の場合と主題提示の機能の場合を一緒に扱えず､同音異義語として扱

わざるを得なくなる点である｡｢とりたて詞｣を抽出するための連体テスト1･Hにおい

て､ii類(B層で働く場合)のみが抽出されてしまうことは既に見た｡｢とりたて詞はと

りたて罰｣というためには､その｢分布の自由性｣を支え､意味機能の違いを説明できる

構文的意味､階層を抽出しなけれぱならない｡いうまでもなく､本章はそれを目指したも

のである｡

　二点目は｢とりたて詞｣というカテゴライズは現段階では現代語にしか適用できないと

いうことである｡一共時態の扱い方としては(一点目の問題を除く規定がなされれぱ尚一

層)有効であるが､通時態と共時態を歴史と記述と捉える立場に立てぱ､現代語にも古語

にも共通の構文的特徴の違いを持ってi　ii　iiv類を立てることができる以上､どうしても

これらの構文的特徴の違いは無視できない｡このような筆者の立場ではこの構文的特徴の

違いを脇において｢分布は自由｣とする枠組みをものさしにすることは困難である｡構文

的特徴を重要な区分とした枠組みによって始めて､｢文法｣の歴史をとらえる視点がたてら

れるのではなかろうか｡

　また近藤1983　･　1995　の立場に従わないのは､ii　･　iii類を一括して｢副助飼｣とし､iv類

を別に｢係助詞｣なり｢提題助詞｣とする､つまりii･･類とiv類の違いを重視するより

も､i･ii類とi･iv類の差を重視する､いいかえれぱi･iv類の同質性を重視するため

である｡格助詞との承接関係において決定的な違いのある点を重視したい｡また､何より
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もi･iv類は同じ要素で占められる(所属要素の共通性の)可能性が無視できない｡係助

飼という｢曲調終止の係結｣と不可分に見える名称は問題かもしれないが､(古語･現代

語に共通に存するであろう)｢係結｣というものの本質を見極めるためには､｢係｣とい

う名称のマイナス面にこだわるよりも構文的特徴の違いを根拠として抽出された区分とし

て従いたいし､そうすべきであろうと判断する｡もちろんこの立場を維持して行くために

は､i類とiv類の同質性とともにさまざまな面での差異を再確認することが眼前の課題と

なる｡古語と現代語のi･iv類の重なりとずれも見直さなけれぱならない｡それを踏まえ

た上でもう一度今回立てた枠組みを見直す必要性があることも十分認識しているつもりで

ある｡

　本章では､以上の立場から助詞の構文的特徴と意味機能の対応した通時的に使えるであ

ろう枠組みを設定したが､これを踏まえて歴史をとらえる視点として一つの仮説の提示も

試みた｡すなわち､｢意味機能に対応する構文的特徴の違いが要素の違いと対応していた

　(多機能要素がほとんどなく､異なる機能は異なる要素が担っていた)｣であろう古語か

ら､｢機能は構造が保障し､各要素がその構造への入り方(それが構文的特徴として現れ

る)によってさまざまな機能を担い分ける(多機能要素が増えている)｣と分析できる現

代語へという方向性である｡これを踏まえ発展的な今後の課題となるのは､日本語の歴史

において､このような｢要素毎に機能を担い分けるシステムから構造が機能を保障し一要

素が多機能を担うシステムヘ｣という変化が描けるのかどうか､またある要素が多機能な

り別機能を獲得していくのはどのようなメカニズムなのか､といった点であろう｡自らそ

れを実践すべく本章を提示したものである｡
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第2章

　　｢{系:局力言司Jiン戈l(Z)月覧;W-〈其他否定〉の助詞の歴史的変遷に見る-

0.はじめに 本章の目的　-

現代日本語には､｢~シカ…ナイ｣のような否定表現にかかわる呼応現象がある｡

(1)太郎しか学校を休んでいない｡
　　　　　-

(1)では､｢太郎シカ｣で｢太郎｣以外の生徒(｢太郎｣の｢其他｣)を表し､それが｢休んでいな

い｣と否定することによって反転的に｢太郎が休んでいる｣ことを限定している｡このシカの

｢その他を否定することによる反転的な限定｣の意味機能を〈其他否定〉(山口1991)と呼

ぶことにしよう｡現代共通語で〈其他否定〉を表すのはシカが代表的であるが､ホカ･ョ

リ･キリなどにも同様の用法がある｡ョリ･ホカは共通語では(2)(3)のように定形表現に限

られるが近畿を中心に､キリは東京(関東)を中心に､それぞれ〈其他否定〉の用法が認め

られる(1)｡

　(2)　わたしが行くほか(仕様が/仕方が/方法が)ない｡
　　　　　　　　　-

　(3)aそれより方法がない｡
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b方法はそれよりない｡

　(4)　彼にはまだ一度きりあったことがない｡
　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　((4)『古典語現代語助詞助動詞詳説』キリ項より)

この｢~シカ…ナイ｣のような拘束関係については､シカの類の成立が近世初期であり近

代語ゆえの文法現象であること､シカの類の成立は文法史上の大きな問題であることが指

(1)方言ではキリは関東､ホカ･ョリは関西を中心に分布する｡(『現代日本語方言大辞典』3巻｢し

か｣項明治書院1992､『方言文法全国地図JI-51図｢百円しかない｣国立国語研究所1989､また田

中1995参照)｡また､共通語でも確認できるものに､ョリホカ､キリシカといった複合形式にく其

他否定〉を表す用法がある｡これらは後述のように歴史的変遷の過程を示す形として注目できる｡(本

章2節および本稿第3章参照)

　　･逃げるよりほかない｡　　　　　･一本きりしかもっていない｡
　　　　　　-　　-



摘されている(2)｡本研究でも問題意識を同じくし､最終的な目的をシカの類の成立と展開

に文法史としての説明を与えることに置いている｡本章第1節ではその前提として､まず

これら〈其他否定〉の助飼の構文的特徴を確認する｡その構文的特徴とは｢係助詞｣に当た

るものであり､シカを含め〈其他否定〉の助詞が一様にこの構文的特微をもつこと､その

場合においてのみ否定表現を必須とし拘束関係となることを示す｡第2節ではこの確認に

より､｢係助飼｣の構文的特徴の獲得(=係助詞化)を指標として､シカの類の成立､拘束

関係｢~シカ…ナイ｣の成立過程を示す｡この成立過程では､〈其他否定〉が係助詞の機

能と不可分であることを確認することにもなる｡第3節ではこの過程を踏まえ､シカの類

の成立がなぜ近世か､という問題に対する文法史的な説明の一試案を提示する｡

　文法現象の歴史的変化を見ることによって､文法の変化の法則性の解明を目指す意味で

の文法史研究は､実践が遅れている領域であるが､その可能性･必要性･重要性が指摘され

ているのは周知のところである｡なかでも｢助罰の歴史的研究｣は石垣1955､金水1995

で文法史研究としての必要性･有効性が指摘されている｡本章はその見方に従う実践とし

て､〈其他否定〉を表す助罰を採り上げて文法史研究の実践を試みるものである｡

1.〈其他否定〉の助詞の構文的特微

　まずこれらの助飼の構文的特徴を確認する｡注目すべきはこれら〈其他否定〉の助詞が､

いわゆる｢係助詞｣にあたる一定の構文的特徴を共通に持ち､その構文的特徴においての

み〈其他否定〉の意味機能を担うということである｡シカの構文的特徴から見ていこう｡

1.1　シカの構文的特徴

　近年の研究では､シカは｢とりたて助飼｣として多くの副助飼と一括されることが多い｡

しかしシカは､｢とりたて助詞｣より厳密な､注目すべき構文的特徴がある｡すでに山田

孝雄以来指摘されていることではあるが､(5)~(7)のように､他の助詞との相互承接関係

(2)山口1991.ただし､山口1991では｢副助詞の中に､それ(引用者注=シカ)に類する働きを担う

ものの枠ができた｣ことを重視しながらシカをそのまま副助飼としている点､シカの源流をホカと

している点､成立の要因について｢より端的な表現法に対する需要のもとに表現形式の簡略化が進

むことによって｣としている点で､本稿とは見解を異にする｡
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一

一
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からみると格助詞や他の副助詞(とりたて助詞)には必ず後接する｡これは副助詞には不

可能な､いわゆる｢係助飼｣の構文的特徴である(3)｡

　(5)a　鉄棒の大技｢連続コバチ｣は世界でも畠田選手にしかできない｡

bx連続コバチは畠田しかにできない｡
一

(6)a　連続コバチは畠田だけしかできない｡
　　　　　　--

　bx連続コバチは畠田しかだけできない｡
　　　　　　--

(7)a　機嫌の悪いときは気に入っている花子と　しか話さない｡

シカ以外の〈其他否定〉の助飼ではどうだろうか｡

　　b　機嫌の悪いときは気に入っている花子とだけしか話さない｡
　　　　　　　　　　　　　　　　---

シカはまた､形容飼連用形への接続も可能で､この点も｢係助飼｣と同じである｡

　(8)　ポリシーに反するとかで､安く　しか/は/も/さえ売らない｡

(9)　合格は七割以上の得点が必要なのに六割近くしか書けなかった｡

(3)現在一般的な｢とりたて助詞｣は､係助詞(の一部)と副助詞とを｢とりたて｣という機能によっ

て一括した区分であるが､少なくともシカについては沼田1986のとりたて助詞の諸特徴には符合

しない点が多い(例えぱ文中での任意性=文の成立にその有無がかかわらないという性質｡シカには

当たらない)｡本稿ではシカを一且｢とりたて助詞｣から区別し､｢係助詞｣と見る｡そしてシカに限ら

ず､係助飼と副助詞の区分を重視する｡意味機能の違いを反映した構文的特徴によって抽出できる

｢係助飼｣の必要性については､半藤1996で指摘されている｡近藤1995でも､この区別にあたる中古

語･現代語ともに認められる性質が｢副助飼の二層性｣として指摘されている｡｢係助詞｣という名称そ

のものについては検討されねばならないが､｢係助詞｣という区分を用いてとりたて助詞内部を見直

す必要性はもっと重視されてよいと思われる｡本稿で示す〈其他否定〉という意味機能と係助詞と

いう構文的特徴との対応もこの必要性を示すものであろう｡これを含め､近藤1983　･　1995　で示され

たような｢とりたて｣(限定)のさまざまと構文的特徴との対応はとりたて助詞内部さらには連用成分

全体の再編成･再検討の重要な指標となるであろう｡(尚､本稿では議論を単純にするために引用の

ト､手段のデなども｢格助詞｣としている｡)この議論に関しては本研究第5章で詳しく述べる｡



1.2〈其他否定〉の助詞の構文的特徴

つ

(5)~(9)のような構文的特徴は､先掲の〈其他否定〉の助飼ョリ･ホカ･キリも共通に持

(10)a　電話でほか話さなかった
　　　　-

　b　これぐらいほか出来ぬ｡
　　　　　-

　c　遅くほか行かれぬ｡

[格助飼十ホカ]

[副助詞十ホカ]

[形容詞連用形十ホカ] (10):山田1922より

　　　　　　　　　　[副助罰十ヨリ]

(鎌田慧『自動車絶望工場』徳間書店)
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(11)a　助飼を考察の対象とする場合には､それだけを切り離して行ふことが出来ず､

　常に文節の構成要素として更に文中の構成要素として､相対的考察の対象とよりなり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

得ない｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[格助詞十ヨリ](石垣1955　p.2)

　b[自動車組ミ立テエ場ノ単純作業中ハ…]今日は残業になるのかな｡帰ったら洗濯しよ

うかな｡そんなことぐらいより考えられない｡

　(12)大阪へきり行ったことがない｡　　[格助飼十キリ](『日本文法大辞典』キリ項)

キリについては副助詞への後接例がいまだ見いだせないが､構文的特徴の違いと意味機能

の違いの対応を顕著に示す言語事実があり､シカと同じ構文的特徴を持つときのみく其他

否定〉の意味を表すことを確認できる(4)｡例えぱ､(13)のキリを見てみよう｡

　(13)a行ったきり帰って来ない｡
　　　　　-

　(13)b行ったきりだ｡
　　　　　-

このキリは､狭義の呼応の例としてシカと並列して頻繁にあげられるが､実際はく其他否

定〉ではなく｢(~したが最後)そのまま｣という意味を表し､ナイとの拘束関係は認められ

ない｡まず(13)bのように否定表現ナイのない文に言い換えることができる｡また言い換え

でなくとも(14)a~dのように否定表現を使わない文で使える｡

　(14)aあの本は太郎から借りたきりだ｡
　　　　　　　　　　　　-

　　b　あの本は太郎から借りたきり持ったままだ｡
　　　　　　　　　　　　-

　　c　あの本は太郎から借りたきりになっている｡
　　　　　　　　　　　　-

　　d太郎から借りたきりの本どこいったっけ｡
　　　　　　　　　-

この(13)(14)のようなキリの構文的特徴を見ると､通常タ形へ接続した形で用いられ､さ

らには格助飼･断定の助動飼ダの後接を許す｡これは接尾辞というべき構文的特徴で､この

ような構文的特徴を持たないシカとは異なる｡つまりキリは､シカと同じ｢係助飼｣の構文



的特徴を持つとき､その場合にのみ〈其他否定〉の意味機能を持ち否定表現が必須となる

が､それ以外のときは〈其他否定〉の意味にならず､否定表現との拘束関係もないのであ

る｡

　以上を要すれぱ､｢~シカ…ナイ｣のような拘束関係は､〈其他否定〉を表す助詞が｢係

助詞｣としての構文的特徴をもつときにのみ成立するということができよう｡

　第2節では以上の確認を踏まえ､係助詞の構文的特徴を手掛かりとしてこのような拘束

関係が成立する歴史的な変遷過程を見て行く｡シカ･キリ･ョリ･ホカが､名詞や格助詞･接

尾語から係助詞の構文的特徴を獲得し､否定表現と拘束関係を持つようになる過程を見て

行くことは､ここで確認した〈其他否定〉の助飼は係助詞である､ということの再確認で

もある｡

(4)これにはさらに顕著な言語事実がある｡格助詞との前後接で解釈の別が生じ､キリが格助詞に

後接すれば〈其他否定〉､前接すれば接尾語として名詞の〈限定〉の解釈しかできないのである｡(た

だし､キリの〈其他否定〉用法に内省がきかなければ理解困難なため､本文への掲出は控えた｡)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈其他否定〉　　　　〈限定〉

　(い)a大阪きり行つたことがない｡　=o大阪以外へは行ったことがない｡/o大阪だけ､行ったことがなぃ｡
　　　　　一

　　b大阪へきり行つたことがない｡=○大阪以外へは行ったことがない｡/×大阪だけ､行ったことがない｡
　　　　　　一

　　c大阪きりへ行つたことはない｡　=×大阪以外へは行ったことがない｡/o大阪だけ､行ったことがなぃ｡
　　　　　-

(い)aの単独のキリは｢大阪｣の〈其他(を)否定〉する(大阪以外には行ったことがない/｢大阪に行

ったこと｣しかない)解釈と､｢大阪｣の〈限定〉(大阪だけ､行ったことがない)の両方の解釈が可能

である｡しかし､(い)b･cのように格助詞との前後接でその解釈は分かれる｡(い)bのようにキリ

が格助詞に後接すれぱ｢大阪以外は行ったことがない｣の〈其他否定〉の解釈のみ､(い)cのように

キリが格助詞に前接すれば｢大阪｣の〈限定〉の解釈しかできない｡

　(ろ)aたつた一本きりない｡　　　=たったの一本さえなぃ(あるのはo本)　　　　　　　=｢一本｣の〈限定〉
　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　=たったの一本しかない(1本ある)=｢たった一本きりある｡｣:｢一本｣の〈其他否定〉

　　bたつた一本きりが/もない｡　=たったの一本というわずかな数もない(あるのはo本)　　:｢一本｣の〈限定〉
　　　　　　　　-

(ろ)a･bも同様｡キリ単独の(ろ)aでは二つの解釈が可能だが､格助詞･係助詞が後接した(ろ)bで

は〈其他否定〉の解釈はできない｡つまり､格助詞に前接し接尾語的に働けば名詞の〈限定〉であ

り､格助詞に後接する条件で(｢係助詞｣であって)〈其他否定〉を表すのである｡
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2.〈其他否定〉の助詞の歴史的変遷

　ここではその方言分布により､ョリとホカを古代中央語一近世上方語一近現代大阪方言

と連なる近畿方言圏で､キリとシカを東国方言一近世江戸語一近現代東京方言と連なる東

国方言圏で､各々見て行くことにする｡歴史的変化の法則性を把握するためには方言圏を

踏まえて変遷を捉える必要があろう｡

2.1　ヨリとホカ:古代中央語一近世上方語一近現代大阪語:近畿方言圈

　ョリとホカは､現代はそれぞれ〈其他否定〉の助詞としての用法を持つのだが､その歴

史のうえではョリホカという複合形式を経ており､両形式の係助詞の構文的特徴の獲得(以

下､｢係助詞化｣という)は連関している｡以下で合わせて見て行くことにする｡

2.1.1　中世前期まで(中古~院政鎌倉期)

　中古から中世前期まではほとんど様相が変わらない｡この時期の用例は次のように類型

化でき､ョリ･ホカの係助詞化は認められない｡

L
t

(a).｢JI目

a.X{ノ･ョリ}ホカニY{ハ･モ･φ}ナシ

b.X仁ノ･ョリ}ホカノY{ハ･モ･φ}ナシ

c.X仁ノ･ョリ}ホカハY{ハ･モ･φ}ナシ

d.Xョリホカノコト{ハ･モ･φ}ナシ

』
※記号X/Y:名詞句(相当句)V:動詞

…Yの非存在

‥･Yの非存在･Xの〈其他否定〉

…Xの〈其他否定〉

φ:無助詞　():省略可能｡

[]:品詞｡ホカ[係助詞]は､係助詞の構文的特徹を持ったホカの意｡

{･}:省略不可能な選択｡｢X{ノ･ョリ}ホカ｣は､｢Xノホカ｣または｢Xョリホカ｣

(･):省略可能な選択｡｢X(ノ･ョリ)ホカ｣は｢Xノホカ/Xョリホカ/Xホカ｣

J

こ流してよ｣と言ひし一言よりほかに､物もさらに宣はねぱ､

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(源氏物語･手習1998①)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かよ

(b)･世の中をいとうとましげにて､ここかしこに通ふよりほかのありきなどもなけれぱ､

　　いとのどかにて二三日などあり｡　　　　　　　　(かげろふ日記/上･応和二年五月)

　これらa･b型では､ホカ自体はXノホカニ･Xョリホカニハなどの形で､文字通り｢X

以外には…はない｣という表現の｢X以外｣という｢範囲｣を表すに留まる｡このときホカは格

47



助飼･係助飼に後接されて名罰として機能している｡そしてこれらの表現､特にa･b型で

はXの｢其他否定｣を表すというよりも､Yがハ･モなど係助詞でマークされ述語がほとん

ど形容詞ナシ､あるいは状態性述語十否定辞であることにも現れているように､Yの｢非

存在｣を表すことに重点がおかれ､Xの｢其他否定｣は結果的に生じる意味である｡a型･b

型のYが抽象的な名飼｢ひと｣｢こと｣｢もの｣などになると焦点がXに移り､Xの其他を否定

する､つまり｢Xの〈其他否定〉｣専用の表現といえる例が出てくる｡それがc型であり､

さらに｢こと｣で定型化したものがd型である｡

(c)･さいおんし三条はうもんもろちかより外は人なし　　　　　　(とはずがたり/巻二)

(d)･おもひみたれてさらにものもいひやらすたゝなくよりほかのことなし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(西行物語絵巻飼書)

ただ､いずれの型にしても､この時期の(ョリ)ホカは｢~以外｣という範囲を表すに留まり､

否定される要素(具体的なYから抽象的なコトまで)の提示が必須である点が注目できる｡

2.1.2　中世後期

　前期までの諸形式は変わらず用いられるが､c型の｢Y｣がなくなったc'型や､d型の

用例が増え､ホカ･ョリホカに格助飼二や係助詞ハが後接しないf型が出てくる(5)｡

L
t

c'X{ノ･ョリ}ホカ(二)ハナシ

d　x{ノ･ョリ}ホカノコト(ハ)ナシ

e　x{ノ･ョリ}ホカ((ニ)ハ){又･別ノ事･他事}ナシ

fx(ノ･ョリ)ホカφナシ

(c')･[馬ニナレトイワレ](太郎冠者)いや中々ゑなりますまひ(大名)さうあれは身共が馬にならふ

　より外はなひ程に､是非ともなつてくれひ　　(大蔵虎明本狂言集大名狂言類｢人馬｣)

(d)･これを聞き,かれを聞くにつけても,心をまどわし,魂を消すよりほかのことわなかっ

　た.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(天草版平家物語/四)

(5) 中世前期の末にも格助詞や係助詞が後接しないョリホカが見える｡

･たけは七尺はかりかみはちゝみあかりてもとゐのきはにわたかまる顔には鼻よりほか又見ゆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　るものなし　　　　　　　　　　　　(男会三郎絵巻詞書/二)(他､｢とはずがたり｣巻一に1例)

中世後期のe型に当たる例だが､これも｢又｣が介入し｢鼻以外の又(別に)見えるもの｣という範囲を

表すに留まると考えられる｡これとc型との中間例が次のような例であろう｡

　　･御はからひと申しぬるよりほかは又言の葉もなし　　　　　　　　(とはずがたり/巻三)
　　　　　　　　　　　　　-
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(e)･われわ故池の尼に甲斐ない命を助けられてをぢやれぱ,その後世を弔わうずるがため

　に,毎日法華経を一部読誦するよりほかわ他事ないと,言われたれぱ,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(天草版平家物語/二)

(f)･常にdeusの御力を頼み奉るより外なしと心得べし　　　　　(ぎやどぺかどる/上)
　　　　　　　　　　　-

　･只御一体のdeusにて在しますと弁ふる外あるべからず　　　(ぎやどぺかどる/上)
　　　　　　　　　　　　　　　-

この期には〈其他否定〉専用の型が確立しつつあるといえる｡これら〈其他否定〉専用の

型ではX(ョリ)ホカ句をハ[係助詞]がとりたてる形になっている点が注目できる｡後の係

助飼(ョリ)ホカが､このXョリホカハという複合形式を介して生じたことが推定できる｡

2.1.3　近世前期

　この期では格助詞･係助飼など他の助飼の後接しないf型が多く見出せるようになる｡

(f)･明暮干肴より外　なく､　　　　　　　　　　　　　(好色一代女(1686/貞享3刊))
　　　　　-

　･法師程世に気さんじなる物はなし､したい事してあそび､寺それ-の宗旨に学び

　おきたる経を読て諸且那に衣を着て逢ふより外勒る事もなく､
　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(男色大鑑(1687/貞享4刊))

　･おまえの名ほか出ませぬ　　　　　　　　　　　　　　　(心中宵庚申(1722/享保7))
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(仏御前扇車(1722/享保7))

(幼稚子敵討(1753/宝暦3))

さらに､係助罰の構文的特微を示すホカ･ョリホカ(→g･h型)が見いだせる｡

　g.X十格助飼十(ョリ)ホカφ~ナイ

　h.X十副助詞十(ョリ)ホカφ~ナイ

(g)･押し事したる其とがめ､因果とほか思われぬ　　　　(長町女腹切/下(1712/正徳2))
　　　　　　　　　　　　-

　･おぢおい顔を見合てあつとより外詞なく､　　　　　(女殺油地獄(1721/享保6刊))
　　　　　　　　　　　-

『長町女腹切』の例は､正本では｢…その咎め､因果とほかは思われぬ(山本九郎兵衛新板

八行本下･34ウ))｣とあり､このようなホカが､ホカハ(ホカ十八[係助詞Dから生じたとい

う推定が可能である｡

(h)･栢粒程ほかござんせぬ

･今日も凡六里斗ほか歩かぬ

―方､ヨリは単独では〈其他否定〉を表したり係助飼化を示すものは認められないが､近

世初期から､〈比較〉の意で述語にナイをとるもの､〈比較〉と〈其他否定〉の二解釈可

能なものが見られるようになる｡その中で､ヨリハ(ヨリ十八[係助詞Dという形式が見え

ることは注目できる｡このような例を経てヨリが〈其他否定〉用法を獲得したこと､ヨリ

ホカに加えョリハという形式からョリが生じたことが推定できる｡



[ョリ〈比較〉ナイ]

　･扨世間を思ひまはすに見分よりない物は金銀なり､此家久敷栄て外よりの思はくには､
　　　　　　　　　　　一

　五万両も有べきやうに見ゆべし　　　　　　　　　　(本朝二十不孝(1686/貞享3刊))

[ョリ〈比較/其他否定〉ナイ]

　･夜は割松のひかり見るより､何のたのしみもなかりしに､(好色一代女(1686/貞享3刊))
　　　　　　　　　-

　･ハツーといふより飼なく､　　　　　　　　　　(博多小女郎波枕(1718/享保3刊))

[ョリハ〈比較/其他否定〉ナイ]

にくげなき此のしやれかうべあなかしこ目出度かしくこれよりはなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(一休咄/(二)四(1668/寛文8))

･この嶋に摘れて｡高遠が松山の家に困められ｡日に三たびの御膳すゝむるよりはまい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　りつかふる者もなし｡

2.1.4　近世後期

(雨月物語/白峯(1776/安永5))

　　この時期は文運東遷によって上方語資料が限られているが(6)､その中で見るに近世前期

　に認められたホカの係助罰化を示す用例が管見ではほとんど見出せない(7)｡ただし後述の

　ように､現代大阪方言では使われており近世後期も存続したと考えるのが妥当であろう｡

　　ヨリについてはまだ係助飼化は認められない｡数量表現に接続した注目できる用例が

あるが､これも〈比較〉と〈其他否定〉二つの解釈が可能な例であり､完全に〈其他否定〉

とはいえない｡

　･五両より受取らぬよつて取らぬといふのぢやが(ことわざ臍の宿替/元治(1864~5)前後)
　　　-

ただし現代共通語の定形表現である｢ョリ仕方/仕様ガナイ｣の例は認められた｡

　･大極柱に虫が入たのを大工どのに見せると､建なほさうより仕様がないといふ｡且那

　どのいCバこ虫が入ると､これも同じことで､焼直さうよ吼仕かたがない｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(鳩翁道話/弐之下(1834/天保5))

(6)近世後期上方語資料については金沢1991に従い上方板の洒落本を中心にした｡

(7)ただし､ハカという〈其他否定〉を表す助詞はこの期も散見する｡ハカは近世を通じて上方語

に見え､係助詞の構文的特徴を示す例も､近世前期から確認できる｡現代でも方言で中四国地方に

分布する｡ハカについては田中1983･1995に詳しい｡一方江戸語では､〈其他否定〉を表す係助詞ホ

カの用例が見いだせる｡ただし現代関東方言にはほとんど見いだせないことから､上方語から流入

し､シカに類推して使用されたもの､と考える｡
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2.1.5　明治以降

　明治期大阪語についても資料が少なく(8)､係助飼ホカの用例は少ない(9)｡

　･お前が通常の体なら宜いけれども誰が見たかて幇間とほか見えん体躯ぢや

り無い種族の國がある
-
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『速記の花』明治25年｢百年目｣)

一方､ョリはこの時期になってシカ同様の構文的特徴の獲得が確認できる｡ョリの係助飼

化はこの近世末から明治ごろ､といってよいであろう｡

[数量十ヨリ]

　･道路の幅ハー尺五六寸より御座いません(改良落語明治23年｢天下嘘背較｣桂の巻/三)

(改良落語明治23年｢天下嘘背較｣桂の巻/十一)

･萬國の中には種々の資つた國があるさうナ､(中略)一眼國と云つて額前に眼が一つよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

･ゑらい事をしたナ斯う見た處で土蔵の一ケ所もある様な家の子息と見えるか吾の此風

姿は……寒うなつて来るのに白地の浴衣一枚より下らず朋友の許へ行た處で寄ても呉れ
　　　　　　　　　　　　　　　　-

まい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(芦のそよぎ明治25年｢迷ひの染色｣/41)

[副助詞十ヨリ]

　･[娼妓オタネノタメニカナリ苦労シテ金ヲカキ集メ]皆纏めて都合十七圓五拾銭､早速に携ツて行んで遣

ツた､然うしたらおたねの云ふには､源やんタツタ此れ丈けより出来んのかと､愛相尽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

しを云ひをツたけど､乃公は堪へて居たそれも､年が明いたら乃公の女房にしやうと思ふ

こそ其丈の心配を焉たのぢや､　　　　　　　(滑稽曾呂利叢話明治26『三枚起請』/21)

(8)明治期大阪語資料としては金沢1991で紹介された落語速記本を用いた｡資料は国立国会図書館

からマイクロフイツシュのコピーで御高配を得た｡記して感謝申し上げる｡

(9)近代の文法書では､｢標準口語｣として格助詞･副助詞に後接する係助詞ホカの豊富な用例が確

認できる｡大槻文彦『口語法別記』1917､また山田孝雄1922､松下大三郎1930など｡(これら｢標準

口語｣とされたホカも注(7)同様の理由で上方語からの流入の名残と考える｡

　　[格助詞十ホカ]水をほか飲まぬ｡/南えほか向かぬ｡/東京からほか来ぬ｡

　　　　筆でほか書かれぬ｡/京都までほか行かない｡/この品は銀座にほか責って居らぬ｡

　　[副助詞十ホカ]これだけほかない｡/これぐらゐほか出来ぬ｡　(以上山田1922より抜粋)



2.1.6　現代

　明治までに係助詞の構文的特徴を獲得し､〈其他否定〉を表すョリ･ホカは､大阪方言

へ連なる｡共通語での用例のように定型化しておらず､係助詞の構文的特微も確認できる｡

　･これホカ無いんやけど｡
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(以上3例『大阪ことぱ辞典』講談社)

･子供のことホカ考えへん｡

･休みはたったの二日ヨリ無い｡
　　　　　　　　　　-

･コンダケョリ　ノコッテナイ(これっきりより残っていない)

　　　(カナ:兵庫でのキ吋目当用例(かな:標準語)『現代日本語方言大辞典』キリ項:兵庫p.153o)

2.1.7　ヨリとホカの係助詞化の流れ

　　〈其他否定〉表現におけるョリとホカの変遷の大まかな流れは次のようになる(lo)｡

①X仁ノ･ョリ}ホカLノ･二}(Y･コト･二)ハナシ　　　　　　　　……~中世前期

②X{ノ･ョリ}ホカ{(ニ)ハ･φ}ナシ

　X{ノ･ョリ}ホカφナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……中世後期

③X格助罰/副助詞十(ョリ)ホカ(V)ナイ　:ホカ･ョリホカ係助詞化……近世前期

④Xョリ〈比較〉ナイ

　Xョリハナイ

⑤X格助詞/副助詞十ョリ(V)ナイ　　:　ョリ係助飼化　　　　　　…近世末~明治期

歴史的変遷を追いながら触れたように､ホカはホカハ･ホカニハという複合形式を経て､

ョリホカはョリホカ(二戸ヽヽを経て､ョリはョリホカ･ョリハを経てのちに､各々単独の係

助罰となっていることが分かる｡この複合形式は｢○○十係助詞｣の形になっている｡これ

を押さえて東国方言での変遷を見よう｡

(10)ョリ･ホカによる〈其他否定〉表現の変遷については山口1991も参照されたい｡この変遷に

ついて注記を要するのは､山口1991でも示されるように(中世後期に特徴的なe型を除き)a~d･f

型は消滅せず現代まで連綿と使われている点である｡その原因は､ホカもョリも､〈其他否定〉以外

の元の機能､名飼として､〈比較〉の助詞としての機能を｢専任｣でもっていること､またそのままa

~d･f型の構成要素として働くことができたためであろう｡



2.2　シカとキリ(11):東国方言圈

　ここでは資料上の大きな制約があるが､できるだけ東国方言圏内で変遷を把握する｡そ

のうえで近畿方言での変遷とあわせ､〈其他否定〉の係助飼化のメカニズムを考えていく｡

2.2.1　近世

　近世後期､シカはすでに現代語と同様の構文的特微を確認できる｡このことからすれぱ､

シカは近世前期までに係助罰の構文的特徴を獲得していることが推定できる｡

[数量十シカ]
　　　　　　　さいかく

･夫レから金の才覚をしてみた所が持チ合が十九両しかないのさ

　六七八と三月にしかならねへ｡
　　　　　-

[副助詞十シカ]
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(洒落本南門鼠(1800/寛政12))

[格助飼十シカ]

　･どふかむかふはおいらがつかいこんででもいるとしかおもはねへはナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(洒落本角鶏卵(1784/天明4))

　･ハア左様か｡久しい以前といふが､おれが断たのは六月の事だぜ｡左様して見りやア､

(春告鳥/三･七･十三(1836~7/天保7~8刊))

　　　　　　　　　　　　　あふぎ　　　　　　　　　　　　　ども　　　　　　　　　でき

･決して此方ども､扇子だけしかない者等の手ぎはに成ることではないから

　　　　　　　　　　　　　　　　　(古道大意/下(1813/文化10成･1824/文政9刊))

一方キリは､近世末期まで接尾語的用法のみで､否定との拘束関係は認められない｡他助

飼の後接がな〈〈期限〉〈其他否定〉の二解釈が可能な次の用例があるが､近世の用例で､

キリが明確に〈其他否定〉を表す例は管見では見出せていない｡
　　　ここ　　　　　　や

　･もふ爰の内もこん夜ぎりこられねへ〈期限/其他否定〉
　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(洒落本甲子夜話/1801/享和元))

2.2.2　明治以降

　シカは変わらず係助詞の構文的特徴を示す用例が豊富である｡

(11)シカ･キリを含め､江戸語から東京語への流れの中での〈其他否定〉表現については田中1995

に詳しく､参照されたい｡それにも記述があるとおり､江戸語ではほかに､ホッキヤア､ハッチヤ

(ア)､バチャなどが見られる｡用例を挙げる余裕がないが､これらについてもシカと同様の構文的

特微を確認できる(田中1983･1995参照)｡近世前期までに､文構造として〈其他否定〉の助詞を係

助詞化させる土壌が整っていることを示すと思われる｡



･その頃は新橋といっても芸妓はみんなで百人ぐらい､烏森にはたった三人しかいなか
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　ったんです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(明恰百話/上･明恰の新橋芸妓)

　･｢夫れでは和郎一人にしか誰にも見せんから､必ず共他人に饒舌てはならんぞ｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(明治大正落語集成第一巻/鉄拐)

　･一ロに彼は名人だ是は上手だと申しますが､｢名人は上手の上を一ト登り｣で､名人と

　上手とは区別が有ります｡されぱ名人は往時から勘定を致す程しきやア御座いません｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(明治大正落語集成第一巻/嵩谷)

　･｢御嬢さん膝ア何うか為やア為ませんか｡水が是ン計りツきやア無い｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(明治大正落語集成第一巻/連理の梅枝)

この時期､注目すべきはキリシカ(キリ十シカ[係助詞Dという複合形式が見える点である｡

キリが単独で〈其他否定〉を表し係助詞化するより早いのだが､2.1.7でまとめたョリ･ホ

カの変遷において､それらが単独で係助飼となる前に係助詞に後接された形の複合形式を

経ていた点と並行的である｡

　･御枕弁当は黒の御ハ寸の御紋散箱入瀬戸の二つ組御弁当でして､内には御飯と梅干が

　二つ限りしか入っていませぬ｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(幕末百話)

　･僕は家にある刀剣はみんな売ってしまって､今挾しているこの大小二本きりしかない｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福翁自伝(1899/明治32))

　･[ハタ゛カナノテ゛]佐｢何んか有るまいか…｣と探すと片隅に押附けて有つた塵埃だらけの筒袖

　を引張つて見ましたが､身大の短倭い奴が着た物と見えて腰ツ限りしか御座いません｡

　　　　　　　　　　　　　　　　(明治大正落語集成第一巻/お祭佐七)

明治末期に至って､意味の上では明確に〈其他否定〉を表すキリが見られる｡

　･貴方のような清浄な人一妙な形容ですが私のような人間からはそうきり云えません-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　清浄な貴方が私のような人間に親しくして下さるのは私にどれだけ嬉しい事かお解りに

　なりますか｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(濁った頭1911(明治44))

･候文の手紙を書く機会の殆どない私には､仮令言文一致体を使っても候文的な内容き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

り書けそうもない叔父や叔母への手紙は容易に書けなかった｡
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(大津順吉1912(大正元))

ただし､構文的特徴として係助詞化が確認できる次のような例は現代まで待たねぱならな

い｡いずれにしてもキリの係助詞化は､早くて明治末期と言えそうである｡

　･大阪へきり行ったことがない
　　　　　-



　･あの山はここからきり見えない
　　　　　　一

　･これは東京できり売っていないと思う
　　　　　-

2.2.3　キリとシカの係助詞化の流れ

(『ロ本文法大辞典jキリ項より)

以上､見て来たキリとシカの歴史的変遷の流れを簡単に示しておこう｡

土

(シカ係助詞化

①シカ[係助飼]多用

②キリシカナイ=キリ十シカ[係助詞]ナイ

③キリ係助詞化

……近世初期:推定)

　　　……近世中期

　　　……近世末期

　……明治末期以降

次に東国方言と近畿方言での〈其他否定〉の助詞の成立過程を併せ､整理する｡

2.3〈其他否定〉の助詞の係助詞化

　以上の歴史的変遷から､〈其他否定〉の助飼の係助詞化の過程は次のように図式化でき

る｡ここでは松下大三郎説(『改撰標準日本文法』1928『標準日本口語法』1930)に従い､

シカの原形をシキ十八としてみる｡シキ十八→シカという変化は音韻面でも無理がなく､

後述のように近畿･東国で並行的な歴史的変遷が描けるからである｡

L
L

近畿方言:ホカ[名詞]十(ニ)ハ[係助詞]=ホカ[係助詞]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

近世初期

(ョリホカ=)ョリ[格助飼]十ホカ[係助詞]=　ョリ[係助詞]　明治~

　　　　　　(ヨリハ=)　　　　　　　　　　ハ[係助飼]

東国方言:シキ[名飼/接尾語]十八[係助飼]=シカ[係助飼]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　(キリシカ=)キリ[接尾語]十　シカ[係助詞]=

近世初期

キリ[係助詞]明治末~

　まず第一に以上の変遷の図式から注目できるのは､近畿方言圏･東国方言圏どちらにお

いても､二度の係助詞化が近世初期と明治頃に行われ､一致を見ていることである｡これ

は係助詞化という文法史的事象の歴史的原動力を考える際の要点となろう｡

　また次に注目すべきは､すべてが係助飼との複合形式の前部要素(ホカ(二)ハ/ョリハ/

ョリホカ/キリシカ(/シキハ))という過程を経て係助詞化している点である｡このような
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複合形式が熟して後に､前部要素のホカ･ョリ･キリが単独で係助詞となっているといえる

(12)｡これについてはここまで見て来た変遷過程に加え､歴史上･方言に〈其他否定〉を表

すものでホカニヤー･ョリカ･ョカ･ヨリヤなどの形式がある点も傍証と言えよう(13)｡この

ような変化は音韻的な縮約と見ることも可能であり､実際縮約を経ていると考えられるが､

その係助飼化を伴う音韻上の縮約は何故起こったのであろうか｡(ョリ)ホカ､ョリ､キリ

自体が〈其他否定〉の機能を担うものとして要請を受けたからこそ起こったのではなかろ

うか｡その要請なしにはホカやョリが音韻上縮約を起こして係助詞とならねぱならない必

要性･契機は考えにくい｡その要請が何であったか､ということこそが説明を要する点で

ある｡

　もう一点､このように係助詞化して〈其他否定〉の用法を獲得するに至った要素の意味

上の共通点から付言しよう｡ホカ･ョリ･キリ･シキは､ある限定された範囲や数量を表す

名詞を出自とする点で共通しているが､歴史的変遷を見るとこの｢意味｣が､否定表現と結

びつく一要因といえそうである｡最も顕著にはヨリで分かる｡中世以前に多く見えた表現､

a~f型:Xノホカ(二)ハ/Xョリホカ(二)ハ…において､ョリと同じ条件に合ったノが係

助飼化せず､ヨリだけが係助詞化したのは､ヨリがその〈比較〉の意味において否定と結

ぴ付き得たからではなかろうか｡近世前期に見えた〈其他否定〉/〈比較〉の二解釈可能

な例を思い起こされたい｡キリについても同様に､〈其他否定〉/〈期限〉の二解釈可能な

例があったが､その元の意味によっていつでも否定と結び付き得たからこそ〈其他否定〉

の係助詞となり得たのではなかろうか｡この点についてはまた改めて､数量表現と否定の

意味のかかわりを考盧に入れ､それらが｢係助詞化｣することの本質を考えて行く必要があ

るが､これらョリ･ホカ･キリ･シキが意味の上で否定と結び付き得るものであるとすれぱ､

さらにこれらの〈其他否定〉用法の獲得､係助詞化の原動力の追求の必要性が増大する｡

(12)この二度の係助詞化は､｢係助詞によるとりたての繰り返し｣による新しい係助詞の再生産と

見ることもできる｡近畿方言ではハにとりたてられたホカハを経て係助詞となったホカが､今度は

ョリホカの形で係助飼としてョリをとりたてて､ョリの係助詞化が行われている｡東国方言でも､

松下説に従えば同様の流れが想定でき､シキハ(シキ十八)から係助詞シカができ､キリシカ(キリ

十シカ)を経て係助詞キリが出てくる｡このことは〈其他否定〉句が､常に係助詞によってとりたて

られていることをも示し､逆に〈其他否定〉の助詞が｢係助詞｣であることを証するものではなかろ

うか｡

(13)『方言文法全国地図JI-51図(注(3)に前掲)､田中1995参照｡
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常に意味上否定と結び付き得る(つまり､いつ否定と拘束関係を成立させてもいいはずの)

要素が､それぞれ近世初期･明治という一定の時期に係助詞化したのは何故か｡

　このような､シカの類の成立要因という大きな問題に文法史として説明を与えねぱなら

ない｡以上見て来た歴史的変遷を踏まえて､第3節では説明の試案を提示しよう｡

3.〈其他否定〉の助詞の係助詞化の原動力ー試案の提示-

　　〈其他否定〉の助詞シカの類の成立を文法史として説明するには､ここまで見て来た歴

史的変遷を踏まえて､なぜ｢係助飼｣なのか､なぜその時期なのか､そして原動力は何であ

るのか､を説明しなけれぱならない｡本来ならぱここでそれを詳述し論証しなけれぱなら

ないが､しかし､文法史の構築そのものが未成立の現段階では､これについて結論を提示

することは難しい｡本章では試案の提示をし構文構造史構築への橋渡しとしたい｡

　まず､シカの類の係助詞化の原動力としては､拘束関係の相手である否定表現の変革が

大きく関わっていると考えられる｡本章2.3節で確認したように､〈其他否定〉の助詞の

係助飼化は､近世初期と明治期の二期であるが､この二期は､日本語の構文史上､否定表

現の変革期と一致する｡その変革とは否定表現ナイの機能の拡大･使用量の増大である｡

その本質を筆者は､日本語述語構造そのものの歴史的変革と予想している｡それは恐らく

古代語から近代語への､モダリティの助動詞の衰退およびあたらしいモダリティ形式の体

系の構築(14)など､文構造全体の変化として捉えるべきものではないか｡

　このようにシカの類と否定表現両方を文法の歴史のなかで捉え､説明を試みてはじめて

｢~シカ…ナイ｣構文の成立を文法史として説明できるであろう｡そのための述語構造の史

的研究が次の牒題となってくる｡

4.まとめ

(イ)現代語のシカに代表される〈其他否定〉の意を表す助詞は､特定の(｢係助詞｣とし

　　ての)構文的特徴をもち､その構文的特徴においてのみ〈其他否定〉の意味機能とな

　　って否定表現と拘束関係をもつ｡

(ロ)その成立過程においては､近世初期と明治期という二時期に係助詞化が行われてお

　　り､この事実をもとに文法史として説明を与える可能性が提示できる｡
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(イ)(ロ)はともに､〈其他否定〉の助罰の成立を文法の歴史の中で捉えるための指標･前

提となるものである｡本章では(イ)を指標として歴史的変遷を確認し､文法史としての説

明の前提となる係助詞化の時期(ロ)を得たところまで示した｡またそれにより｢~シカ…

ナイ｣構文という一文法現象の歴史的変化の原因を文構造の変化に求め､文法史として説

明することの必要性と可能性を提示した｡

(14)文法史上の大きな変革としての､｢非現実叙法｣を担ったモダリティの助動詞の消滅の重要性

については､尾上圭介氏が強調している｡(於:97年8月2･3日､第8回CLC言語学　集中講義)また､

現代語のモダリティ形式の体系を形式名飼をその要素とする｢組立モダリティ｣ととらえる井島1998

の見方に沿う述語構造の史的研究に､筆者は可能性をみている｡
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第3章

　　方言からみたシカの構文的特徴と成寺過程

0.はじめに

　本章は､現代語のシカに代表される〈其他否定〉(1)を表す助詞の構文的特徴とその成立

過程について第2章で提出した仮説を､現代語の方言形式とその分布から論証しようとす

るものである｡動態としての文法をとらえる視点から方言形式･方言文法を取り込んで日

本語文法史を考察する試みの一つとして､この研究は位置づけられる(2)｡

　本章2節で解説するが､第2章では､まずシカの類をその構文的特徴から｢係助詞｣と

した｡またホカ･ョリ･キリといった文献上変化を追跡しうる〈其他否定〉の助詞は､す

4て(志瓦2.･ユエ公･ユエ茫左･まユ乞左などの)｢息十係助飼｣という､係助詞に後

接された複合的な〈其他否定〉助詞(の前部要素)といえる段階を経て､単独で係助詞と

なったことを確認した｡そしてここから､〈其他否定〉の係助飼の確立の歴史に､｢く其

他否定〉という意味機能の係助詞化｣と､｢名飼の限定要素の〈其他否定〉用法獲得=係

助詞化｣という二段階の｢係助飼化｣の過程を抽出した｡ここではいずれも構文的に｢○

十係助飼｣という形､すなわち係助飼としての構文的振る舞いが保持されており､く其他

否定〉の意味機能と､係助罰としての構文的振る舞いが不可分であることが推定された｡

意味論的にはある｢〈範囲〉外｣を指示できる要素が―段階目の係助罰化を果たし､その

一段階目を受けて｢名詞の〈数量･程度〉の限定要素｣が係助飼化したと解釈できる｡こ

こから､｢〈範囲〉外｣を指示できる要素については恒常的な〈其他否定〉用法獲得の可

能性､｢名詞の〈数量･程度〉の限定要素｣については｢Q十〈其他否定〉の係助詞｣と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

いう複合形式の段階が､それ自身の〈其他否定〉用法獲得を促す可能性が指摘できる｡

(1)シカの意味機能を示す術語で山口1991による｡他に｢除外｣(江口1998a･b)があるが本章では

本稿第2章とのつながりから〈其他否定〉を用いる｡

(2)渋谷1998参照｡｢ことぱの動態に対処できる独自の分析枠｣であり｢時間(世代差)･空間(地域

差)･意味のネットワークという三要素｣による｢動態言語学｣の､文法研究への適用の必要性が説か

れる｡
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　本章では以上の仮説を受け､〈其他否定〉の助詞の方言形式および分布のあり方を､主

に『方言文法全国地図1助詞編』(国立国語研究所1989､以下GAJ　I)51図｢百円しか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

ない｣を資料とし､そこに見られる複合形式に注目して上記の仮説の妥当性を確認する｡

　本章により第2章の仮説が確度を得るならぱ､これは各時代･各方言での様々なく其他

否定〉助詞の成立を説明し､予測しうるものとなり得る｡また､本章および第2章によっ

て古代(中央)語にはないシカのような〈其他否定〉専用形式の､係助飼たる構文的特徴

との不可分性が示されることにより､現代語における係助罰(の構文的特徴を示すもの)

の存在とその機能を考える必要性が明確になる｡と同時に日本語の文法体系全体における

係助飼の機能の本質を考えながら変化の原動力を追求する文法史の実践の必要性が明確に

なるであろう｡その意味でも〈其他否定〉助飼の成立にかかる文法史は大きな意義を持つ

ものといえる｡

1.シカ類の構文的特微

現代日本語のシカに代表される〈其他否定〉表現とは次のようなものである｡

(1)　今日は太郎しか休んでいない｡
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述語末に否定を強制し､例えぱ(1)ではシカでとりたてた｢『太郎』の〈其他〉｣については

｢休んでいない｣という否定的判断を表す｡

　また〈其他否定〉の助飼は､構文的には他の助詞との相互承接において格助飼や名詞

　(相当句)の限定に働く接尾語･副助罰類に必ず後接し､これらの助飼に後接されること

はない(→(2):｢会う｣の取る格助罰との承接､(3):副助飼･接尾語類との承接)(3)｡また､他

の係助詞との承接関係もない(→(4))｡つまり格助飼･副助罰に対して構文上上位にあるこ

とが確認でき､従来の説によれぱこのような構文的特微を持つものは､｢係助詞｣と認定

できる｡

　(2)a　　今日は太郎{と/に}しか会わない｡

(2)♭×今日は太郎しか{と/に}会わない｡

(3)a　　財布には千円{だけ/くらい/ぱかり…トし左ない｡

(3)bx財布には千円しか{だけ/くらい/ぱかり…}ない｡
　　　　　　　一

(4)ax残高が千円{は/も}しかない｡
　　　　　　　　　-

(4)♭×残高が千円しか{は/も}ない｡



この係助詞という認定について付言すれぱ､ここでは､その設定者山田1908の規定ではあ

るものの､｢陳述の有無｣及ぴ｢係り結び｣を区分の要件とはしない｡さらにいえぱ｢否

定との呼応｣を､狭義の係り結ぴと同一視しての認定ではない｡その｢陳述｣の本質は明

らかでなく､これを要件としての認定は現段階では不可能である｡その一方で､係助飼は

それを抽出するに足る客観的な区別の要件として上記のような構文的特徴を持つ｡これに

注目して､端的には｢格助詞･副助詞類に必ず後接し､後接されることがない｣という構

文的特徴を持つことを客観的な区分の要件とし､｢後ろに助詞なし｣で機能するものを一

且｢係助飼｣とすることは可能であろう｡そしてこのような｢係助飼｣としての構文的特

徴を持つもの､この構文的位置において機能すること､に注目することも可能であると考

える(4)｡むしろ､このような立場から｢係助詞｣のふるまいを見ていくことが｢係助詞｣

とは何か､｢陳述｣とは何かという問題に切り込む新たなアプローチともなるのではなか

ろうか｡本章は以上の立場で､この構文的特徴と〈其他否定〉という意味機能との不可分

性に注目して考察をすすめていくものである｡

　シカが｢係助詞｣と認定できること､すなわち〈其他否定〉と係助詞たる構文的特徴と

の不可分性は､東京方言で〈其他否定〉と〈名飼の限定〉との両用法を持つキリの振る舞

いによっても確認できる｡後ろに助詞なしのキリが〈其他否定〉用法となり得､他の助詞

(3)江口1998a　･　bでは〈除外〉を表すものとして｢~ほか｣(現代共通語)｢~以外｣をあげる

が､｢~ほかに/の｣｢~以外に/の｣とは異なり｢“ろに　詞がないパターンの場合､除外解釈のみ

が得られる｣(下線引用者)としている｡シカをはじめ〈其他否定〉の助詞類が共通に持つ構文的

特徴で〈除外〉解釈が成り立つことが明らかにされており興味深い｡江口1998a　･　bでは､このく除

外〉を示す要素の構文的位置の､遊離数量詞との共通性を示した上で､これらの意味論的な操作の

共通性として｢定義済みの集合を前提とする｣点を指摘している｡遊離数量飼の行う操作と､従来

構文上｢係助詞｣とされてきた要素の意味機能との欄係を見ていくことが日本語の｢係助詞｣の解

明に大きく関わってくると考えられる｡シカを遊離数量飼とする分析は今までにもいくつか提出さ

れてきたが､その分析と､シカを係助詞と位置づけることとのすり合わせが､この問題に一つの新

たな切り口をもたらす｡

(4)｢係助詞｣という区分への注日の必要性については本稿第1章･第2章参照｡シカは上記の助

詞の相互承接以外にも､テ形･連用形への承接など係助詞のみが持つ構文的特徴を備える｡山田19

22でもシカは係助詞に列せられる｡ハ･モとの共通性を含め､シカのこのような構文的特徴への言

及(および｢とりたて詞｣内部の二層性)については近藤1995も参照のこと｡
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に後接するのも可能なのに対し(→(5)a･b)､他の助飼に後接された場合のキリは必ずし

も否定を強制せず〈其他否定〉解釈は持たない｡(→(6)a･b)

　(5)a　ペンが一本きり必ない｡(=｢一本しかない｣:〈其他否定〉解釈可能:ペンは一本だけある｡)

　　　♭　大阪へきり行ったことがない｡　　　　　　　(『日本文法大辞典』明治書院キリ項ょり)

㈲a　ペン一本きりがない｡
　　　　-

　　　　　　(名詞｢ペン｣の数量を限定｡〈其他否定〉解釈は不可能:ペンは一本もない｡)

　b　ペン一本きりが私の武器だ｡
　　　　-

　　　　　　(名詞｢ペン｣の数量を限定｡〈其他否定〉解釈は不可能｡否定を強制しない｡)

2.シカ類の歴史的変化と係助詞化の法則性:本稿第2章より

　本稿第2章ではまず古代から現代までを資料で通観できる近畿方言:古代中央語一上方語

一近代大阪語一現代近畿方言:においてョリとホカが〈其他否定〉の係助詞となる過程に次

のような流れを確認した｡

①X{ノ･ョリ}ホカ{ノ･ニ}(Y･コト){ハ･モ}ナシ

②X{ノ･ョリ}ホカ{(ニ)ハ･φ}ナシ

　X{ノ･ョリ}ホカφナイ

……~中世前期

●●●●● 中世後期

③X(格助詞/副助飼)(ョリ)ホカφ(V)ナイ･ヌ　(ホカ･ョリホカ係助飼化)……近世前期

④　Xョリ〈比較〉ナイ

　　Xョリハナイ

⑤X(格助詞/副助詞)ョリφ(V)ナイ･ズ･ン

…‥~近世前期

(ヨリ係助詞化)……近世末~明治期

X/Y　:名飼句(相当句)　V:動詞　　φ:無助詞　():省略可能　[]:品詞　{･}:省略不可能な遭択

(･):省略可能な遭択

記号

また､江戸語一東京方言と連なる東国方言圏においては文献のある近世以降の用例からキ

リとシカについても次のような流れが確認できた｡

E
E

①シカ[係助詞]

②Xキリシカ　ナイ

③Xキリφナイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　近世中期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　近世末期

(キリ〈其他否定〉用法獲得(=係助詞化))……　明治末期

　これらを〈其他否定〉助飼となる部分だけに注目して単純化すると､次のような図式が

描ける｡
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近畿方言　ホカ[名詞]十(ニ)ハ[係助詞]→ホカ[係助詞]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

近世初期

(ョリホカ゜)ョリ[格助飼]十ホカ[係助詞]→ョリ[係助詞]　明治~

(ョリハ=)ョリ　　　　　十　八[係助詞]

　　　　　　　　　一一一一一--一一一･一一一一一一一一一一-一一---一一一一一一一一--

東国方言　回○[シカ原型]十△[係助詞]→:シカ[係助詞]　　　　　　　　　................｡......-..-.-..-...｡.j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

近世初期

(キリシカ=)キリ[接尾語]十シカ[係助詞]→キリ[係助詞]明治末~

近畿･東国ともに二段階の変化が起きており､その時期がほぽ一致して見られることは興

味深い｡文法史の牒題はこの変化の原動力そのものの究明であるが､今後なすべきその究

明のためにも以上の変化がいかなる性質の変化なのか､を整理し直してみよう｡

　まず構文的に分かるのは〈其他否定〉の係助詞となった部分が―様に[○十係助詞]とい

う形をとり､〈其他否定〉句は構文上､全体として常に係助飼句として振る舞っているこ

とである｡これは〈其他否定〉と係助詞たる構文的特徴が不可分であることを示すと考え

られる｡(そしてこの意味において｢係助飼｣と位置づけることができる｡)またく其他否

定〉用法を獲得した要素の側からいえぱ､いずれも､[○十係助詞]という複合形式の前部

要素の段階を経て単独の｢〈其他否定〉の係助詞｣となっていることが分かる(5)｡以上の文

法現象は｢係助飼化｣という文法化の一つといってよいものではなかろうか｡　さらによく見

ると､この係助詞化には二つの段階が認められる｡すなわち､I:〈其他否定〉という意

味機能そのものの｢係助詞化｣と､II　:　[名詞の限定要素]が〈其他否定〉用法を獲得する意

味での｢係助詞化｣である｡

　Iは近畿では近世初期までに起こったホカの変化に端的に見られる｡〈其他否定〉とい

う意味機能と､係助詞たる構文的位置が完全に結びついた､という意味での｢係助詞化｣

(5)この各要素の係助詞化の具体的な現象としては､｢音縮約｣と､係助詞が｢落ちる｣場合との両

方が想定される｡ホカを文献上見ると､｢ほかあ｣｢ほきやあ｣など音縮約と見られる例が多く拾え

る｡一方､ョリやキリについてはそのような例は見いだせず｢落ちる｣型と考えられる｡ただ､方言

ではョリ系の形式にもョワ･ョカなど何らかの音縮約を経たと見える形式があることからすれば､

型は要素ごとに単純に決まっているわけではなさそうである｡今のところ､後出のI段階目の係助

飼化にかかる､レキシカルに〈其他〉を指しうる要素は音縮約型､H段階目の係助詞化にかかる､

[名詞の〈数量･程度〉の限定要素]については｢落ちる｣型なのではないか､と予測している｡論証

･検証は今後の牒題とする｡
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である｡ここでは､｢(Xの範囲)外のモノ｣を指せる要素ホカを用いた｢Xノ訟友(ニ･ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

Y)ハナシ｣という､文字通り｢Xの〈其他〉の〈非存在〉｣を表して〈其他否定〉解釈が

可能な非存在構文をもとにしてホカが文法化し､〈其他否定〉の係助詞として確立してい

る(6)｡ホカがレキシカルな意味として｢(Xの)範囲外｣を指しうる要素であることからすれ

ぱ､常に否定と共起する条件で｢Xの〈其他否定〉｣専用形式になることは意味論的には自

然である｡東国においても､完全に係助罰の用法を持つシカが近世には存在しているとい

うことは､〈其他否定〉という意味機能と､係助詞という構文的位置の結ぴつきが何らか

の形で近世までに果たされたと考えてよいであろう｡この―段階目の｢係助詞化｣が一且行

われれぱ､その文法体系において〈其他否定〉と係助飼たる構文上の位置は不可分なもの

となり､ホカのようにレキシカルな意味で｢Xの其他｣を指せる要素ならぱこの文法化は容

易に起こりうることになる｡現代共通語で〈其他否定〉用法を持つ｢以外｣｢(より)ほか(共

通語)｣はその例といえよう｡

　(7)生徒は太郎以外休んでいない｡
　　　　　　　　-

　(8)生徒は太郎のほか休んでいない｡
　　　　　　　　-

また後に3.3で見るように､レキシカルに〈範囲･起点〉の意を持つ要素にはく其他否

定〉用法を持つものが散見するが､｢『Xという範囲』を指す｣ことによって｢Xの其他｣

を指すこととがつながれぱ､〈其他否定〉用法を獲得することは考えやすい(≒

　H段階目は近世末期･明治期に確認できるョリ･キリの変化に端的に見える｡[名飼の

　〈数量･程度〉の限定要素]が〈其他否定〉用法を獲得する意味での｢係助詞化｣である

(8)｡[名詞の〈数量･程度〉の限定要素]というのは､名飼そのものを限定するのであり､

否定辞と共起しても〈其他否定〉解釈は成立しない(本章1節(6)bのキリ参照)｡これらが

(6)この｢非存在構文｣による〈其他否定〉の表現法そのものは､現代まで変わらず存する｡(例:

田中さんのほかには､役員はいない｡)が､これとは別に｢〈其他否定〉専用の係助詞｣が確立して

きた点に､文法史の問題として追求する意義がある｡山口1991参照｡

(7)シカについてはその原型や｢(シカ原型)十係助詞｣の段階を文献上確認することは不可能だ

が､本稿第2章の仮説を踏まえて先行各説を検討すれば､松下大三郎の｢シカ=シキ十八｣説(松下

1901　･　1928･　1930)が最も妥当か｡ただし､本章で主張する〈其他否定〉という意味機能と係助飼た

る構文的振る舞いとの不可分性からすれば東国方言においてシカが本来的に係助詞として存在する

可能性も十分ある｡またホカ同様､何らかの｢範囲｣(｢起点｣など)を限定する要素としてI段階目

の係助詞化を果たした可能性もあろう(注8参照)｡このことと本章の主張は矛盾しない｡
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〈其他否定〉用法を獲得するには何らかの大きな｢意味の転換｣が必要である｡この転換

のメカニズムについてはなお考察が必要だが､上記の史的変遷からは､この文法化の契機

について一つの示唆がもたらされる｡文献上､ョリ･キリはj巳L主左･キリ乞査という
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--

[Q十〈其他否定〉の係助詞]という複合形式の前部要素として〈其他否定〉表現に関わ
-

り､この段階を経た後それ自身〈其他否定〉用法を獲得､係助飼化する｡｢〈其他否定〉

の複合助飼の前部要素｣たる段階が､[名詞の限定要素]にとっては〈其他否定〉用法を

獲得する何らかの｢契機｣となっているのではないか｡さらに歴史上､IIの係助詞化が果

たされたことからすれぱ､このような大きな意味の転換を要する〈其他否定〉助飼の確立

も､+分起こりうる現象としてとらえられる｡[名詞の〈数量･程度〉の限定要素]一般に

おいて､[○十〈其他否定〉の係助詞]という複合形式を経れぱ､〈其他否定〉用法獲得も

一般性をもつものとして理解しうることになる｡

　[名飼の限定要素]のうち､どのような要素がどちらの段階で係助飼化するかは意味論

的な考察に関わるが､以上､IH段階を要すれぱ〈其他否定〉は係助詞たる構文的特徴と

不可分であること､また特に[名飼の〈数量･程度〉の限定要素]については[く其他否

定〉の係助詞]がとりたてた構造の[○十係助飼]という複合形式の段階が〈其他否定〉

の係助詞の成立の重要な契機になりうるという推定が成り立つ｡

(8)本文3.3参照｡　GAJ　Iにはデという〈其他否定〉形式が記述されるが､これについては､興

味深い注記がある(ともに調査者の発言｡下線引用者)｡鳳至郡能都町55o8.16(ヒヤクエンデは､百

円で残りはないという気持ちであろうか｡)鹿島郡田鶴浜町5517.75　(ヒャクエンデナイは､あと百円
　-

で残りはない､というような内容である｡)｡また三重県阿児郡の古老層に見える形式カラについ
　一

て､佐藤1992は〈其他否定〉用法を持つヨリとの共通性に｢起点｣を表すという点を指摘する(さ

らに和歌山県でョリと同じ〈比較〉の意を持つシカの存在にも言及する｡確かにこの〈比較〉のシ

カの存在は｢起点｣の意を持つ｢原シカ｣の存在を想起させる)｡佐藤1992のいうようにョリについて

も(方言によっては､またシカについても)｢起点｣というレキシカルな意味によって係助罰化し

た可能性がある｡ただし文献上管見では近畿のホカの係助詞化以前にョリの〈其他否定〉用法は認

められない｡
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3.現代の〈其他否定〉助詞の方言形式とその分布

　では現代の方言形式およびその分布によって〈其他否定〉助飼の構文的特徴と成立過程

について上記の仮説を検証してみよう｡方言形式とその分布を確認するには大規模な方言

調査を必要とするが､ここではGAJIを中心に観察する｡『現代日本語方言大辞典』(明

治書院1992､以下『大辞典』)も適宜参照する｡

　GAJ　I51図｢百円しかない｣によれぱ､まずシカが共通語として全国に分布すること
　　　　　　　　　-

(9)､また早く此島1966(p.257)に指摘があるようにョリ･ホカが近畿を中心とした西日本

と東北の一部に分布し､キリ･シカ系形式(スカなど)が長野県･埼玉県を中心とした東

日本に分布しているという大まかな傾向が見て取れる｡このGAJ　I51図中で今回注目す

るのは､多数記述されているホドシカ･キリシカといった複合形式である｡付属の｢資料

一覧｣から拾うと､36の複合形式が見出しとなり79地点で認められる(lo)｡

3.1.複合形式の示す係助詞の構文的特微

　GAJ　I51図に記述される複合形式について､その周辺での〈其他否定〉形式の分布と

の関係を見てみよう｡(地名の後ろの小書き数字はGハJIの地点番号)

(9)ただし琉球方言では､全域に渡ってシカ相当の否定を強制する〈其他否定〉助飼はなく｢『だ

け』にあたる形態と『ぞ』にあたるduを組み合わせて『百円だけぞある』とか『百円ぞある』とい

う言い方をするのが普通｣(GAJ　I　r各図の解説｣(p.172))という｡『大辞典』シカ項･GAJ　I51

図参照｡また､東北地方のスカ類については､シカの跳形として扱ったが､範囲･理由を表すサカ

イ(ニ)の跳形の可能性もある｡その場合でも理由のカラ(およびその方言形式)の〈其他否定〉

が各地で見られる(本文3.3･注13参照)ことから本章の主張には反しない｡

(10)｢複合形式｣の認定は筆者自身で行った｡明確に二要素に分析できるものだけを複合形式とし

た｡ゆえに分析困難なもの､分析できても単独での用法を認めにくいものは複合形式と認めなかっ

た｡一要素と考えたもの:ョカ･サラ･ナデ･ケンジャ･ナンジャ･ノコイテ｡分析不可能として

排除した形式:ギシカ･ホカッテ疑･ハガッチャ誘･ホドケ･ダッカ疑｡　ともにすべて―形式一地

点｡
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A田　キリシカ/ギリシカ/

　　　　ッキリシカ/チレシ力

回ョカシカ

回ョリシカ

:長野県下水内郡豊田村5633.42南安曇郡5670.47

　下水内郡栄村5624.84小県郡和田村5662.78

　木曽郡開田村6680.23埼玉県蓮田市5688.06

　愛媛県北宇和郡7441.02長崎県壱岐郡芦辺町7219.20

:隠岐郡西ノ島町5471.49

:秋田県由利郡大内町3770.33

回　ダケシカ/ダゲシカ/ダキシカ/ダゲスカ　　:全国38地点

回　ボッチシカ

圈　バススカ

:富山県東砺波郡利賀村5558.21

:青森県下北郡大畑町2754.56

図　バアシカ/バアシキャア:とも,z岡山県都窪郡早島町6465.42

囲　グライシカ/グレーシカ/グレシカ　:広島県山県郡大朝町6359.38

　　　　　　　　　　　　　　静岡県駿東郡6615.89福岡県築上郡7324.56

回フおドシカ

回　ドモシキヤ

B回　ダケカ/ダケッカ

　回グレカ

　回ダケ市カ

回

回

回

回

回

回

グライホ力

キリホ力

ノホガ

ダケコソ

ダケナンジヤ

キリシヤー

回ダケサ

回ダゲョカ

回ダケョリ

回　ホドョリ･ホドョワ

B'回|　ダケカラ

:島根県隠岐郡西ノ島町5471.49蘆摩郡仁摩町6339.06

　兵庫県美方郡温泉町6407.43福井県大飯郡6512.15

　奈良県吉野郡下北山村6593.98

:山口県防府市ハ王子6396.62

:徳島県名西郡6497.57鳥取県気高郡6416.22

:静岡県駿東郡661H9

:香川県仲多度郡6495.07

:広島県山県郡大朝町6359.38

:岩手県釜石3787.45

:岩手県和賀郡湯田町3783.11

:三重県員弁郡6525.98

:静岡県湖西市6650.72

:長野県南安曇郡5670.47

:新潟県南蒲原郡4686.51

:青森県西津軽郡鯵ケ沢2790.38

:京都府北桑田郡美山町6522.32

:島根県仁田郡6422.93
･-皿皿皿皿皿-皿-------------皿皿-㎜皿--皿-皿皿---------〃-皿皿皿

:広島県賀茂郡6461.78
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→シカ分布地

→カ分布地

→ホカ分布地

→コソ分布地

→ナンジヤ分布地

→シヤー分布地

→サ分布地

→ョカ分布地

→ヨリ分布地



回ナンダケ :岐阜県吉城郡河合村5568.14

c回　キリシャー･キリシカ併用　:長野県南安曇郡5670.47

　回　ダケョリ･ダケシカ併用　　　:京都府北桑田郡美山町6522.32

　回　グライシカ･グライホカ併用:広島県山県郡大朝町6359.38

回　グレカ･グレシカ併用

回　ダケカ･ダケッカ併用

:静岡県駿東郡6615.89

:徳島県名西郡6497.57

→シヤー･シカ分布地

→ョリ･シカ分布地

→シカ･ホカ分布地

→カ･シカ分布地

→カ･ホカ分布地

　まずA群から見よう｡シカの分布域､つまり全国に国~回のようにキリシカ･ダケシカ

･グライシカ･ホドシカ等､シカが後接した複合形式が多く見られる(19形式61地点)｡こ

れらはキリ･ダケ･グライなど[名詞の〈数量･程度〉の限定要素]と､シカとの複合形

式である｡前部要素については回のョカ囲のバス国のバアなどを含めすべて､GAJIの

関係各図【31それより(あの方が良い)47皮だけ(食べた)48(食って)寝るだけなら49雨ぱかり(降っている)50百円くら

と(使っt)】と対照するとそれぞれの地域で〈程度〉〈限定〉〈比較〉などを表す[名詞の

限定要素]であることが確かめられる｡混　　交など､意味の類似した語が重ねて用い

られて複合形式が派生することはよくあるが､この〈其他否定〉を表す複合形式の場合､

意味の類似で単に重ねられているのではなく､シカが必ず後部要素になっているという規

則性がある｡つまり､ダケシカ･グライシカ･ホドシカは存在するが､シカダケ･シカグ

ライ･シカホドといった形式は一つも存在していないのである｡また格助詞に後接された

形式も見られない｡シカの共通語としての浸透､ということを考慮に入れても､多様な複

合形式が多地点に分布する中､シカが前部要素になった形式が一つも存在していない点は

注目に値する｡この分布からは､シカが他の格助飼や[名詞の限定要素]と合わせ用いら

れる際に必ず後部要素になる､という係助詞の構文的特徴を全国の方言においても示して

いることが分かる｡以下､複合形式各々とその複合形式の存在する地域の〈其他否定〉形

式を詳細に見ていくと､これはすべての〈其他否定〉助詞において､共通の特徴であるこ

とが確認できる｡

　B群はシカ以外の形式が後部要素となったもの(17形式18地点)だが､うち15形式はそ

の後部要素が各分布地で〈其他否定〉用法を持っているものである｡回ダケカ/ダケッカ匡

jlグレカは〈其他否定〉のカ分布地､回ダケホカ回グライホカ回キリ市カ回ノ市ガなど市

カを後部要素とする複合形式が見えるのはホカの分布地である(11)｡回ダケコソは､コソ

(12)が〈其他否定〉の用法を持つ地域､回ダケナンジャはナンジャ(13)分布地に見える｡他
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の地域にコソ･ナンジヤは見られず､コソ･ナンジヤのあるこの地域にだけダケコソ･ダ

ケナンジヤがある｡回キリシャー回ダケサも同様､各々シャー･サ分布地にのみ見える｡

回ダゲョカはョカ･ョッカ分布地である｡また､回ダケョリ回ホドョリはョリがく其他否

定〉の助飼として分布する(14)｡　B'群回ダケカラ回ナンダケについては今のところ後部要

素となっているカラ､ダケについて当該地域での〈其他否定〉用法が見出せない(15)｡　た

だ､ここまでの例外はこの二形式のみ､という点に注目しておこう｡

　c群回~回は後部要素に数種類の複合形式を併用する地点をまとめたものである｡ここ

でもその複数の後部要素がすべて〈其他否定〉用法を持って分布している｡回キリシヤー

(11)キリホカ･ノホガはともに岩手県にあり､GAJI-51図ではこの地方にホカが広く分布し

ているように見えないが､詳細に見ると､ホガ2761.86･ハガ2793.04･ハッカ3785.94といったホカ系のく其他否

定〉形式が点在している｡これによって上の整理に矛盾しないものとした｡『大辞典』でも､岩手

県の安代にホガが｢古くからの多用される言い方｣として記述されている｡

(12)コソは古代語は勿論現代語でも係助飼の構文的特徴を持つ助罰である点興味深い｡コソの

　〈其他否定〉用法獲得については佐藤1992で〈~コソ已然形中止〉構文(｢Aコソあれ､…｣→裏に

(A以外はない)意を含む)から発生したものという推定がなされている｡

(13)松下1930にはナンジャ(｢なんであ｣)の源を｢『ならでは』の意で『ならにては』の音便並び

に約音である｣(p.365)とする｡｢ならでは｣による〈其他否定〉表現は古代中央語から見え､室町時

代以降端的に否定辞と呼応関係が確立する(山口1991参照)が､ここに見えるダケナンジャは､このよ

うな｢名詞句否定態連用句｣出自のものが〈其他否定〉の係助詞へ｢文法化｣したことを示すものとい

える｡

(14)回はホドョワも併用されている｡ョワは恐らくョリハから来た形式であろうが他の地域で

は､複合形式の前部･後部要素としても単独でも用例がない｡　ヨリ系であることからここでのまと

めに矛盾はないと考えるがなお考察を要する｡ちなみに､文献上では〈其他否定〉解釈が可能なヨ

リハが近世初中期に二例見られる｡(和歌･擬古文中例だが､これ以前のョリハはすべて〈比較〉の

解釈のみ｡)

･にくげなき此のしやれかうべあなかしこ日出度かしくこれよりハなし(『一休咄』(二)四(七ウ)寛文八年刊本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

:『噺本体系』第三巻東京堂出版)

･この嶋に滴れて｡高遠が松山の家に困められ｡日に三たびの御膳すゝむるよりはまいりつかふる者もなし｡

(『雨月物語』白峰:『雨月物語本文及び総索引Jp.9⑩鈴木丹士郎編　武蔵野書院　安永五年1776成立)
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･キリシカ併用地はシャー･シカの､回ダケョリ･ダケシカ併用地はョリ･シカの､回グ

ライシカ･グライホカ併用地はシカ･ホカの､回グレカ･グレシカ併用地はカ･シカの､回

ダケカ･ダケッカ併用地はカ･ホカの､それぞれ分布域である｡回|のダケッカは､[ダケ

十カ][ダケ十ホカ]いずれの可能性もあるが､いずれにしても､ここでの整理に合う｡

　以上国~回を見ると､〈其他否定〉の複合形式は､ほぽ例外なく[その地域で[名飼の

限定要素]十その地域の〈其他否定〉助詞]という構造といえるようだ｡

　ただし､複合形式の見られる地域で､その前部要素も後部要素も〈其他否定〉助詞とし

て併用されているところがある｡

D回　秋田県由利郡大内町3770.33　:　ヨリシカ　:ョリシカ･シカ併用地だが､秋田県全域はョリ･シカ併用地｡

　回　隠岐郡西ノ島町5471.49　:　ヨカシカ　:ョカ･ョカシカ･ホドシカ併用地

　回　埼玉･長野北中部域:キリシカ(8地点):一帯,i4リ･シカの併用札

　回　壱岐郡芦辺町7219.2o　:　ギリシカ:ギリが近接する上県郡上対馬6267.09･福岡県宗像郡7311.28,､z見える｡

厳密に言えぱ､同一地点･話者によって､真の意で｢併用｣されているのは回隠岐郡(ヨ

カ･ョカシカ･ホドシカ併用)と回の長野･埼玉地方のうち一点､埼玉県蓮田市(キリシ

カ･キリ･シカ併用)の二地点のみなのだが､これらは〈其他否定〉形式である助飼が複合

形式の前部要素になっているともいえる分布であり､そうであれぱ上の整理に合わないよ

うにみえる｡しかし､これらも例外とはならない｡先述の通り､GAJ　I　によれぱ､それ

ぞれの前部要素ョリ･ョカ･キリ･ギリは当該地域で〈比較〉〈限定〉の意味機能を担っ

ていることが確認できる｡函]~回の複合形式もやはり上の整理に合うものである｡ヨリ･

ョカ･キリ･ギリは各地域で〈名詞の限定〉と〈其他否定〉との両機能を担い分けている

ものと解釈できる｡

　以上､複合形式に注目した結果､取り上げた36形式79地点中34形式77地点が上の整理に

合い､説明できないのは2形式のみであった｡〈其他否定〉形式は､格助詞や[名飼の限定

要素]との承接で必ず後接する､係助罰としての構文的特徴を持つこと､また[名罰の限

定要素]を前部要素として複合形式を多く作りうること､が､方言形式から確かめられた

といえる｡

(15)ただし､回ダケカラ周辺では〈理由〉の意も持つケラ･ケンジャが〈其他否定〉形式として

点在する｡回|ナンダケ周辺にも〈程度〉を表すハンテ･ハデ･ナデが〈其他否定〉表現として分布し

ている｡このことが何らか関わりを持つ可能性はある｡ちなみにカラは三重県志摩郡阿児町鵜方に

(佐藤1992)､ダケは高知県四万十川流域(上野1999)に､使用が報告されている｡また本文3.3参照｡
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3.2.係助詞化の過程を示す分布

　次に､H段階目の｢係助罰化｣に関わる､複合形式[PQ]とその前部要素にあたる

　[P]という〈其他否定〉助詞(以下便宜上各々[PQ]､[P]と略称)の史的前後関

係について言語地理学的観点から分析する｡まず[PQ]と[P]が併用されている地域

に注目しよう｡　3.1.節末尾で触れたD群四地域である｡

　これらの地域は複合形式[PQ]の前部要素にあたる形式[P]が一定の広がりを持って分

布し､その分布域中の一点に回~回の複合形式[PQ]が見られるという分布をしている
(16)
　　○ (資料1参照)

　このように点的に分布する複合形式[PQ]を､いかに解釈すべきであろうか｡可能性

としては新しい形式､古い形式､泡沫的出現形､あるいは何らかの誤りのいずれかであ

る｡

　まず､記述がある以上､｢誤り｣の可能性を排し､泡沫的表現と解釈するならぱ､構文

的振る舞いにおいては3.1.の整理で解釈可能であり本稿第2章の仮説に矛盾しない｡が､

これらの可能性においては､新古､つまり歴史的先後関係には関わらず､成立過程に関す

る仮説について言語地理学の側から示されるものはない｡
コンタミネーショ

では､[PQ]を｢新しい形式｣と見る根拠はどうだろうか｡ひとつには､混 交

で生まれた場合である｡混交によるものだとすると､[P][Q]各々が〈其他否定〉表現と

して確立した後に､同等の勢力を持って(paradigmaticな関係で)､イ可らかの形で接触･衝

突して[PQ]が成立したことになり､ここから各要素間の史的前後関係を推定するならぱ

[PQ]が最も新しい形式ということになる｡ただし､混交と考えるのにはやや疑問が残

る｡[P][Q]がともに〈其他否定〉助飼として混交したのならぱ､その複合順はいかよう

でもよいはずであるが､わずか四地域ながら回~回において順が逆になったところは一地

点も存在しない｡ここからすれぱ混交の可能性を否定することはできないまでも､その複

合順の規則性は重視すべきものと考える｡また混交によって生まれたものならぱ､形式の

上でもより複雑に｢混交｣したものが見えるはずである｡　しかし当該地域では[P][Q]が

複雑に混交した形は見いだせない(17)｡

　また､もう一つの可能性として､言語地理学の諸原則のうち､周辺分布の原則が適用で

(16)回はギリが海を隔てた二点にしか分布しない｡｢一定の広がり｣といってよいかどうかは問

題が残るが､西日本でキリが見える限られた地域でもあり､ここでは他の三地域と同じく扱う｡
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きれぱ[PQ]を新しい形式と見ることができる｡この原則によれぱ､周辺に見える形式が

古く､点的に内側に存在する形式が最も新しい形式とみることになる｡が､回~回いずれ

もこの周辺分布の原則を当てはめる条件は備えていない(18)｡

　他の分布事象を見渡しても複合形式[PQ]を新しい形式といえる根拠は見つけにくいよ

うである｡まず､いずれも一点のみという分布からすれぱその複合形式そのものに勢力は

認められない｡複合形式全体についてのGAJ　I　の注記を見ても､｢新｣注記はOである｡

｢多｣は4形式(ダケシカ/ダキシカ/ダケコソ/ギリシカ)6地点にあるものの(19)12形式14地点で｢疑｣

｢考｣注記がある｡｢疑｣｢考｣注記の多さが示すのは何らかの｢不安定性｣であって､これに

よって｢新古｣に直結させることはできないが､｢古｣注記が2形式に認められるのは注目で

きる(バアシカ･バアシキヤア=同一地点)｡無論これを根拠にして複合形式を｢古い｣と判断する

のも慎重を欠く姿勢であるが､積極的に新しいもの､という解釈はさらに難しいであろ

う｡

　一方､一定の広がりを持つ｢前部要素｣:[P]には｢古さ｣を示す根拠が拾えない代わり

に､｢新しさ｣を示す根拠がいくつか拾える｡まず回:東北地方のョリシカのョリに関して

は､『大辞典』において八戸のシカに当たる形式としてスカ･ョリがあがり､ョリに｢最

近の言い方｣と注記されている｡回:東日本のキリについてはGAJ　I　の資料一覧に松本

市56607のキリに｢新｣注記が見える｡

　以上のように回~回の複合形式[PQ]とその前部要素に当たる[P]の史的前後関係

を､地理的分布から推定しようとすれぱ､手がかりが少ないながら､少なくとも[PQ]

が新しく[P]が古いものといえる事象はほとんどない｡つまり本稿第2章に矛盾する論拠

は提出されないことがわかる｡

　逆に[PQ]が古く[P]が新しいものである可能性は少ないながら認められそうであ

る｡とすれぱ[PQ]が成立した後､[P]が〈其他否定〉用法を獲得したという歴史が推

(17)当該地域にはないが､今回排除した分析不可能な形式(注11参照)が､混交形である可能性

は排除できない｡これら｢複雑｣な形式のほとんどに付く｢疑｣･｢考｣注記は注目できるが､混交の可

能性を否定できるわけではなく､この点は今後の課題としたい｡

(18)その条件とは､いわゆる｢ABA分布｣のBの所在地は(古代中央:京阪に限らず)文化の

中心であること､ABAの両端のAに言語的交通がないということである｡｢周辺分布の原則｣に

ついては柴田1969　p.31　･　1988､徳川1973･1974参照｡

(19)これらは当該地域で本章3.1の法則性に従った構造の複合形式と考えられる｡
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定される｡これは文献から成立過程を推定した本稿第2章の仮説に一致し､複合形式は､

以下のような史的変遷の中間形式の残存と見ることができる｡

[回秋田]

●●●●●●

ブ
　シカ

ョリシ力
ー

ド
　シカ

ョリシカ

[回隠岐]
●●●●●●

　シ力

_ョカシカ

シカ

且立シ力
ー

　ョ力

ド
ョリ

ー

[回関東]

シカ　→　　　シカ　　　→　　シ力

　　几エド⊇｡
　　　-　　-

キリ
ー

-

[回壱岐]
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●●●●●●

ブ ド
　シ力

ギリシカ
ー

　ギリ

(_は[名詞の限定要素]･　は〈其他否定〉の係助詞)
-　　　　　　　　　　　　-

　そのほか､史的前後関係に関しては､注目できる分布現象として､近畿のヨリと､ヨリ

カ･ョカの関係が指摘できるかもしれない｡(資料2参照)｡近畿地方に分布するョリは既

に一定の勢力を持っているが､その外側､相互に言語的交通を想定しにくい地域(雲伯方

言:隠岐･能義郡､富山魚津､三重県鳥羽･志摩)にョカという形式が分布している｡そし

て『大辞典』には､この周辺分布の中心に当たる｢大阪｣にョリカ･カがあがり､ともに

　｢老年層の言い方｣という注記がある｡これは､近畿地方を中心とする周辺分布と解する

ことができる可能性がある｡　ョリカ･ョカともにョリ十ホカ･ョリ十力など｢ョリ十~

カ｣という複合形式を源と考えることに矛盾はないであろう｡この可能性を重視すれぱ､

近畿においては､言語地理学的に[ョリカ/ョカ→ヨリ]という史的前後関係を推定するこ

とができるのではなかろうか｡その場合､近畿のヨリについて文献から得られた､それ自

身の〈其他否定〉用法獲得前に｢[ヨリ十係助詞]という複合形式の前部要素｣の段階が存し

た､という推定と合う(2o)｡これがさらなる論拠を得れぱ､言語地理学的な分布の解釈か

ら､文献による歴史の推定と矛盾しない結論が示されることとなって興味深い｡が､ヨリ

カとョカを客観的論拠なく一括する点､殊にョカに関しては｢複合｣が明晰でなく､いかな

る形から生まれたか確定できないといった問題点は残る(21)｡可能性の指摘にとどめてお

く｡

　以上､3.2では〈其他否定〉の係助飼の成立過程における､複合形式の位置づけについ



て､方言形式とその分布事象などの言語地理学的側面から多角的に考察を試みた｡本稿第

2章の仮説を積極的に支持する論拠を得たとは言い難いものの､この仮説に矛盾･逆行す

る決定的な反証が見いだされることはなかった｡この点は注目に値するといえよう｡

3.3.[名詞の限定要素]が〈其他否定〉の係助詞となる可能性

　最後に､[名詞の限定要素]一般が〈其他否定〉の係助詞となる可能性について見てお

こう｡以上の仮説からすれぱ各地方の複合形式に見られる前部要素､つまり[名飼のく数

量･程度〉〈範囲〉の限定要素]:ダケやバカリなども〈其他否定〉用法を獲得する可能

性が予測できるが､方言形式を見渡すとその実現例が見いだせる｡

　[〈数量･程度〉の限定要素]では､GAJ　I資料編｢文章による注記｣(p.453)に

沼津市一本松6635.21のバカリの用例が記述される｡大石･上村編1975には､秋田県笹子に

｢程｣の意味のヘァンテの用例(22)､上野1999では高知県四万十川流域の方言で程度のバカ

リの意味のバー､ダケ､クライの用例(23)が報告されている｡

(20)ただし､文献においてはョリ成立以前に(も以後にも)ョカ･ョリカの用例は見いだせていな

い｡これらが見いだされる可能性の高い近世後期上方語文献の整備に伴い､追跡調査の必要があ

る｡またこの推定においては｢ョカ｣という形式で中央から周辺へ伝播したことになるが､その場

合､本稿第2章の仮説に沿えば､この複合形式ョカを契機としてョリが〈其他否定〉用法を獲得し

たことになり､音縮約を起こした形式ョカを､わざわざ明晰な複合形式｢ョリ十~カ｣に戻してョリ

を分析する､という無理のある変化を想定しなければならなくなる｡これは大きな問題点として残

る｡ただ､明晰な複合形式のまま｢周辺｣へ伝播し､その後｢中央｣でも｢周辺｣でも音縮約を起こした

可能性もあり､その場合ここでの分析はひとまず妥当なものと考える｡また､ョカという形式自体

が｢周辺｣各地で独自に出現した形式である可能性ももちろんあるが､その場合は｢周辺分布｣自体が

不成立となる｡ここでの推定は言語地理学的分析を適用してできうる解釈の一つとして提示したも

のであり､その限りでは有効と考えている｡当該形式が各地で独自に出現したものか､周辺分布に

よるものかを確かめる手段･方法はないのが現状である｡確かめるとすれば〈其他否定〉表現に関

わる形式に対する意味論的な考察を進めた上で､各地の形式それぞれの意味の観察によることにな

ろう｡問題点は残るものの､本稿第2章の仮説自体の反証を提出するものではないと考える｡

(21)故に本章3.1.でも慎重を期して複合形式とは認めなかった｡
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　　[〈範囲〉の限定要素]では､GAJ　Iに､ハデ･ハンデが富山県･岐阜県の山間部に

見え､ケンジャ･ケラが中国地方の山間部に見えた｡またデが能登半島､鳳至郡能都町550

8.16鹿島郡田鶴浜町5517.75に見える｡また佐藤1992には三重県志摩郡阿児町鵜方でカラの使

用が報告される｡

　以上のように､[名飼の〈程度･数量〉〈範囲〉の限定要素]は実際に各方言でく其他否

定〉用法を獲得している｡今後はさらに､このような〈其他否定〉用法を獲得する要素類

の意味的な共通性､各要素が〈其他否定〉解釈を持ちうるメカニズム､および(ノホカの

ノなど)単独で〈其他否定〉形式となり得なかった形式との違いを分析する必要があろ

う｡さらに､各形式の｢〈其他否定〉の係助飼化｣には段階性がある可能性も大きい｡例

えぱ四万十川流域に見られるバーは､上接語が指示語･数量に限定されるという(上野199

9)｡一方､三重県志摩郡阿児町鵜方のカラはシカとほぽ同じだけの上接成分をとれる(佐

藤1992)など､形式によっては振る舞いを異にする面も重視しなけれぱならない｡今回ひ

とくちに｢係助罰｣と一括したが(そしてその不可分性は示されたといってよいと思われ

るが)､その中にも､段階性を認めて行く必要がありそうである｡この実態をさらに詳細

に見ていけぱ､各要素の〈其他否定〉用法獲得のメカニズムについて解明につながる示唆

が得られよう｡

(22)｢由利郡笹子でくこれしかない〉をコレバリヘァンテナイ･コレヘァンテナイという｡｣(p.

173､下線引用者)バリは当該地域で程度を表すもの｡ヘアンテが係助詞の構文的特徴を示してい

る｡

(23)サンプル数109のうち､ダケ7･バー5･クライ1｡またバーシカ8･ダケシカ4･シカ66

･カチヤ36(複数回答)である｡ここではバーシカとバーという､複合形式[PQ]と[P]にあ

たるものが併存する｡四万十川流域方言での両形式の史的先後関係は興味深い｡またこの地域には

カチャという〈其他否定〉専用形式があるが､これを始め各地の方言形式についても構文的性質･

意味的性質両面からの詳細な観察が必要であろう｡
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4.おわりに

　本章では､〈其他否定〉形式の方言形式およびその分布を分析することにより､本稿第

2章の仮説を支える以下のことを確認した｡

イ.各地の〈其他否定〉の複合助飼はほぽ例外な〈[[名詞の〈数量･程度〉の限定要

　素]十〈其他否定〉助詞]という構造をしており､格助詞の後接した例も見られな

　い｡〈其他否定〉という意味機能と係助飼としての構文的特徴は各地の方言において

　も不可分であるといえる｡

ロ.言語地理学的側面(各方言における複合形式およびその分布事象､注記等)から見

　て､〈其他否定〉の係助詞の成立過程に関する本稿第2章の仮説に矛盾逆行する決定

　的な推定:[P]→[PQ]:は成立しない｡

ノx.　[名飼の〈数量･程度〉〈範囲〉の限定に働〈要素]の〈其他否定〉用法獲得は各地

　の方言で少なからず実現例が認められる｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上)

77



　1

ヽヽl

CX)

　1

△
▲
4

∇

▼

○

●

ヽ
1
1
ー
r
ー
ノ

冒
v
▼
●

誦

皿〃〃

=/

資料1:複會形式回~回と各前夥要素との分布関係

刄
R
び

j

ヽj
e

責料2:近畿を中心とした〈其他否定〉のヨリ･ヨカの分布

　　　　　　ともにGAJ　I　-51�より関達事象のみ圓示



参考･引用文献

上野智子1999｢高知県方言の副助詞『バー』の意味機能｣『日本語科学』5　国書刊行会

江口　正1998a｢名詞句の拡張構造-『ほか』の振舞いを通して-JKLSワークショップ｢日本語の

　　名飼句をめぐって｣発表資料

江口　正1998♭｢『ほか』の2用法について｣第160回筑紫国語学談話会発表資料

大石初太郎･上村幸雄編1975『方言と標準語一日本語方言学概説』筑摩書房

国立国語研究所1989『方言文法全国地図1｢助詞編｣』大蔵省印刷局

此島正年1966『国語助詞の研究助詞史素描』桜楓社

近藤泰弘1995｢中古語の副助詞の階層性について一現代語と比較して-｣『日本語の主題ととりた

　　て』くろしお出版

佐藤虎男1992｢『高次共時方言学』実践の試み一三重県方言の『~しか(ない)』表現法を中心に

　　-｣『日本語学』11巻5月臨時増刊号『特集方言地図と文法一文法研究の地理的視界-』明治

　　書院

柴田　武1969｢言語史を構成する手がかり｣『言語地理学の方法』筑摩書房

柴田　武1988『方言論』平凡社

渋谷勝己1998｢文法変化と方言一関西方言の可能表現をめぐって｣『月刊言語』第27巻7号1998年

　　7月号大修館書店

田中章夫1995｢『一つハッチヤない』から『一つツキヤない』まで一江戸語東京語の限定の表現

　　-｣『日本近代語研究2』ひつじ書房

徳川宗賢1973｢言語地理学における孤例｣『ことばの研究4』国立国語研究所　秀英出版

徳川宗賢1974｢方言地理学と比較方言学｣『学習院大学國語國文学會誌』第17号

松下大三郎19o1『日本俗語文典』(『詐日本俗語文典付遠江文典』徳田正信編勉誠社)
松下大三郎1928『改選標準日本文法』(『改選標準日本文法』徳田正信編　勉誠社)

松下大三郎193o『標準日本口語法』(『霖碧標準日本口語法』徳田正信編　勉誠社)
宮地朝子1997｢係助詞シカの成立-〈其他否定〉の助詞の歴史的変遷に見る-｣『名古屋大学国語

　　国文』81号

宮地朝子1999｢とりたて形式の構文的特徴と意味機能-とりたて詞と係助詞･副助詞-｣

　　『日本語論究』6　名古屋･ことばのつどい編　和泉書院

明治書院1992『現代日本語方言大辞典』

- 79　-



山口甕二1991｢副助詞『しか』の源流-その他を否定する表現法の広がり-｣『語源探求3』日本

　　語語源探求委員会編明治書院

山田孝雄1908『日本文法論』賓文館出版

山田孝雄1922『日本口語法講義』賓文館出版

　　付記:本章は平成11年度国語学会秋季大会(名古屋大学)における発表をもとに､補足･修正

　　　　　を加えたものである｡席上､多くの方々にご意見ご指導を賜った｡ここに記して感謝申

　　　　　し上げる｡

- 80　-



第4章

0.はじめに

ダケーバカリの歴史一地理的変化

　　　一限定要素の〈其他否定〉用法獲得-

　ここでは､第2章･第3章の考察を通して認められた､｢広い意味で限定に働く要素が

　〈其他否定〉用法を持ちうる可能性｣について検証したい｡3章末尾で触れたように､方

言において､〈其他否定〉用法を持つものには､ョリ･ホカ･キリのほか､バカリ(バー

･バリなど跳形を含む)･コソ･カラ･デ･クライ･ダケなどが指摘されている｡

　この中で､現代共通語で限定用法を主とし､文献上通時的な変化を追跡できるバカリ･

ダケを取り上げて考察してみよう｡限定用法の変化過程や否定辞との関わりに注意しなが

ら､〈其他否定〉との接点を探りたい｡本章の課題は､〈其他否定〉用法を獲得した限定

要素の意味的共通性を抽出しつつ､これら限定要素の歴史的変化と〈其他否定〉の歴史的

変化とかかわらせながら限定要素の〈其他否定〉用法獲得の可能性とメカニズムを考える

ことである｡その意味では､ダケに関しては､例外的にGAJIで1地点､ナンダケとい

う形で見られるにとどまっているものであり､ここで中心的に扱うのは一見問題があるよ

うにも思われるかもしれない｡が､第2章･第3章での指摘は[名飼の限定にかかわる要

素]というものにとどまり､｢限定｣のという厳密な説明はできなかった｡同じ[限定]と

いう用法のもとで一括されるバカリとダケにおいて､バカリを元とするバーなどの要素が

　〈其他否定〉用法を獲得し､ダケがしていないのはなぜだろうか｡これを考えるためにも､

バカリとダケの歴史･地理的変化の的変化の違いを対照することは重要であり､そこから

得られる示唆は先の仮説の厳密化につながると考える｡

　ここでの検討が､限定要素が〈其他否定〉用法を獲得するメカニズムの解明につながれ

ぱ､本稿第2章･3章の仮説はさらに傍証を得て､文法史的問題としての｢~シカ…ナイ｣

構文の成立と発展を考えることに意味づけがなされることになろう｡
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1.バカリとダケに関わる､限定という範購内の歴史的変化

1 1 中古における限定

　まず､中古以前のバカリおよぴ限定にかかわる要素の様キ目は､小柳智一1997a　･　b　･　1998

によってまとめる｡中古以前では､ノミとバカリが主に限定の意味を表していた｡小柳1998

によれぱ､ノミの意味用法は､｢『或る事態が､他のいかなる事態とも混在せず､唯それ

一種類だけが在る､という在り方をしていることを表す』というものであり､このような

事態の在り方を『(存在)単質性』と呼ぶ｡｣とされる｡構文的には格助詞に後接し､句

中にあって､句全体(すなわち事態レベル)を限定(第二種副助詞:宮地の区分では｢係

助飼｣(第1章におけるi･iv類))して､事態の単質性を表す､と説明される｡小柳は

その事態の単質性の種類によって大きく3つ(細かくは9つ)の系統を立てている｡

第1に単一主体によるもの､第2に動作の単質性によるもの､第3に､単一主体の1回の

動作によるもの､である｡例文をあげておく｡

[単一主体]

　(I)　宮より､とく参り給ふべき由のみあれぱ､(若菜上1100④)　　　　〈反復〉
　　　　　　　　　　　　　　　-

　(2)　いたう御心遣ひし給ひつつ､やうやう御行ひをのみし給ふ｡(朝顔652⑤)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈漸行〉

　(3)　人笑へならん事を､下には思ひ続け給へど､いとおいらかにのみもてなし給ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　　　り(若菜下1052⑤)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈持続〉

　(4)　人の聞き咎めつべき事をのみ､常にとりない給ふこそ｡(東屋1822⑩)〈恒常〉
　　　　　　　　　　　　　-

[単一動作]

　(5)　つれづれに行ひをのみしつつ､いつとなくしめやかなり｡(手習2004⑩)〈並存〉
　　　　　　　　　　-

　(6)　事にふれて､はしたなき事のみ出で来たれぱ､(賢木346②)　　　　　〈順次〉
　　　　　　　　　　　　　　-

　(7)　御文なども､例の御覧じ入れぬ由のみあれぱ､常のことながらもつらういみじ

　　　う思しほれて､(若紫174⑨)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈常態〉

　(8)　物の上手は､いづれの道も心やすからずのみぞあめる｡(常夏835③)〈一般〉

[単一主体の一回動作]

　(9)　〈単独〉

これは､いずれも現代語の｢ぱかり｣に置き換えられる｡現代語のバカリに関しては､菊
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地康人1983で｢『そうであるものバカリに次々に注目して』という趣｣､定延利之2000で

　｢自者関連デキゴトの単調な連続｣と説明されるが､これも､小柳1998の中古語のノミ

に対する説明に沿うものといえよう｡従来､此島1966などで中古語ノミの機能をバカリ

が引き継いだ､と説明されているとおりである｡

　一方､中古におけるバカリの限定は､｢事物｣に関わるとされる｡すなわち､｢集合内

での要素の位置を問題にし､『ある事物以上の排除』による限定｣(小柳1998)を意味す

るという｡構文的には格助詞に前接し､直接上接語に関係して(第一種副助詞:宮地の区

分では(第1章におけるii類))その事物に関してそれ以上の事物のない限りのものとし

て示す､という｡

　(10)　月影ぱかりぞ､ハ重葎にも障らずさし入りたる｡(桐壷12①)
　　　　　　-

上接要素が句である場合にも､準体句を受ける場合には限定(→(11))､終止形接続(す

なわち｢事態｣をうけれぱ)程度を表す(→(12))､という明確な規則があったことから

も､中古のバカリが｢限定｣という機能においては(上接語の表す)｢事物｣のみにかか

わったことが分かる｡

　(11)　引きそぱみつつもて参る御文どもを､見給ふこともなくて､読み聞こゆるぱか

(12)

[名詞十ぱかり]①格に立つ

　　　　　　　　②ナリなどを伴い述語になる

　　　　　　　　③連用修飾になる

　　　　　　　　④ノなどを伴い連体修飾になる

[副飼十ぱかり]①指示副詞

　　　　　　　　②量を表す副飼

[時数飼十ぱかり]
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→限定用法

→程度用法

→概数量用法

りを聞き給ふ｡(藤袴929①)　　　　　　　　　　　　〈準体句十ぱかり→限定〉
-

　心憂さをかきつらね､涙も落ちぬぱかり思ひ続けられて､(東屋1805⑧)
　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈終止形十ぱかり→程度〉

また､周知のとおり､中古語のバカリはこの｢事物の限定｣用法だけでなく､(12)のよう

な程度用法と､(13)のような概数量を表す用法とを担っていた｡

　(13)　宿直にさぶらふ人､+人ぱかりして､参り給ふ｡(東屋1829⑨)
　　　　　　　　　　　-

ただし､この三用法は｢上接語の種類と職能とによって｣分類可能なことが確かめられて

いる(小柳1997a)｡すなわち､



以下では､限定用法に注目して見ていくが､[名詞十バカリ]が格成分になる場合､限定用

法になり､その場合､必ず格助詞に後接されて[名飼十バカリ十ガ･二･ヲ]という承接順

になる点は注目しておこう｡この､格助飼との承接関係を見ても､中古バカリの限定が､

名詞レベルの限定である､ということが確認できる(1)｡このような中古のバカリの限定は､

現代語では｢だけ｣が担うものに近い(2)｡菊地康人1983の､現代語ダケに対する｢そう

でないものとの対比において､そうであるものダケをとりだして』という趣｣という説明

が､この中古のバカリの限定によく当てはまる｡

　すなわち､中古語から現代語にかけて､限定という範晴において､次のような変化が起

きているのである｡

　　　　　　　　　　　　　中古　　　　　　　　　　現代語

事物にかかわる限定　　　ぱかり　　　　　　　　　　だけ

事態にかかわる限定　　　　のみ　　　　　　　　　　ぱかり

この､中古語と現代語の間の変化については､江戸期や明治期など､時代ごと､要素ごと

の観察は行われているが､方言圏を考慮に入れた通時的な考察は少なく､此島1966によ

る概観的なものにとどまる｡小柳智一の一連の研究や､現代語の限定にかかわる理論的分

析をもとに､｢限定｣のあり方の違いと機能分担に注意しつつ歴史的変化を見ていこう｡

尚､ノミについては､中世以降､漢文訓読語における専用の限定要素としての性格を強め､

散文では｢さのみ｣｢のみならず｣といった定形表現での使用に限られていく｡その過程

も興味深いが､本稿ではバカリの限定の意味変化･ダケの限定用法成立に主眼をおくため､

これ以降多く触れないことにする｡

1.2　近畿方言圈

1.2.1　中世

　中世前期のバカリでは中古とほとんど変わらない｡『宇治拾遺物語』では､154例中､

限定用法が17例(程度:41例､概数量91例､｢しぱらく｣の意の｢とぱかり｣5例を除

(1)本稿第1章参照｡すなわち､中古の限定のバカリはi類である｡

(2)ただし､後述のとおり､ダケは事物レベルのとりたてにとどまらず､事態レベルのとりたて

　の機能も持つ｡それは格助詞との承接において前後接ともに許すii類である点にも現れている｡
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く)だが､ここで見える限定は中古的な限定すなわち現代語のダケに置き換え可能な限定

用法に限られる｡格助飼にも後接された例のみである｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ　　　　　　　まこと

　(14)　これは見し夢のまゝなりけり､さりともとこそ思ひつれ､是ぱかりを実に

たびたると､いと心うく思へども､ (『宇治拾遺物語』206⑨)

先に見た小柳1997aの整理のとおり､準体句でない述語句に後接したり連用修飾句では､

程度用法の解釈しかできない｡(→(15))

　(15)　とて､泣きぬぱかりに､恨(うら)みのs･しることかぎりなし｡
　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『宇治拾遺物語』95③)

『とはずがたり』では､次のように述語句に後接した例が見られ､連体形(すなわち準体

句)に接続して限定用法を表すのはおかしくないが､｢見をくりたてまつりたる｣｢あか

しくらす｣という状態性の述語句であるために､事物の限定というよりも､｢単純なデキ

ゴトの連続｣的限定と解釈されうる｡

(16) いとかすかに見をくりたてまつりたるはかりにて(『とはずがたりJI　35ウ4)

(17)　あかしくらすぱかりにてあれとも(『とはずがたり』Ⅲ30ウ2)

また中世末期の狂言集･謡曲集では､さらに類例が拾える｡(18)は､｢待って｣という中

古には全く見られなかった｢て形｣に接続するもので､やはり｢事物の限定｣というより

も､｢単純なデキゴトの連続｣的限定と解釈される｡

　(18)　このごろは梅も盛りなれぱ､きょうはわするかあすは来ませかしと､待ってぱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　かりおりました｡(『庵の梅Jp203⑩)
　　　-

また､この時期には､(19)のような格助飼への後接例も見いだせた｡

(19) 当代は人間が利根になり｡ハ宗九宗に宗饅を分け､極楽へぱかり､ぞろりぞろ

　　　　りとぞろめくによって､地獄の餓死以ての外な｡(『朝比奈Jp.116⑩)

中古には､格助詞への後接例は引用の｢…と十ぱかり｣を除いて一例もなかったが､狂言

集『朝比奈』では｢へぱかり｣が二例見られ､格助罰に後接することも､バカリが事態を

限定するとりたてとしての機能を持ち始めていることが分かる｡

　一方､ダケはこのころ､長さの意で｢たけは~尺｣という名詞の用法で数例見られるの

みである｡
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1.2.2　近世上方語

　近世の前半は大蔵虎明本狂言集､近松浄瑠璃､西鶴浮世草子､軽口本集などを資料とし

た｡近世初期の様相を映すと見られる大蔵虎明本狂言集では｢事物の限定｣46例､｢事態

の限定｣26例(概数量32､程度15)であったが､1680年代から1700年代初頭までに成

立の軽ロ本集では｢事物の限定｣4｢事態の限定｣4(概数量17､程度O)であった｡

[事物の限定]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばかり

　(20)　あるかやい/お前に/太郎くわじやは/よそに御使に参つて御ざる/汝斗か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　(大蔵虎明本狂言集『わかな』中158④)

　(21)　今朝やす々と産み落とし､見れぱ頭なく､手ぱかりの子なり｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(軽口御前男207⑦)

[事態の限定]

　(22)　しておうじはそくさいでおじやるか/一段そくさいにござるが､いつもこなた

　　　の事ぱかり申いださるゝ事でござる(大蔵虎明本狂言集『こしいのり』上407⑤)
　　　　-

　(23)　堺の者腹を立てて､｢京の奴は生まれてから死んだ鯛ぱかり見て､生鯛は､え見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　をらぬ｡をのれらは生公家より生き鯛を見たがよい｣　　　(当世手打笑51②)

　(24)　のふ聞事も見る事も悲しいことぱつかりと　　　　(鑓の権三重帷子/892)

　(25)　しなぬ気で有ろふかとむねに計持てゐた(丹波与作待夜のこむろぶし/896)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

格助詞との承接関係は､やはり[格助罰十バカリ]は｢事物の限定｣､レくカリ十格助詞]

の順になると､[事態の限定]に偏る｡(27)のように二がバカリに後接してバカリニの形

で[事態の限定]を表すように見える例はあるが､これは断定のナリの活用形､と考えら

れ､例外とはならない｡

(26)
あけくれかね　をと

明暮鉦の音ぱか引こして(男色大鑑/⑤650)

ただし､この期で注目できるのは､バカリに関して格助飼との前後接関係と､事物レベル

･事態レベルの限定の対応の崩れが見られることである｡管見では次の2例である｡
　　　　　　　やうい　　　　　　　　　　　つゆしも

(27)　また死用意ぱつかりをとつきぬ涙の露霜の､(大経師昔暦/746)

(28) 無用の外　聞斗をつくろひ､(好色一代女/④84)
　　　　　　-

第1章でも少しふれたが､現代語のバカリは､格助飼との前後接をともに許し､事態レベ

ル･事物レベルのとりたてをともに担う要素である｡このような振る舞いをするのは､現

代語のダケ･バカリ`･ノミなどに限られ､この類に限っては､格助飼との前後接という構

文的特徴と意味機能の対応にずれを見せるのだが､そのような様相は､近世前期上方語の
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バカリから見られることが分かる｡

　一方､ダケはこのころも､まだ限定用法は持たない｡｢たけ｣の形で｢長さ｣を表す名

詞としての用法に限られ､｢ゆんだけ｣(弓の長さ)｢ひとだけ｣(人の背丈)以外では､

ダケの形は､｢分｣を表す(29)のような用例が軽口本で1例見られたのみだった｡

　(29)　ある大尽､茶屋へ行き､酒事してあそぴけるが､内の料理するもの罷出で､｢お
　　　　さかな

　　　　肴なくとも､おなじみだけに､御酒しつはりと｣といへぱ､大尽､｢おもしろ
　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　さかずき

い｡こりや男､さいた｣とて大きなる　盃　さしけれぱ(『露休置土産』276⑦)

ここでは常連客という設定ではなく､お｢大尽｣なので､｢おなじみになる分として｣と

いう意味と解釈すべきであろう｡後述するが､上方においても､限定のダケの成立は､早

くて化政期のようである｡

　近世後期上方語について､上方板の洒落本･人情本で見ると､バカリはやはり事物の限

定･事態の限定ともに表す｡

[事物の限定]
　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　み　　　　し

　(30)　なでゝ見や､いろふて見や､知りて見やと､目で見るぱかりが見るでもない｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(道二翁道話下225⑩)

　(31)　わし斗リあちらへいてゆるりとねよふか　　　　　　　　(郭中奇譚/322下⑩)
　　　　　　-

[事態の限定]
　　　　　　たび　　　　　　　　　たづね

　(32)　いく度(たび)御尋なされても､た汽夢じやとぱかりいふてゐる｡

(33)　ナンノマアうそぱつかりいゝなさる

(鳩翁道話三之下288⑩)

　　　(粋の曙/297上⑩)

　格助飼への承接例は､ここでは事物の限定の方は[バカリ十格助詞]が多く､事態の限

定の方は[助詞十バカリ]に偏る｡近世前期上方語の(27)(28)のような例外は見られなか

った｡

　ここまでは､事物･事態の限定ともバカリが担って､ダケの限定用法は優勢ではない｡

これが､幕末期の『穴さがし心の内そと』では､事態限定14に対して事物限定1例､か

わってダケによる事物限定が14例と､事物限定におけるバカリとダケの交代が幕末近く

に起こっていることが確認できる｡上方におけるこの交代は､従来の説よりもやや遅いと

考える方がよいようである｡
せじ ないぎ

(34)　口先ぱかりハ世事のよい内義 (『穴さがし心の内そと』初編445①:題)

(35)　何ぶん此ごろはふ都合ぱかりで斯延々になつてまことにお気のどくなことじ
　　　　　　　　　　　　　-

87



　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『穴さがし心の内そと』初編447①)

早くから､ダケの限定用法は後期上方語から見られるとの指摘があった｡『浪花聞書』(1819

　(文政2)年ころ成立)の｢たけ､これだけ､それだけなどいふ｡これぎり､夫ぎりなり｣

　(『浪花聞書』たの部)という記述は有名で､この記述のころ､すなわち化政期には上方

でダケの限定用法が存在した､と説明されている｡が､文献の用例を見るに､ダケはその

出現自体新しく､中世の文献にはほとんど出現しなかった｡近世に入ってからも､後期上

方語から助詞としての用例が見られるようになるが､限定のとりたての機能を近世も早い

内から持っているといえるか否か､疑問である｡近世前期上方語では､｢なるだけ｣｢あ

り(っ)たけ｣という定形表現での出現や､現代語で言えぱ｢ほしいだけ持っていってよ

い｡｣｢発案者だけに責任が重い｡｣という形で残る｢分(量)｣｢~という立場･分際｣を

表す〈分限〉用法に限られている｡近世後期上方語では､用言に接続した｢だけが｣とい

う形の例が見いだせるが､それでもやはり｢分限｣と解釈されるのである｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふんべつ　　　　　　　　　　　　むえき　　ついへ　　　　　　　　　よ　　　　とくしん

(36)　是でおれが々々の分別をする瓦12Lが,無益の費といふ事を能ウ御得心なさ

りませ｡

そのとき　　つね　　　　　　　　　　　　　　こんど　　ちや　　　　　　　　　　　さけ　　　ちよく　　　　　　　ちよく

其時は常の茶わんで有たを今度は茶わんも小さう酒のみ猪口にして其猪口

(『道二翁道話』下p.230⑩)

/夏草や名さへしらねぱ申あなたトいふ句をぱ別に染付にさすだけがおれが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

(37)

に

言じや(『南遊記Jp181上①)
　　　　　　　　　　　　　かんてき　　　　　　　　　　よ　　　いしやう

(38)　ホンニナアあの紺積さんにしては余ほど衣装やなんやかやの思ひつきがよい
　　　こと　　　　　ふるいこと　　かく　　　　　てら

　　　殊にその已前事を隠さずに照らしてじや･12Lがいつこ可愛らしいナア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『南遊記Jp.181上⑦)

しかし､これらでも｢~する分｣と解釈可能であって､限定の確例といえるものは管見で

は見つかっていない｡

　　　　　　　　せんかう　　けふ　　　　　　　　まつくろふすほ　　　　　　　いの　　　しんぶつ　　　　　　　　　　ゐ

(39)　……線香の煙りとゝもに真黒儒りを立て祈れぱ神仏もおのづから威を
　まし　　　　　　　　　　　　　　　みなみ　　　　　やうき

　増玉ひて日々の繁盛おほかたならず南江は南だけの陽気ぞかし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(『南遊記Jp.183上⑩)

(40)｢ヤレ々々､今日は此の間からない暑さじや｡土用は土用だけじや｡　ドレ茶漬一膳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　食をふ｣(臍の宿替○藍(あい)ぱたけ147⑩)
　　　そのいわ　　　なに

(41)　其祝ひや何やかにやにこれ瓦竺おれがもろうてやるは｡ほんとうのじやぞト

　　　　金三両出してなけてやる　　　　　　　　　　　　　　(『色深狭※睡夢Jp.33o下③)

(39)(40)は明らかに〈分限〉であるし､(41)も､決して少なくない金額として｢これだけ｣
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祝いをくれてやる､という〈分限〉の解釈が適切と考えられる｡

　これが､幕末期にいたると､ダケの限定用法が認められるようになる｡

(42)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てう　　　　　まハ

　さよ々々そうおつしやつたらよろしムり升たつた二丁だけの廻りでムり升よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

つて大事ムり升ませんでヱナ

　　(寄り道しようと誘う下女→お嬢さん:穴さがし心の内そと･初編437⑩)
　　　　　　　　　　たけ　　　　　おび　　　　　　　　　ひとり　　　　まつ　　　　　　　てらまい

　(43)　ヲヤ々々お竹どんの帯ハせんどモ一人のお松とんがお寺参りのときにして
　　　　　　　　　　おび　　いつしよ

　　　　ゐてじやつた帯と一所でムり升大かたけふだけかしてもらいたのでムり升やろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　ヲ`ヽおかし　　　　　　　　　　　　(下女:穴さがし心の内そと･二編468⑩)

先の､『浪花聞書』の記述を信ずるとしても､当時の江戸語の｢きり｣の用法が､中古語

のバカリ(および現代語のダケ)が担うような｢事物の限定｣用法かどうかは疑う余地が

ある｡第2章で見たように､江戸語のキリでも､少なくとも近世後期の人情本でもく期限

･限界〉を表し､時間的な限界を持つ名詞にしか接続しなかった｡｢今夜ぎり｣といった

場合､結果的には｢今夜｣の限定の意味になるが､現代のダケ･あるいは中古のバカリの

ようにあらゆる事物を限定できる自由度をもった限定ではなかったことに注意をしておく

必要があろう｡文献で確認する限りでは､上方でもダケの限定用法獲得は幕末期と考えた

方がよいようである｡さらに､｢きり｣について付言すれぱ､近世上方語でも｢きりの｣

･｢きりが｣･｢きりで｣という形で〈期限･際限〉を表す用法で用いられた｡すなわち､

近世後期では､上方語でも江戸語でも

　〈事物･事態の限定〉バカリ

　〈期限･際限〉ギリ

　〈分限〉ダケ

という役割分担があり､早くて『浪花聞書』の化政期､遅くて幕末期に上方で事物限定の

ダケが成立､さらに遅れて江戸･東京語でキリの事物限定用法が確立した､と考えられる｡

1.2.3　近代大阪語

　ここでは明治期の落語口演速記本を資料にする｡ここでもバカリは事物限定と事態限定

ともにあるが､事物限定5例､事態限定12例で､やや事態限定が優勢である｡ダケは限

定16例､分限3例であり､ダケの限定用法獲得に伴って､事物限定におけるバカリから

ダケヘの交代が進んでいることが分かる｡
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[事物の限定]

(44)
　　　　　　　　あいつ　　　　　さ　　　な

｢ナアニ､だが､彼奴ぱかりは爾うで無いわい…｣
　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滑稽曽呂利叢話M26｢自由の妹と背｣31⑦)

[事態の限定]
　　　　　　　　おちやうない　　　かた　みん　げいしや　　　ぱか　　　　　　なかむら　　　　　きよもと　　　あきば

　(46)｢……御町内のお方は皆な芸者さん斗りです､中村さんは清元です秋葉
　　　　　　　　　　　　　な

　　　　さんは西洋手品を為さる､……｣　　(滑稽曽呂利叢話M26｢吹替息子｣6⑨)

[ダケ分限]

(47)
　　　　そののこ　　　しば　　ところ　　れふし　　あつ

｢……其残ツた柴を該地の漁夫が集めまして､
ことし　　これだ　　しぱ　のこ

今年は是丈け柴が残ツた､
　　　　　-

lのしぱ　かずだ　　かり　　このち　　なくなつ　　　まを

此柴の数丈け雁は日本で死亡たと申しまして､……｣
　　　　　-

[ダケ限定]

(町人→君公:滑稽曽呂利叢話M26｢雁風呂｣10⑦⑧)

　　　　　むこ　　　　　　　　　　　く　　　　　　おも　　　　み　　　　　ナイフ　　な　　　　フオーク　　くまで

(48)　……婿さんが料理を食はうと思つて視る､と庖丁が無くて肉叉の熊手だけは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　あ　　　　　　ど　　し　　く　　　　　　　　　おか　　　　　　　　　　　　　　きゐ　　おも　　　　な

　　　有るが､何う為て食ふんだらう怪しげなハテナ…と奇異の思ひを為しました､

(滑稽曽呂利叢話M26｢自由の妹と背｣13①)
　　　　　　　こんにち　　　いちへか　　　　　　　　　じやまくさ　　　　　　　　　み　　くわつぱんず

　｢……lすど今　日では一々記いてるのは邪魔臭いよツて､皆な活　版摺りでそ
　たんびつきひ　　なあて　　　　か　　い　　　　あ

の都度月日と名宛だけ記き入れて上げてるのや
　　　　　　　　　　-

(滑稽曽呂利叢話M26｢三枚起請｣39③)

(49)

1.3　東日本方言圈

　　資料の制約により中世はもとより､近世も文運東遷以前の様相は知ることが出来ない｡

安永期以降の江戸語から見ていこう｡1.2節で上方語の対比で少しずつふれてきたので､

例文を中心にあげておく｡

1.3.1　近世江戸語

　江戸語におけるバカリの用例はほぽ近世上方語と同様で､バカリが事物の限定･事態の

限定ともに担っている｡江戸語から東京語へと連なる方言圏では､後にキリが限定用法を

担うことが知られているが､その(〈期限に限らない〉)限定用法の獲得は遅く､ダケも

　〈分限〉的な用法に限られる｡江戸語でも､バカリが事物･事態レベルの限定の専用形式

といってよい様相である｡
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レくカリ:事物の限定]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きわ

　(49)　｢聞いて下され｡今日､四谷を通りしに､耳の際にて『ぽん』といふ音に､肝

　　　　をつぶしました｡｣｢それは鉄砲であろう｣｢いや､この咄ぱかりはほんだ｣

　　　　　　　　　　(珍話楽牽頭(明和9(1772)年刊)○鉄砲[全文]:94④)

(50)　世間ではもふ餅をつく時分､ある医者さま､療治はなし､餅をつくこともでき

　　　ず｡｢コレ､三助｡　どふしたものだろふ｡こつちぱかり餅をつかぬも､外聞が悪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　し｡どふぞよい思案はあるまいか｣｡(臍くり金○もちつき94⑨)

レくカリ:事態の限定]
　　　たかなわ

(51)　高輪の牛ども寄り集まり､｢ナント､いづれもこのように､毎日々々重荷を引

　　　き歩くぱかりでも､つまらぬものじやが､どふしたらよかろ｣

(52)

　　　　　　　　　　　　　　(俗談今歳咄(安永2(1773)年刊)○牛205①)

｢これさ､喜助どん｡おらア一年中､お茶ぱかりひいているから､たいがい､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう

いやな客人は辛抱しているが､田舎の房さんのやうな､くさらしい､きざな客

　　　人はねへ｡…｣(大見世の新造→若い者:種が島○手くだのうら233⑧)

格助詞との承接では､上方語よりもさらに意味機能との対応関係のずれが見られる｡すな

わち､格助詞や｢の｣に後接されて､｢自者関連デキゴトの単調な連続｣を表す例が散見

する｡

　(53)　｢そふ手前勝手ぱかりをいふな｡この足がなけれぱ商に出ることもなるまい｣
　　　　　　　　　　-

　　　　　　(足が手に文句:珍話楽牽頭(明和9(1772)年刊)○手足の論:93⑩)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとり

　(54)　今まではやつた隣の雪隠へは､行く人怪我に一人(ひとり)もなく､こつち
　　　　　　はんじよう

　　　ぱかりの繁　盛｡女房不審し､｢どうしてこつちぱかりへ人が来ます｣と聞けぱ

　　　　　(稿話鹿の子餅(明和9(1772)年刊)○借雪隠(かしせつちん):50⑧⑨)

　｢限定｣という枠組みにおいて､事態レベルか事物レベルかということよりも､自者にの

み関連する限定か､他者を想定した限定か､という役割分担が成立する土壌が整いつつあ

るといえよう｡さらには､次のような､バカリの前後に同じ格助詞が接続している興味深

い例も見いだせた｡これは､バカリが､中古的な事物と事態の限定の両機能を併せ持つこ

とによって､格助詞との前後接という構文的特徴と､事物･事態の限定という意味機能と

の対応の崩れを､近世に起こしていることを示すといえる｡｢限定｣において､事物か事

態か､よりも､自者にのみ注目する｢自者関連デキゴト｣か､集合を前提として､他者を

想定する限定か､が重要になるという違いが現れ始めているといえよう｡
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　(55)　女の子供は､ちよつと寄つても口まめ｡｢お前のとつ様は､毎日車を引いて､

　　　どこへ行くのだ｡近い所へぱかりへか｣｢いへ々々､遠くへも行きやす｣｢それで
　　　　　　　　　　　　　-

　　　もそれ､『そこだ々々』と言わつしやるではないか｣｢イ可さ､あれは車をだますの

　　　さ｣｡　　　　　　　　(茶のこもち(安永3(1774)年刊)○大ハ車251⑨)

さて､一方､江戸語でのダケの用例はすべて｢分限｣の用例である｡

　(56)　朝寝ずきの息子､今日はいつにない早起きをして働くゆへ､親父､不思議に思

　　　ひ､｢今朝は何として早く起きた｣といへぱ､息子｢今日は目黒へ誘われました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいぶん

　　　から､参ろふと存じまして｣｡親父｢イヤ々々､今日はならぬ｡大分用がある｣

とけちをつけられ､息子､｢南無三､しまつた｡早く起きて働いただけ､うまら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

ねへ｣ (臍くり金092⑥)
　　　このほん　　み　　　　　　　　こゝろ　　　　　　　このいと　　　　　　　　きしやう　　　　　いまさら　ひく

アヽヽ此本を見るにつけ､心がゝ引ま此糸さん｡アノ気性だけ､今更に引
　　　　　　ゑぎし　　はん　　　　　　　ふたり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　ある

もひかれぬ絵岸の半さん､お二人ともにひよツとマア､この本に有やうなこと

が(春色梅児誉美/p.153⑦)

(57)

1.3.2　近代東京語

　東京語における幕末期から明治期にかけてのバカリとダケの交代の過程に関しては寺田

洋枝2000に詳細な調査がある｡それによると､限定ダケの定着は明治30年代後半以降で

あって､使用がもっとも早く見られる小説の会話においても､｢明治20年代頃までは依然

バカリの勢力が強｣いという｡このことからも､上方一大阪よりも､バカリの事物限定用

また東京方言では限定のダケの出現はさらに遅く､｢限定ダケの一般化の時期は､明治三

十年代後半以降と推定でき｣(寺田洋枝2000　p.83)るという｡

　柳田征司1992では限定の副助詞の変遷として｢バカリ→ギリ→ダケ｣という筋道を推

定しているが､バカリとダケの間にギリを入れるのは､これも『浪花聞書』の記述を根拠

にして､近世後期に上方には限定のダケ､江戸には限定のキリが成立していた､と判断し

たものであり､疑いが残る｡先に見たとおり､文献に依れぱ､ダケ･キリとも､限定用法

の確立は早くて幕末期ととらえるのが穏当である｡柳田1992では､限定のキリの方言分

布が狭いことを､｢両語(引用者注:キリとダケ)の成立が相前後していたために『ギリ』

の分布地域が狭いのであろう｣としているが､その分布の狭さが史的な使用時期が短かっ

たことを示すのか､あるいはその方言圏で独立に限定用法を得ていたのか否かについては､

判断が付きかねる｡むしろ､バカリが事物限定･事態限定の両方を担っていた時期を経て､
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幕末期､あるいはさらに後にいたって､上方ではダケが､江戸ではキリが､その事物限定

の部分を引き継いだと考えるべきではないか｡ダケは量的な分限･キリは時間的な際限を

主に表したが､ともに事物の限定と表裏―体だったという共通点があり､確かに明治期に

は事物の限定用法を確立している｡ただし､その後､標準口語の制定の中でダケが事物限

定の助飼として勢力を持ったのは､キリよりもダケの方が事物限定用法の獲得がやや早く､

広範囲の地域に広がっていたこと(現代の方言分布を参照)､またキリが時間的な際限と

いう個性的な意味用法を持っていたことから､ダケが事物限定の専用形式として標準ロ語

として採用されたという経緯が考えられるのではなかろうか｡

　寺田2000の調査によっても､東京語においてバカリと交代したのはダケであることが

わかった｡明治期東京語でのキリの用例も､｢これ(っ)きり｣｢それ(っ)きり｣｢まる

(っ)きり｣にほぽ限られ､むしろ､限定用法のキリは昭和に入ってからの辞書の記述や､

方言の観察で記述されるのである｡キリの限定用法の確立はやはり東京･および東日本の

限られた方言での現象ととらえるべきであろう｡

1.4　限定の歴史的変化:まとめ

　1.1~1.3節までの観察をまとめてみよう｡古代中央語一上方語一大阪語では次のよう

である｡

事態の限定

事物の限定

分限

期限

中古

ノミ

バカリ

　ー

　-

　中世

バカリ

バカリ

　ー

●●●

　　近世

　バカリ

バカリ･ダケ

　　ダケ

　　ギリ

　近代

バカリ

ダケ

ダケ

ギリ

現代

バカリ

　ダケ

(自者関連)

(他者想定)

また､江戸語一東京語も､ダケの｢他者を問題にする限定用法｣獲得が明治30年代以降､

とずれ込むほかは､ほぽ同様の変化過程であった｡

　　｢自者関連デキゴトの単調な連続｣･｢存在単質性｣という中古のノミの限定は､現代

語ではバカリが受け継いでいる｡｢集合内での要素の位置を問題にし､『ある事物以上の

排除』による限定｣(小柳1998)と説明され､他者を問題とする中古のバカリの限定は､

現代語ではダケが受け継いでいる｡バカリが｢集合内の他者を問題にする限定用法｣を､
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中古以来､明治期まで､歴史的にかなり広範囲に担っていたこと(さらに現代の方言分布

から考えるとそれは地理的にも広範囲であったこと)､ダケがその他者を問題にする限定

用法を獲得してバカリと交代したのが､近畿でも幕末期であったことを改めて確認してお

こう｡

　ただし､中古と現代の限定における役割分担においては､違いがあり､単純に中古のノ

ミと現代のバカリ､中古のバカリと現代のダケが交代したのではない､という点は押さえ

ておかねぱならない｡すなわち､中古のノミの､｢自者関連デキゴトの単調な連続｣･｢存

在単質性｣は､端的には格助詞に必ず後接するという構文的特徴に表れるように､｢事態

の限定｣であり､中古のバカリの｢集合内のある事物以上の排除による限定｣は端的には

格助飼に必ず後接される｢事物の限定｣であっただのが､現代語ではその事物･事態とい

う構文上のレベルと､｢他者を想定して排除する｣か｢自者関連のデキゴト｣かという意

味論的な｢とりたて方｣というべき点とが対応せず､事物か事態か､ではなくむしろ｢他

者を想定して排除する｣か｢自者関連のデキゴト｣か､で役割分担をしている点である｡

第1章で見たように､現代語のダケ･バカリは格助罰の前後接を許し､｢ii類｣に位置す

るものであった｡これは第1章でも述べたように､｢限定｣そのものの連続性を反映して

いると考えられるが､日本語の構造においては例外的といえる振る舞いであるため､なぜ

このような､役割分担の変換が可能であったかは､興味深い問題である｡ここでは深く立

ち入ることができないが､中世以降､バカリが｢自者関連デキゴト｣の限定の機能を獲得

したことに始まるものであろうか｡

　では､次に､これを踏まえて､限定要素の〈其他否定〉用法獲得､ということについて

考えてみよう｡
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2.限定要素の〈其他否定〉用法獲得

　さて､以上のバカリ･ダケの歴史を踏まえつつ､｢名詞の限定に関わる要素｣が､いか

に〈其他否定〉用法と結びつくのか､改めて考えてみよう｡

2.1〈其他否定〉用法を持つ要素の意味的共通性

　上野1999　･　2000　佐藤1992a　･　b､GAJ　Iなどによると､現代語の方言で〈其他否定〉

用法を持っている要素には､次のようなものがある｡

　　　　　｢から｣｢きり｣(ギリ)｢くらい｣｢ほど｣｢こそ｣｢しか｣｢はか｣

　　　　　｢ぱかり｣(バー･バリ)｢ほか｣｢より｣｢よか｣…

本稿第2章･第3章では､〈其他否定〉構文の成立の第1段階を中世末~近世初期とし､

そのカテゴリーの確立をみたあとは､意味上､結果的に〈其他否定〉を表す非存在構文に

かかわる要素ならぱ､〈其他否定〉用法を獲得してその専用形式としての構文的特徴を備

えるのは自然なこと､と説明した｡第2章では､歴史的変化の過程から近畿方言圏･東日

本方言圏で､共通して中世末~近世初期と幕末明治期の二期が〈其他否定〉要素の確立時

期として注目した｡ほかの方言圏においても確かめられねぱならないが､近畿･東日本方

言でともに同時期に起きているこの変化は､日本語の文構造そのものの変化に起因するも

のと考える必要があろう｡このようなカテゴリーを生み出した文法変化の言語内的要因に

ついては､構文構造の変化の中で説明されねぱならず､別に追究することとする(→第5

章)｡が､特に第1期において､〈其他否定〉というカテゴリーが確立した､ということ､

その確立によって､結果的に〈其他否定〉を表す､非存在構文にかかわるような要素が､

　〈其他否定〉専用形式として確立した､ということは認めてよいであろう｡

　このことから類推すると､現在各地方に存在する〈其他否定〉助飼は､

　　A:第1段階の変化:〈其他否定〉というカテゴリーの成立:以前に､｢結果的にく其

　　　　他否定〉を表す非存在構文｣にかかわった要素が､カテゴリーの成立によって当

　　　　該地方の〈其他否定〉専用形式として確立した(｢ホカ(･シカ)｣タイプ)

ものか､

　　B:第1段階の〈其他否定〉カテゴリー成立後に､非存在構文あるいは〈其他否定〉

　　　　構文で用いられて､(おそらくは[○○十係助詞]という複合形式の前部要素と

95



　　　　して用いられて)結果的に〈其他否定〉を表す過程を経て､自ら〈其他否定〉用

　　　　法を獲得した(｢ョリ･キリ｣タイプ)

ものかのいずれかと考えられる｡というよりも､先の仮説の整合性を増すためには､現在

各地の方言で〈其他否定〉用法を獲得している要素に関して､この仮説の中で矛盾なく説

明されねぱならない｡

　筆者は前章で､｢名飼の限定要素｣が､結果的に〈其他否定〉を表す非存在構文にかか

わって､(第1期､〈其他否定〉構文成立以降は､多〈〈其他否定〉構文の中で[○○十

　(〈其他否定〉の)係助詞]という複合形式を経て)〈其他否定〉用法を獲得する､とい

う仮説を立てたのであった｡ただし､単に｢限定｣というだけでは､中古から｢限定｣の

用法を持っていたノミや､ョリホカと同じ〈中古以来〈其他否定〉構文に関わったノホカ

のノなど､〈其他否定〉表現に関わりながら〈其他否定〉専用形式とならなかったものを

説明することができない｡

　では､〈其他否定〉用法を獲得している限定要素の共通性は何だろうか｡筆者は､限定

のうらで､レキシカルな意味として〈他者〉を指示しうる要素に限られる､と考える｡

　中古の非存在構文をもとにした､〈其他否定〉表現では､

　　　　[Xョリホカ(ノ)Yナシ]

という形で､ナシで言及される非存在の対象Yが必須であった｡これが､Yを失って､

　　　　[Xョリホカ　ナシ]

となることによって､〈其他否定〉専用形式が成立し､〈其他否定〉構文が成立したので

あった｡さらに厳密にいえぱ､ここでいう[Y]は､Xの意味上の上位語､あるいはXを

含む集合そのものであったことに注意されたい｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かよ

　(58)　世の中をいとうとましげにて､ここかしこに通ふよりほかのありきなどもなけ

　　　　れぱ､いとのどかにて二三日などあり｡　　　　(かげろふ日記/上･応和二年五月)

　(59)　さいおんし三条はうもんもろちかより外は人なし　　　(とはずがたり/巻二)

　(60)　これを聞き,かれを聞くにつけても,心をまどわし,魂を消すよりほかのことわ

　　　　なかった.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(天草版平家物語/四)
　　　　　　　　　　　　かよ

(58)では[ここかしこに通ふ(こと)∈ありき]であり､(59)では[さいおんし三条は

うもんもろちか∈人]であり､(60)では[心をまどわし,魂を消す(こと)∈こと]とい

う関係が成り立っている｡その[Y]は､時代を下ると､(58)のように具体的なものから､

(59)(60)のように､抽象的なものへと比重を移し､さらには不要になるのだが､この､[X
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ョリホカ(ノ･二)Yナシ]から[Xョリホカ　ナシ]への変化は､｢抽象的な形式名飼

であってもYが構文上必須｣である段階から､｢Yが必須でなくなる｣段階への変化であ

り､すなわち｢X十〈其他否定〉助詞｣で､Xの他者を含む集合を指示する構造への変化

ともいえる｡もちろん､この変化は､Yがなくなる､という変化として説明されるだけで

はなく､Xを限定する[Xョリホカ]が､それ自身｢係助詞｣の構文的位置を占めること

によって､可能になったことである(3)｡

　現代語のシカで確かめてみよう｡江口2000では､〈其他否定〉による意味論的操作は､

｢均質な属性を持った集合の中でなされる｣､と説明された｡シカ類は､(言語化される

か､されないかは別として)シカで限定する要素と均質な属性を持った｢他者｣を含む集

合(ホスト)を必ず想定し､その自者と他者を含む集合の中から〈其他〉を否定し､自者

を選び出して限定している､ということである｡ゆえに､自者を含むホストが言語化され

てもおかしくないが､自者を含まないホストが想定されると､非文になる｡

　(61)a　　太郎は焼酎しか　飲み物を/酒を　飲まなかった｡　　(焼酎∈飲み物/酒)
　　　　　　-

　　bx太郎は焼酎しか　ウイスキーを/ジュースを　飲まなかった｡
　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(焼酎ダウイスキー/ジュース)
これは､定延2000でいわれるように､集合内に他者が想定されていない場合､シカは使

えない､ということにも通じる｡

　(62)a　A大学は一郎･二郎･三郎が受験したが､一郎Lか合格しなかった｡

　　bxA大学は一郎一人が受験したが､一郎しか合格しなかった｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　-

すなわち､〈其他否定〉という限定においては､限定対象(自者)のみではなく､｢均質

な属性｣のもとで一括されて集合をなす｢他者｣が必須なのである｡ここから考えると､

そのレキシカルな意味として､他者を指示しうる要素においてならぱ､非存在の対象とな

る他者をなくしてしまう変化は意味論的に飛躍がないことになる｡

　現代語ダケ･コソ･シカに関しては､沼田善子1986　･　1988　において､一様に｢他者肯

定｣という意味を持つと説明されている｡また､｢ほか｣｢より｣｢から｣に関しては､現

代共通語においてとりたての用法を持たないために､沼田では扱われないが､同じくある

(3)その意味では､言語化しなくとも〈其他〉を想定されることと､構文的に｢係助飼｣である

こととが何らかのつながりをもっていることを検証していかねばならない｡これを解くには､係助

詞と共通の振る舞いを見せる数量詞句や､同格句と対照しながらの分析が必要だと考えるが､これ

については今後の牒題としたい｡
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範囲を指示･限定しつつ､その外側･その集合に含まれない範囲を問題にするという共通

点があるのではなかろうか｡｢Aのほか｣は文字通り､ある範囲(集合)Aの外を指示す

るし､｢Aより｣｢Aから｣も､ある範囲(集合)Aを基準･基点として､その外側への

広がりを問題にする｡ヨリの〈比較〉が他者を問題にするのはもちろんであるし､｢で｣

　｢きり〈期限〉｣についても同じ説明ができるのではないか｡

　このような､空間的･時間的に他者を問題にする限定用法を持つ要素が､各方言･各時

代において､非存在構文で用いられれぱ､常に〈其他否定〉と表裏一体であり､その意味

で､｢結果的に｣〈其他否定〉を表し得るものであったのではないか｡次の各文はく其他

否定〉構文ではないが､否定述語文で､

　(63)a　山田のほか(学生は)来なかった｡

b

C

d
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今夜ぎり(明日以降は)来ない｡
　-

こうするより(方法は)ない

今日から(この先は)来ない｡

　　　e　100円で(残りは)ない｡
　　　　　　　　-

とすれぱ､〈其他否定〉というカテゴリーの成立を背景として､｢以外｣や｢~のほか(共

通語)｣といった文字通り〈其他〉を指示しうる要素が容易に〈其他否定〉助詞としての

機能を獲得するのはもちろん､コソ･ダケのように､他者を必須とした限定に関わる要素

や､ョリやカラなど基点･比較を示しレキシカルに他者を想定するものが､〈其他否定〉

用法を獲得することについても､(63)の各文のような環境で使われたり､〈其他否定〉構

文の中で､〈其他否定〉助詞に後接された形の複合形式([○○十シカ]のような)の前部

要素として使われることで､〈其他否定〉用法を獲得する､ということが､第2章･第3

章の仮説の中で矛盾なく説明できることになる｡

　では､現代では｢自者関連デキゴトの単調な連続｣(定延2000)｢そうであるものバカ

リ次々と注目して｣(菊地1983)と説明されるバカリがなぜ､複数地域で〈其他否定〉助

罰としての用法を持つのであろうか｡また､｢そうでないものとの対比において､そうで

あるものダケを取り出｣す､他者を問題にするダケがなぜ､〈其他否定〉用法を持たない

のであろうか｡ここに､バカリ･ダケの歴史的変化が関わってくると考える｡すなわち､

中古語の段階で､事物の限定､すなわち現代語のダケの限定用法を持っていたバカリは､

その意味において､〈其他否定〉用法獲得の条件を備えており､そのバカリが(あるいは

バカリが中古的な限定用法を残している地域では)第1期･第Ⅱ期のいずれでもく其他否



定〉の意味用法を獲得するのは矛盾がないのである｡また､限定の中でも｢他者を想定す

る限定｣が〈其他否定〉と通ずる､という文脈で､中古のバカリが〈事物の限定〉ととも

に〈程度〉〈概数量〉用法を持っていたことを考えれぱ､クライ･ホドなど〈程度〉とく概

数量〉の用法を持つ要素が〈其他否定〉用法を獲得することも考えやすい｡〈程度〉く概

数量〉は､常に同程度･同数量の他者が想定された意味用法だからである｡(64)のバカリ

は程度用法の一つといわれるが､非存在のナシを述語にとり､[耳とき人]の集合の中で､

他者との比較で[大蔵郷]を取り出し､それ以外を排除している｡形の上でも､[Xヨリ

ホカ(ノ･ニ)Yナシ]と類似しているのは興味深い｡

(64) 大蔵卿ぱかり耳とき人はなし (枕草子/大蔵郷ぱかり)

　一方､ダケは､歴史的には､〈分限〉用法でも成立の新しい助詞であり､〈其他否定〉

とつながりうる､｢事物レベルの他者を想定する限定｣用法を獲得したのはさらに遅く近

世末期であった｡そしてまもなく､共通語において､バカリと限定の役割分担を請け負っ

た｡しかもそれは､事物･事態レベルというよりも､他者を想定するか､自者関連デキゴ

トにのみ注目するか､の役割分担であった｡すなわち､ダケは意味論的に〈其他否定〉用

法を獲得する｢条件｣を得たものの､それが遅く､その限定用法において重要な位置を占

めたために､〈其他否定〉用法を獲得する余地がなかった､といえるのである｡また､シ

カという〈其他否定〉専用形式の勢力が大きく拡大している現状から考えると､ダケに限

らず､ほかの要素が〈其他否定〉用法を獲得する可能性は低いと言わざるを得ない｡　しか

し､それはひとえにシカの隆盛と全国に共通語が広く流通していることによるものと考え

るべきであろう｡

　ここまでで､現代の各地の方言で〈其他否定〉用法を持つ要素について､｢(事物を限

定する際)他者を問題にする｣という意味的共通性に注目すると､第2章･第3章の仮説

で矛盾なく説明できる可能性が見えてきた｡　さらに､第3章で予測した､[○○十く其他

否定〉助飼]という複合形式の前部要素の段階を経ると､それ自身〈其他否定〉用法を獲

得する可能性がある､という点についても蓋然性が増す｡　というのは､｢他者を問題にし

て事物を限定する要素｣は､多くi類･ii類の限定形式(副助飼･接尾語類)や格助詞で

あり､シカなど〈其他否定〉助飼がそういう要素に後接して､複合形式を盛んに作ってい

ることは､第3章で見たとおりであり､そのような〈其他否定〉構文中で用いられること

が､(63)のように〈其他否定〉表裏一体の文に､〈其他否定〉解釈を生じさせる契機にな

ると考えられるからである｡そのような｢再解釈｣が､文法化の契機になることはよく知
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られているとおりである(4)

2.2　残る問題:ハカの源流

　とすると､残るは､中国地方に分布し､原型の想定しがたいハカ(ハチヤ･ハッチヤ)

である｡ハカの源流についてはやはり文献等で追究することが不可能である｡このハカに

ついては､近世前期上方語から観察され､江戸語にも流入が見られる〈其他否定〉助詞だ

が､その源流については未詳である｡ホカの転じたもの､という説明もなされるが､[o

→a]というより狭い母音から広い母音への変化を想定することへの懐疑的な見方もある

　(上野2000)｡

　これに対して､筆者は､その源流をバカリに求める説を提示することが可能ではないか､

と考える｡これまで､ハカの源流にバカリを想定する説はない(5)が､第2章･第3章の仮

説と､本章での検討を経た上では､ある程度の整合性を持つものと考えている｡中古の､

他者を問題にする事物レベルの限定を担うバカリ(あるいはその祖形)が､ごく早い段階､

すなわち第1段階の〈其他否定〉カテゴリーの成立時にホカ同様､係助詞化してく其他否

定〉用法を獲得した可能性は否定できない｡また､第1期に係助詞化を果たさなくとも､

事物レベルの限定用法を維持している限り､非存在構文･〈其他否定〉構文中で用いられ

る可能性は高く､各地方言で､ヨリやキリのごとく第H段階の変化の中で〈其他否定〉用

法を獲得した可能性も認められる｡ふりかえって､バカリ(およびその鰍形)がく其他否

定〉用法を獲得している地域(高知バー､岩手バリ､岡山ビヤアなど)では､｢皮だけ食

べた｣(GAJ　I　-　47)｢(食って)寝るだけなら｣(GAJ　I　-　48)｢雨ぱかり降ってい

る｣(GAJI-49)｢百円くらい使った｣(GAJ　I-50)で同じバカリ(およびその誂

形)を用いていることが確認できる｡すなわち､事物レベルの限定用法を残し､概数量か

ら程度･限定を受け持つ中古のバカリの様相を残しているのである(GAJ　I関係各図･

(4)エイチソン1991など｡

(5)この｢バカリ原型説｣は､藤原与-2000で｢『ハカ』の『ハ』には『ばかり』が思われたり

もするが､これは一つの思いつきにすぎない｡｣という言及もあるが､｢は｣の源流としての思いつ

きであり､未検証である｡さらに､シカが音韻変化を起こした可能性についても言及しており､積

極的にハカの原型にバカリを想定するものではない｡また､上野2000では｢はかが行く｣｢はかも

ない｣という定形表現からの類推という説を提示しているのは興味深いが､これも未検証である｡
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上野1999　･　2000　参照)｡このことも､バカリが事物レベルの､他者を問題にする限定要素

であってはじめて､非存在構文･〈其他否定〉構文中で使用されることによってく其他否

定〉用法を獲得する､という説の蓋然性を高めるといえ､ハカの原型にバカリを定するこ

とも一つの説として成立すると考えられるのである｡

2.3　シカの源流

　以上をもとに､シカの源流について付言しておく｡シカの源流についても､ハカ同様､

資料の制約によって歴史的に確かめることはできない｡地方差を重視しなかった日本語史

においては､上方語の｢ほか｣と江戸語の｢しか｣を連続的に考えるものもあり､不自然

な音韻変化が想定されたこともあった｡　しかし､ここまでの文脈で考えると､古代東日本

において何らかの形で空間的･時間的他者を問題にする｢原シカ｣なる語が存在し､カテ

ゴリーの成立とともに､〈其他否定〉専用形式として確立した可能性が考えられる｡証拠

もなくそのような源シカを想定するのはいかにも危ういが､和歌山県や京都府の方言に､

現代共通語ョリにあたる比較用法を持つシカという形式が存在する(例:｢こっちしかえ

-｣(こっちの方がいい))ことがあるいは根拠のひとつになるかもしれない｡その裏返

しに､別の地方ではあるが､ヨリが〈其他否定〉用法を持っていることとを考え合わせれ

ぱ､ョリのように､空間的･時間的他者を問題にする要素｢原シカ｣の存在は想定しやす

い｡松下大三郎は､シカの源流として｢しき(十は)｣を想定しているが､現代語でシキ

が非常に固定化しながらも限定用法を持つ要素であることは確かめられるし(例:｢これ

しきのことに負けるな｣)､九州地方には｢しこ｣｢ひこ｣という類似した形式の限定の助

詞が存在することも､興味深い｡

　東日本には､シカ･シキに類似した｢しや-｣｢すか｣｢さけ｣という形式も分布する

が､これは現代共通語としてのシカの浸透してから跳形として成立したものと考えるより

も､東日本一帯に勢力をもった｢原シカ｣が各地で独自に〈其他否定〉要素として確立し

た可能性が高い｡GAJ　I　の注記でも､シカと｢しや-｣など跳形の併用地域では､跳形

の方が古い､老年層が使用する､あるいはシカは新しい､という地域が少なくない｡シカ

の跳形といっても､現代共通語のシカの､ではなく､｢原シカ｣の跳形と考える方が無理

がないかもしれない｡これらの批形については､理由や範囲を表す｢さかい｣の靴､とい

う説明も存在するが､源が｢さかい｣だったとしても､｢さかい｣が意味的に｢から｣に
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類する要素である以上は､ここでの議論に矛盾しない｡その意味では､｢原シカ｣=｢し

き十は｣説に加え､｢原シカ｣=｢さかい｣説も､同じく成り立つかも知れない｡

　いずれにしても､歴史的変化と地理的変異を考慮に入れることによって文献だけでは明

らかにしえない｢史的変化｣に仮説を立て議論することができる｡この筋道で日本語の文

法構造の変化をとらえる意味での真の文法史を確立していく方法論の有効性が改めて認め

られるといえよう｡

3.おわりに

　本章では､ダケ･バカリの､中世以降の歴史的変化を見つつ､名罰の限定に関わる要素

が〈其他否定〉用法を獲得する可能性について考察した｡

　それにより､次の結論を得た｡すなわち､

　　　　ダケ･バカリを含め､現代､〈其他否定〉用法の認められている要素においては､

　　　　シカが､｢均質な属性を持つ集合｣のなかで自者を選び出して限定するのと同じ

　　　　く､他者を想定して事物を限定するという共通の特性が認められる

､ということである｡第2章で確認した〈其他否定〉構文の成立要件は､〈其他〉にあた

る他者を表し､非存在の対象であった要素[Y]が構文上必須であった構造から､[Y]

を言語化せずに[X十〈其他否定〉助詞]で指示する構造へという変化であったが､く其

他否定〉用法を獲得しうる要素がレキシカルに｢他者を想定する｣限定要素であるならぱ､

第2章でみた､〈其他否定〉構文成立の変化にも矛盾なく沿うものといえる｡

　また以上の仮説においては､同じ〈限定〉でも､自者のみに注目する､現代語のバカリ

や中古語のノミは､他者を想定しないために､〈其他否定〉とは結びつきにくい､と説明

することができる｡

　バカリが〈其他否定〉用法を持つのは､中古語において､〈概数量〉〈程度〉という用

法を持ち､レキシカルに他者との対比を行う要素であったため､と説明できる｡同数量･

同程度の他者を想定する要素として〈概数量〉〈程度〉用法を持ち､他者を問題にするく事

物の限定〉用法を持っていたバカリが〈其他否定〉用法と結びつくことは､中古語的な用

法を残した地方の方言で､〈其他否定〉のバカリが観察されることにも､現れている｡ま

たこのバカリの様相によって､クライやホドといった形式が､〈其他否定〉用法を持って

いることも､同様l こ説明できる｡
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　一方､現代語で他者を想定する限定要素のダケが〈其他否定〉用法を持たないのは､そ

の他者を想定する限定用法の獲得が歴史的にごく遅かったことが関係していると考えられ

る｡さらに､〈其他否定〉表現のシカの隆盛や､ダケが､バカリとの役割分担において､

事物･事態にかかわらず､ii類要素として機能していることからすると､今後もく其他否

定〉用法を獲得する可能性は低いと考えられる｡

　さらに､バカリが以上の条件を歴史的･地理的に広く備えていたことから､ハカという

源流未詳の〈其他否定〉助飼について､バカリ源流説を提示し､シカの源流についても考

えた｡

　本章の検討によって､第2章･第3章の仮説はさらに蓋然性を高めたといえる｡以上の

成果を元に､今後も歴史的変化､地理的変異を考慮に入れて日本語の構文構造の変化を追

う意味での文法史が確立していくことが望まれる｡

資料出典一覧

▽中央語一上方語一明治期大阪語一現代大阪方言

[中世前期](1086~1338:院政･鎌倉期)

･｢沙石集｣1283(弘安6)成立/1606(慶長10):『慶長十年古活字本沙石集総索引本文篇･索引篇』深井一郎

　　編勉誠社1980

･｢とはずがたり｣1306(徳治元)ごろ成立か:『とはずがたり総索引自立語篇･付属語篇･本文篇』く笠間索

　　引叢刊99　･　101〉辻村敏樹　笠間書院　1992

･｢宇治拾遺物語｣1242~52(仁治3~建長4)ごろ成立か:日本古典文学大系　岩波書店

[中世後期](1338~1603:室町･戦国時代)

･｢天草版平家物語｣1592(文禄元):『天草版平家物語対照本文及び総索引』江口正弘著明治書院　1986
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･｢ぎやどぺかどる｣1599(慶長4):『キリシタン版ぎやどぺかどる本文･索引』豊島正之編　清文堂出版1987

･御伽草子『御伽草子』日本古典文学大系　岩波書店

[近世](1603~1868:江戸時代)

･｢大蔵虎明本狂言集｣1642(寛永19)成立:『大蔵虎明本狂言集の研究本文篇』上･中･下　北原保雄･池田

　　廣司著　表現杜　1972･73･83『大蔵虎明本狂言集総索引』1~8北原保雄ほか編武蔵野書院1982~

　　89

･元禄期軽口本:『元禄期軽口本集一近世笑話集(上)-』岩波文庫

　　｢当世手打笑｣1682(延宝9)京板か/｢当世はなしの本｣貞享ごろ/｢かの子ばなし｣1690(元禄3)江戸板

　　:上方出身ながら江戸の座敷噺の名手･鹿野武左衛門の同人作か/｢軽口御前男｣　1703(元禄16)上方板:

　　大阪落語の祖･米沢彦ハ作/｢露休置土産｣1707(宝永4)京板:露の五郎兵衛同人編

･｢きのふはけふの物語｣1615~24(元和年間)成立:日本古典文学大系　岩波書店

･西鶴浮世草子

　　『近世文学総索引井原酉鶴』近世文学総索引編纂委員会編教育社(｢好色一代女｣1686(貞享3)/｢本

　　朝二十不孝｣1686(貞享3)/｢男色大鑑｣1687(貞享4))1988~90

･近松浄瑠璃

　　　『近世文学総索引近松門左衛門』1~6　近世文学総索引編纂委員会編

　　｢曾根崎心中｣1703(元禄16)/｢五十年忌歌念仏｣170七(宝永4)/｢丹波与作待夜のこむろぶし｣(1707

　　(宝永4)/｢冥土の飛脚｣1711(正徳元)/｢堀川波皺｣1711(正徳元)/｢夕書阿波鳴渡｣1712(正徳2戸大

　　経師昔暦｣1715(正徳5)｢鑓の権三重帷子｣1717(享保2)/｢博多小女郎波枕｣1718(享保3)/｢心中天の

　　網島｣1720(享保5)/｢女殺油地獄｣1721(享保6)/｢心中宵庚申｣1722(享保7)

　　｢仮名手本忠臣蔵｣　1748(寛延元)

･上方板洒落本『洒落本大成』中央公論社([]:大成の収録巻)

　　｢月花余情｣1756(宝暦6)[三]/｢陽台遺編｣1756(宝暦6)[三]/｢　閣秘言｣1756(宝暦6)[三]/｢新月

　　花余情｣1757(宝暦7)[二]/｢聖遊郭｣1757(宝暦7)[二]/｢郭中奇譚｣1770(明和フ)[四]/｢短華薬葉｣

　　1787(天明7)[十三]/｢　のすじ書｣1794(寛政6)[十六]/｢十界和尚話｣1798(寛政10)[十七]/｢南遊

　　記｣1800(寛政12)[十八]/｢粋の曙｣1820(文政3)[二十六]/｢色深　睡夢｣1826(文政9)[二十七]/

　　｢北川親殼｣　1826(文政9)[二十七]:

･｢道二翁道話｣1795(寛成フ)『石門心学』日本思想体系42　岩波書店

･｢鳩翁道話｣1834(天保5):『石門心学』日本思想体系42　岩波書店
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･｢穴さがし心の内そと｣1864(元治)頃:『近代語研究』第四集所収/前田勇翻刻

[明治以降](1868~)

･大阪落語速記本:｢滑稽曾呂利叢話｣1893(明治26.3)

　　国立国会図書館蔵本のマイクロフイツシュのコピーを使用｡ご高配に感謝申し上げる｡

▽近世江戸語一明治期東京語一現代東京方言

･安永期小咄本:『安永期小咄本集一近世笑話集(中)-』岩波文庫

　　｢稿話鹿の子餅｣1772(明和9)/｢珍話楽牽頭｣1772(明和9)/｢聞上手｣1773(安永2)/｢俗談今歳咄｣

　　1773(安永2)/｢茶のこもち｣1774(安永3)/｢新口花笑顔｣1775(安永4)/｢鳥の町｣1776(安永5)

･化政期落語本:『化政期落語本集一近世笑話集(下)-』岩波文庫

　　｢落咄詞葉の花｣1797(寛成9)烏亭焉馬撰/｢落咄臍くり金｣1802(享和2)十返舎一九撰/｢譚話江戸嬉

　　笑｣1807(文化3)/｢新選臍の宿替｣1812(文化9)上方板:上方寄席噺の祖･桂文治作/｢新作種が島｣文

　　化年間:江戸落語の祖･三笑亭可楽/｢落咄屠蘇喜言｣1824(文政7)/｢新作太鼓の林｣1829(文政12)三

　　笑亭可楽門人林家正蔵作/｢面白し花の初笑｣1831(天保2)上方板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※｢面白し~｣｢臍の宿替｣以外は江戸板｡

･洒落本(江戸板):日本古典文学大系　岩波書店

　　｢傾城買四十八手｣1790(寛政2)/｢傾城買二筋道｣1798(寛政10)/｢総離｣1887(天明7)

･人情本(江戸板):日本古典文学大系　岩波書店

　｢春色梅児誉美｣1832(天保3)/｢春色辰巳園｣1833(天保4)

･その他

･｢雑兵物語｣1846(弘化3):『雑兵物語研究と総索引』深井一郎編　武蔵野書院1973

･落語速記本(東京):『口演速記明治大正落語集成　第1巻』講談社

『CD-ROM版新期文庫明治の文豪』新潮社1997

『CD-ROM版新潮文庫大正の文豪』新潮社1997

『新潮文庫の100冊JCD-ROM版,新潮,1989.
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第5章

0.はじめに

1.文法史=文法の変化

係助詞シカ成寺の言語内的要因

文法史構築の試論として
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　国語学･日本語学において､国語史･日本語史といえぱ過去の各共時態あるいは各作品

内言語の記述が中心をなしていた｡特に｢文法史｣においては｢歴史｣ととらえる認識を

支える視点､また実践する方法論が確立されず､いわぱ各時代の共時態としての体系の記

述を時代毎に積み重ねることによって｢文法の歴史｣とされてきた｡

　日本語｢文法史｣の大きな課題として､以上のことを背景とすれぱ､まずは古代語から

近代語への文法変化のさまざまを､言語の動態として構造的に説明する視点の構築が挙げ

られる｡もちろんこれまでにも､古代語と近代語を比べて見いだせる類の｢文法変化｣､

例えぱ格標示の顕在化､終止形の消滅(連体形の終止形化)､二段活用の一段化､係り結

びの崩壊など､いわゆる古代語と近代語の違いとして挙げられる文法変化については､事

実の指摘とそれがどのような変化なのか､これまでにもさまざまな形で説明がなされて来

たが､多くは言語使用者としての人間の､精神･意識の変化としての説明であったり､言

語の｢進化｣としての説明であった｡まずはこれを問題視したい｡

　本稿の筆者はここまでの各章において､助詞シカの作る構文(｢~シカ…ナイ｣構文)

に着目し､その成立過程をみた｡本章ではこれを受け､シカのような〈其他否定〉限定を

もっぱらとする助詞の成立､｢~シカ…ナイ｣構文成立､という文法変化の成立要因を考

察することを目的とする｡また､それによって｢文法史｣の説明原理の一つの仮説を提示

することが大きな目的の一つである｡

　　はじめに触れたように､古代語から近･現代語にかけて起こったいくつかの大きな文

法変化のさまざまに対する説明としてこれまでに出された見解は大きく三つに分かれるよ



うに思われる｡

①論理的･分析的変化とらえる立場

　ひとつは､もっとも一般的なものであるが､古代語から近代語への変化を､｢論理的･

分析的｣な方向への変化ととらえ古代から近代現代への｢精神･意識の変化｣として説明

する立場である｡阪倉1970では､古代語から近代語への｢表現のスタイルの変化｣を､

表現者の思考法･発想法の変化､ととらえる｡いわく､古代語から近代語への変化は､｢語

の表現法の綜合的から分析的への変化｣であり､その要因は､｢ドライであ｣り｢各文末

に現れてくるべき､表現主体の態度が稀薄で無色に近い｣｢漠文乃至変体漠文の影響｣に

よるとする｡また､山口明穂1989では､｢古代語では個々の語の表現に際して話の行われ

る場面との関係が意識される｣一方､｢現代語では文中の語句の関係を考えようとする｣

とし､ここでもやはり､｢論理的･分析的｣傾向性を指摘する｡これらをうけて｢情緒的

で感情表出力の豊かな古代語｣対｢論理的･分析的･効率的な近代語｣という特徴づけが

なされている｡

②進化論的変化ととらえる立場

　また二つ目に言語変化を言語の進化ととらえる説明がある｡｢進化論的解釈｣といえぱ

批判的な名付けになろうか｡　しかしあえて批判するために｢進化論的｣という表現をもち

いずとも､すでに｢進化｣という考え方自体問題視されることは共通認識であろう｡また､

無意識に｢より体系的に｣という説明がなされることもしぱしぱある｡｢より体系的に｣

というのは裏を返せぱ｢さかのぽるほど非体系的｣｢さかのぽるほど体系として未整備｣

ということをも意味し､｢進化｣を前提とした言といえる｡先に挙げた｢論理的･分析的｣

傾向性を言語使用者=各々の時代の人間の精神･意識に重ね合わせて説明する立場もその

意味では､古代語(人)の｢非論理的･非分析的｣傾向を指摘しているともいえる｡これら

は､伝統的国語学においてはもっとも一般的な見解として通用しており､個別の文法変化

の説明原理としても引用されるところである｡またこのような立場での説明は国語学に限

らず､印欧語の言語学においても､なされたものではあるが､その問題点はつと

に指摘されている(1)｡

(1)亀井他編1966では､フランス語未来形の変化:cantare　habemus(不定形十｢持つ｣)→chanteronに

ついてのK.フオスレルの､精神･意識に重ね合わせて説明をする立場について､次のように批判する｡

　　フオスレル(Kyossler)は､古い形の廃棄と新しい表現の採用をこんな趣旨で解釈する｡すなわち

　　-､未来の形にやどる時間概念全体が､口語の世界ではうすれて､かえりみられなくなってし→
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この①②､

解釈する､

2つの立場l こ共通するのは､

という点である｡

という根拠ない

だが､

言語の変化に人間の精神活動の変化を読み込んで

言語は人間から独立した存在であるはずもなく､

こ変化するわけもないから

人間の使用

人間と言語を切り離して考えるつもりはない｡

言語内的要因を考えることなく人間の精神活動4 こ根拠を求めるのには躊躇がある｡

→(1)まった｡いったい､下層の言語では未来形を使うことは､まれであろう｡世間一般というものは､

　　これからやってくるものをつっぱなして知的に見つめるというよりは､いつも､それに対してこ

　　うしたいとか､かくあってほしいとかいうふうに､意志や希望や､あるいはまた懸念をもってそ

　　れに接するものである｡その心理にはあたかも､予言者がふるさとにはいられないに似たものが

　　ある｡そこではもはや､純粋な未来形は無用なのである､と｡(中略)しかしせっかくながら､こう

　　いうふうな解釈を言語史へもちこむことは､よほど慎重でなければならない｡それははなはだ危

　　険なのである｡(中略)彼自身の芸術家はだが言語表現における人間の精神活動をそこへよみこ

　　んで言語の変化をもっぱらそこから説こうとし､そして､あたかも､言語におけるスタイルのき

　　りかえがある瞬間において意識のしきいのうえで演じられたかのごとくに問題をとりあげると

　　ころにその難が､いや遠慮なくいえば根本的な誤りがあるのである｡(中略)フランス語における

　　未来形の歴史は-〈形〉のうわべ以上には-､その本質において何も変化を起こしていないと

も解される｡(中略)ある意味の聞きはせまったにしても したがってその歴史に曲折はあって

も､結果的には､未来という範喘の場合､それはずっと維持されつづけたのであり 新しい未来の

　　形態の確立こそ､その維持のためのいとなみであったのである｡(p.221/226227)

またコセリウでは次のように言う｡

　　まずここに､なにはさておき心すべきことが三つある｡a)未来形の形式は､おしなべて不安定だ

　　ということ(未来形というカテゴリーが不安定だと言っているのではない)｡b)本来はムードや

　　アスペクトの価値を持つ形式が､その後｢時間化｣されて､未来形を周期的に更新するというこ

　　と｡c)ラテン語の未来形の更新はある特定の歴史的時点で生じたこと｡すなわちこれらを納得の

　　ゆくよう説明すべきである｡(中略)はじめの二点に関しては､ある特定の言語､ある特定の瞬間

　　にかぎったことではないので､｢普遍的｣な性質の説明が必要である｡(中略)未来形のやむことの

　　ない置きかえは､いわゆる｢表現性の摩耗｣によってもまた説明できない｡なぜなら､｢摩耗｣その

　　ものが説明さるべきものだからである｡(中略)解明しなければならないのは､｢そもそも人間の

　　言語というものは､周期的に交替する未来形の破壊と建設とを原理としているかに見える｣こと

　　である｡(中略)[さらに､]普遍的な表現要求を歴史的な要求として根拠づけるべきである｡[｢キ

　　リスト教｣の導入へ｡](Coseriu,E.1973;4.2.6~4.2.9)
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　③言語を､本来可変的かつ常に｢体系｣であるもの､ととらえる立場(2)

この立場では､ある特定の言語形式なり､ある文法カテゴリーの表現形式に変化があって

も､それをただちに古語と新語の特徴として抽出したり､人間の精神活動や体系そのもの

の進化･発達傾向として解釈することはしない｡むしろそれは危険なこと､根本的な誤り

と考える｡では｢変化｣をどのような視点で説明するか｡いわく､言語の変化(あるいは

不変化･安定)の原因(=条件)は､体系内のどこに(具体的にはどの言語形式に)､い

かにして､何のために､いつおこったかという視点から説明されるべきであるという(コ

セリウ1973(VI,4.3.2))｡｢どこに｣､｢いかにして｣は､言語内的要因､｢いつ｣は言語外的

要因､｢何のために｣は､言語内､言語外的要因､いずれも存するとしている｡以下図示

してみよう｡

　(体系の)どこに

いかにして

何のために(体系内的)

　　　　　　(体系外的)

いつ

(言語)内的要因による説明

(言語)外的要因による説明

これまで､このような視点が前提とされて日本語の文法の歴史的変化がとらえられ説明さ

れたことは､非常にまれではなかったか｡音韻史では当然のこととして吟味される言語内

的要因は､特に文法現象においては､なかなか吟味されない｡先に見た精神活動の変化に

還元した説明を含め､さまざまな外的要因と結び付けた説明がほとんどではなかろうか｡

意識的に内的要因の追求がなされているものは､少なかったのではなかろうか｡まずは文

法の歴史について意識的に内的要因をおさえる姿勢の必要性を感じる｡｢日本語史｣が真

の歴史として立ち上がって行くために必要な視点の一つと考える｡文法史にも､この視点

をもって取り組んでいく必要があろう｡｢動く体系を捉える視点｣(渋谷勝己1998)の必要

性が唱えられていることにもつながるものと考える｡

　はじめに述べたように､本稿は以上のような言語内的要因と言語外的要因を意識した視

点で行う｢文法史｣的研究の実践の一つの試みとして提示するものである｡

　ではまず､第2節で｢~シカ…ナイ｣表現の歴史的変遷を概略振り返ってみよう｡

(2)亀井孝他編1966･コセリウ1　973　･　Aitchson,J1991など｡
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2.助詞シカの成立における文法史としての問題の所在

　現代日本語の〈其他否定〉(3)の係助詞シカは､必ず否定表現を伴って｢~シカ…ナイ｣

のような拘束的呼応表現を成す｡　ョリ､ホカは共通語では定形表現に限られるが､主に西

日本･東北方言ではシカ同様に用いられる｡キリも､一般には接尾語的用法に限られる共

通語とは異なり関東甲信越地方で完全にシカと同じ用法をもっている｡このキリは東京方

言にもあるため､現代語のキリの用法として記述されることもある(→(4))｡

　(1)　太郎しか学校を休んでいない｡

j
　
j
　
j

つ
`
　
　
`
j
　
　
4

ぐ
　
ぐ
　
ぐ

わたしが行くほか(仕様が/仕方が/方法が)ない｡
　　　　-

方法はそれよりない｡
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彼にはまだ一度きりあったことがない｡
　　　　-

　　　　　　　　　((4)『古典語現代語助飼助動詞詳説』キリ項より)

これら〈其他否定〉を表す類の成立を文法史的な問題と指摘したのは山口庭二1991であ

った｡

　　副助飼｢しか｣は､単にその語の成立が新しいぱかりでなく､副助飼の中に､それに類

　　する働きを担うものの枠ができたこと自体が文法史的にかなり新しいということにな

　　る｡それだけ､副助飼｢しか｣の類の成立は､注意を引く現象であり､この類の副助詞

　　が江戸時代になって新たに成立することになったのはなぜか､そこにどんな背景があ

　　るのかは､文法史的に興味ある問題といってよいだろう｡｣(4)

第2章ではこれと問題意識を同じくし､シカの類がもつ〈其他否定〉の意味機能と係助飼

としての構文的特徴が不可分であることを確認し､その構文的特徴を手掛かりとしてこの

拘束関係が成立する歴史的変遷の過程を見た｡その結果､シカ(シキ)･キリ･ョリ･ホカ

といった要素はいつ呼応関係を成立させてもおかしくなかったにもかかわらず近畿方言圏

･東国方言圏とも､中世末~近世初期と明治期という二つの特定の時期に〈其他否定〉の

意味機能を獲得していることを確認し､そこから｢･‥シカ~ナイ｣という拘束関係の成立

および〈其他否定〉専用の係助詞の成立は､語のレベルで説明すべき問題というよりも､

(3)山口1991の用語｡(1)では､｢太郎シカ｣で｢太郎｣以外の生徒(｢太郎｣の｢其他｣)を表し､それが

｢休んでいない｣と否定することによって反転的に｢太郎が休んでいる｣ことを限定している｡このシ

カの｢その他を否定することによる反転的な限定｣(山口1991)の意味機能を〈其他否定〉と呼ぶ｡

(4)ただし山口1991はシカの類を副助詞としており､係助飼とみる発表者とは立場を異にする｡



日本語文構造の歴史の中で説明すべき問題､とした｡第3章では第2章で得られた仮説を

地理的広がりのなかで検証し､仮説の蓋然性を高めた｡第4章ではダケ･バカリなどく限

定〉に働〈要素が〈其他否定〉限定を獲得するメカニズムを考察し､本稿の筆者の扱う問

題が､ひとり現代語の特異なシカという助詞の問題にとどまらないことをしめした｡さら

に､第1章では､助罰にかかわる文法史的な枠組みを考えるために､構文的特徴と意味機

能の対応に着目した枠組みを提示し､その枠組みにそって日本語の助詞に関わる文法変化

を見る物差しの提示を試みた｡構文構造史という真の文法史の着手のために道具を作って

みたのである｡

　本章ではここまでの検肘を踏まえ､｢構文構造史の構築｣を標榜する者として｢変化の

言語内的要因｣をもとめるべく考察し､仮説の提示を試みる｡具体的には｢~シカ…ナイ｣

という表現の成立が､まずどういう文法変化なのか､もう一度確認し､そのうえで､第2

章~第4章では詳述されていない､その｢変化の要因｣の部分について説明を試みたい｡

シカの類の成立という文レベルの歴史的変化について､文構造そのものの変化という観点

から､構造的な要因(主に内的要因)を追求し､文法史的な説明を行う研究の試みである｡

2.1〈其他否定〉の助詞の歴史的変遷概観

　シカの類の変化の過程については第2章･第3章で記述したので､詳しくは繰り返さな

いが､変化の流れを概略示そう｡(便宜のため再掲する｡適宜参照されたい｡必要なけれ

ぱ2.3節へ進んで頂きたい｡)

2.1.1　ヨリとホカ:古語一上方語一大阪語:近畿方言圈

　古代中央語から上方語･(明治~昭和期)大阪語(現代近畿方言)という方言圏におい

ては､ホカ･ョリという形式が〈其他否定〉表現にかかわり､以下のような変遷をたどっ

た｡

L
I

①X十仁ノ･ョリ}ホカ{ノ･二}(Y･コト){ハ･モ}ナシ　　　　　　……~中世前期

②X十{ノ･ョリ}ホカ{(ニ)ハ･φ}ナシ

　x十Lノ･ョリ}ホカφナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……中世後期

③X十格助飼/副助飼十(ヨリ)ホカ(V)ナイ･ヌ　　:ホカ･ョリホカ係助詞化……近世前期
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　④X十ョリ〈比較〉ナイ

l　xョリハナイ
　⑤X十格助詞/副助罰十ョリ(V)ナイ･ズ･ン

て
-
･
'
ベ
ー
し

X/Y:名詞句(相当句)V:動詞

　　　　　　　　　……近世前期

　　　:ョリ係助詞化…近世末~明治期

φ:無助詞　():省略可能｡

[]:品詞｡ホカ[係助剽]は､係助詞の構文的特徹を持ったホカの意｡

{･}:省略不可能な還択｡｢X{ノ･ョリ}ホカ｣は､｢Xノホカ｣または｢Xョリホカ｣

(･):省略可能な選択｡｢X(ノ･ョリ)ホカ｣は｢Xノホカ/Xョリホカ/Xホカ｣

以下､それぞれの時期の例文を示す｡

<例文>

①[X仁ノ･ョリ}ホカニY{ハ･モ･φ}ナシ]

　[Yの非存在]に焦点のある型である｡[Xの〈其他否定〉]は､結果として生じる意味で

ありこの段階においては存在構文の一種であり､厳密な意味では〈其他否定〉構文および

　〈其他否定〉専用形式は確立していない(5)｡

　･ひぐらしの鳴く山里の夕暮れは風よりほかにとふ人もなし(古今和歌集/205/秋･上)

　[X仁ノ･ョリ}ホカノY{ハ･モ･φ}ナシ]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かよ

　･世の中をいとうとましげにて､ここかしこに通ふよりほかのありきなどもなけれぱ､

いとのどかにて二三日などあり｡　　　　　　　　　　　(かげろふ日記/上･応和二年五月)

　[X仁ノ･ョリ}ホカノコト(ハ)ナシ]　　　:Yがコトという抽象名飼へ｡

　･これを聞き,かれを聞くにつけても,心をまどわし,魂を消すよりほかのことわなかっ

た.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(天草版平家物語/四)

②[X仁ノ･ョリ}ホカハナシ]　　　　　　　:Yがなくなる｡

　　･[馬ニナレトイワレ](太郎冠者)いや中々ゑなりますまひ(大名)さうあれは身共が馬にならふ

　　より外はなひ程に､是非ともなつてくれひ　(大蔵虎明本狂言集大名狂言類｢人馬｣)

(5)山口1991によればョリホカ系以外に､シカの類に先行する〈其他否定〉表現の担い手として､

動詞句によるもの(｢置く｣｢はなつ｣｢はなる｣｢のけるJex.｢~をおきて｣)､名詞句否定態によるもの

(Nならでは/Nでなうては)がある｡ただ､これらがもちいられるのは鎌倉時代までで､それ以後は

ホカ･シカのような助詞によるものが有力になるという｡いずれにしても､〈其他否定〉の特定の型

は､確立していなかったといえよう｡
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[XLノ･ョリ}ホカ(φ)ナシ]

･只御一体のdeusにて在しますと弁ふる外あるべからず　　　(ぎやどぺかどる/上)
　　　　　　　　　　　　　-

･明暮干肴より外　なく､　　　　　　　　　　　　　　　(好色一代女(1686/貞享3刊))
　　　　-

･おまえの名ほか出ませぬ　　　　　　　　　　　　　　　(心中宵庚申(1722/享保7))

③[X十格助詞/副助飼十(ョリ)ホカ] :係助詞の構文的特徴が明確になる

･押し事したる其とがめ､因果とほか思われぬ

･今日も凡六里斗ほか歩かぬ
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(長町女腹切/下(1712/正徳2))

(女殺油地獄(1721/享保6刊))

　　(仏御前扇車(1722/享保7))

　　(幼稚子敵討(1753/宝暦3))

　　(好色一代女(1686/貞享3刊))

(博多小女郎波枕(1718/享保3刊))

･おぢおい顔を見合てあつとより外詞なく､
　　　　　　-

･栢粒程ほかござんせぬ

④[Xョリ〈比較〉ナイ]

ョリについては､明確に〈比較〉の意味でならぱ､述語にナシをとる例文は古代から散見

するが､17世紀末頃からヨリ･ヨリハともに〈比較の基準〉とも〈其他否定〉ともとれる

例が見られはじめ､明治期大阪語には完全に係助飼の構文的特徴を示し〈其他否定〉を表

す用例が見いだされるようになる｡

　･是天地の逆と云ふに此れ奥利まさるは無し　　　　　　　　　　　　　　(宣命/四四)
　　　　　　　　　　　-

　･枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへずもらしつるかな　(古今和歌集/725/恋･四)
　　　-

この古今集の用例は[Xョリ　Yハ･モナシ]と形式化できるが､ョリホカにみた　と同じ

構造である点が注目できる｡あくまで｢非存在構文｣であって結果的に〈其他否定〉を表

しうる段階である｡〈範囲〉を限るョリが述語にナシをとって〈其他否定〉を表せるのは

自然なことである｡

　･扨世間を思ひまはすに見分より　ない物は金銀なり､此家久敷栄て外よりの思はくに
　　　　　　　　　　　　-

　は､五万両も有べきやうに見ゆべし　　　　　　　　　(本朝二十不孝(1686/貞享3刊))

　[Xョリ〈比較/其他否定〉ナイ]

　･夜は割松のひかり見るより､何のたのしみもなかりしに､
　　　　　　　　　　-

･ハツーといふより詞なく､

･五両より受取らぬよつて取らぬといふのぢやが
　　-

　　　　　　　　　　　　　　(ことわざ臍の宿替/元治(1864~5)前後)

[Xョリハ〈比較/其他否定〉ナイ]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めでたく

･にくげなき此のしやれかうべあなかしこ目出度かしくこれよりはなし



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(一休咄/(二)四(1668/寛文8))

　･この嶋に摘れて｡高遠が松山の家に困められ｡日に三たびの御膳すゝむるよりはまいり

　　つかふる者もなし｡　　　　　　　　　　　　　　　　　(雨月物語/白峯(1776/安永5))

⑤[X(十副助飼)十ヨリ]　　　　　:〈其他否定〉用法獲得

　･[娼妓オタネノタメニカナリ苦労シテ金ヲカキ集メ]皆纏めて都合十七圓五拾銭､早速に携ツて行んで遣

　　ツた､然うしたらおたねの云ふには､源やんタツタ此れ丈けより出来んのかと､愛相尽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　しを云ひをツたけど､乃公は堪へて居たそれも､年が明いたら乃公の女房にしやうと思

　　ふこそ其丈の心配を焉たのぢや､　　　　(滑稽曾呂利叢話明治26『三枚起請』/21)

　･エーライコトシタガナゼニゴリンョリオマヘンワ(銭五厘よりおまへんわ)｡ハラヘッ
　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　　テキテマンネメシモクワズヤ

　　　　　　　　　　　　(四代目桂枝雀『いらちの愛宕参り』1907明治40年ごろ)

2.1.2　シカとキリ:東国方言圈

　東国方言圏では､資料の制約で近世以降になるが､示すと次の通りである｡

　　(シカ係助詞化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……近世初期まで:推定)

T①xシカ[係助詞]多用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……近世中期
　②Xキリシカナイ=キリ十シカ[係助飼]ナイ　　　　　　　　　　　　　　……近世末期

〔③キリ係助詞化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……明治末期以降

以下､例文をあげておく｡

[シカ[係助詞]多用] ……(近世初期)~近世中期
　　　　　　　　さいかく

･夫レから金の才覚をしてみた所が持チ合が十九両しかないのさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(洒落本南門鼠(1800/寛政12))

･どふかむかふはおいらがつかいこんででもいるとしかおもはねへはナ
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･ハア左様か｡久しい以前といふが､おれが断たのは六月の事だぜ｡左様して見りやア､六

　七八と三月にしかならねへ｡　　　　　　　(春告鳥/三･七･十三(1836~7/天保7~8刊))
　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　あふぎ　　　　　　　　　　　　　ども　　　　　　　　　でき

･決して此方ども､扇子だけしかない者等の手ぎはに成ることではないから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(古道大意/下(1813/文化10成･1824/文政9刊))

キリは､近世末期に至って〈期限〉と〈其他否定〉どちらとも取れる例が見られるように

なり､キリシカという形式をへて､大正期には〈其他否定〉の形式として確例が見いださ



れる｡

　[キリ〈期限/其他否定〉]
　　　ここ　　　　　　や

･もふ爰の内もこん夜ぎりこられねヘ
　　　　　　　　　　　ー

(洒落本甲子夜話/1801/享和元))

②[Xキリシカナイ]

　･御枕弁当は黒の御ハ寸の御紋散箱入瀬戸の二つ組御弁当でして､内には御飯と梅干が

　　二つ限りしか入っていませぬ｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(幕末百話)

　･僕は家にある刀剣はみんな売ってしまって､今挾しているこの大小二本きりしかない｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福翁自伝(1899/明治32))

　･[ハタ゛カナノテ゛]佐｢何んか有るまいか…｣と探すと片隅に押附けて有つた塵埃だらけの筒袖

　　を引張つて見ましたが､身大の短矯い奴が着た物と見えて腰ツ限りしか御座いません｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(明治大正落語集成第一巻/お祭佐七)

③[Xキリ　ナイ〈其他否定〉]

　･貴方のような清浄な人一妙な形容ですが私のような人間からはそうきり云えません-

清浄な貴方が私のような人間に親しくして下さるのは私にどれだけ嬉しい事かお解り

になりますか｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(濁った頭1911(明治44))

･候文の手紙を書く機会の殆どない私には､仮令言文一致体を使っても候文的な内容き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　り書けそうもない叔父や叔母への手紙は容易に書けなかった｡
　-

･大阪へきり行ったことがない
　　-

･あの山はここからきり見えない
　　　　　　一

･これは東京できり売っていないと思う

2.2〈其他否定〉の助詞の係助詞化

　　　　(大津順吉1912(大正元))

(『日本文法大辞典』キリ項より)

(『日本文法大辞典』キリ項より)

(『日本文法大辞典』キリ項より)

　以上の変化を踏まえ､シカ〈其他否定〉の助飼の類は次のような形で｢係助罰化｣した､

ということができる｡

L
I

･
ヤ
ー
ー
ベ
ー
し

方畿近 ホカ[名詞]十(二)ハ[係助詞]=ホカ[係助詞]

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

近世初期

(ョリホカ=)ヨリ[格助詞]十ホカ[係助詞]=　ョリ[係助詞]　明治~

(ヨリハ=)　　　　　　　　　　　　ハ[係助詞]
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L
ヤ
ー
ベ
し

方国東 シキ[名詞/接尾語]十八[係助詞]=シカ[係助詞]　　　　　　　近世初期

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

(キリシカ=)キリ[接尾語]十　シカ[係助詞]=キリ[係助詞]明治末~

ここから､第2章では

･〈其他否定〉の係助詞に後接されることによる新しい〈其他否定〉助詞の再生産

　　　=〈其他否定〉句は､常に係助詞(相当複合形式)によってとりたてられている｡

　　　(=〈其他否定〉の助詞は常に｢係助飼｣であることの証左)

･時期の一致:第一弾‥‥･近世初期:ホカ/シカの係助詞化

　　　　　　　第二弾‥‥･明治期　:ヨリ/キリの係助罰化

の二点を指摘し､第3章でその仮説に言語地理学的観点から検討して確度を高めた｡文法

史としては､

　a)〈其他否定〉の機能を持つ[○○十係助飼]という複合形式(の前部要素○○)が

　　　　音の縮約を伴ってそれ自身｢係助飼｣となる､という変化が､

　b)近畿方言圏･東国方言圏どちらも､同じ時期:近世初期と明治頃に起こったこと

に対する説明をすることになる｡第2章~第5章ではこの｢~シカ…ナイ｣表現成立過程

における否定表現側の変化にあまり言及できなかった｡次項で否定表現側にも着目し､い

かなる変化か､を確認して文法史として説明すべき点を明確にしよう｡

3.否定表現側の変遷

3.1〈其他否定〉構文における否定表現の変遷

　〈其他否定〉を表す助詞部分が係助詞化する以前:つまり中世末までにおいて､述語側

の傾向を見ると､ほぽすべて非存在の形容飼ナシ(ナイ)[含)アラズ/アラジ/アルマイ/侍ら

ず/ござらぬ…]である点が注目できる｡動詞十打消の形も皆無ではないが､上接動詞が｢見

る｣｢知る｣などに限られており､やはり何らかの事物の｢非存在｣の状態を意味する｡

[ナシ以外の用例]

　･とへいて給ぬと見しよりほか又二たひその面かけ見さりしこそ(とはずがたり/巻一)
　　　　　　　　-　　-

　･心しるちこ一人よりほかは知らぬを(とはずがたり/巻三)　　　　　　　　　2/15
　　　　　　　　　　-
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･注衡ハクヒ木ソ其ョリ外ハ見ヌソ車奇-ハ車ノマハリニカキヲスル穀ハ車ノクサビサ

ス　輪ノ処ソ[レ?]ョリ外ハ見ヌソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(論語抄/三)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

･あるひは一七八､二十よりうちの女房､五人十人うちつれ一通れども､一目より外見

ざりける｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(御伽草紙『物くさ太郎』)
一

･｢何とも知り参らせ侯ず｡若君さまへ､犬参り候てより､少納言殿ことのほか､顔色変理､

世にうらめしげにのたまひしよりほかは､見参らせず候､何事も候はず候｣
　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　(御伽草紙『木幡狐』)

･平山わ熊谷がうしろにひかえたに､城のうちの者どもわ熊谷よりほかわ敵があるとも

　知らなんだに､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(天草版平家物語/四)

[｢見る｣･｢知る｣類以外]

　･これわいかなこと:頼朝の外にわ主をぱ持ち奉らぬものをと申す(天草版平家物語/四)

　･只deus御一体の外にハ欣ぴ奉るべからずと宣ふ也　　(ぎやどぺかどる/上61オ6)
　　　　　一

　･此三のさからめんとハ一たびよりほかにハさづからず(どちりなきりしたん/53-5)

　･爰を以て骨肉の悦びより外をしらざる色身なれども　(ぎやどぺかどる/上68オ3)
　　　　　　　--

　･其眼黒雲に包まれdeusの在まさぬ外をぱ何をも見給ハざりし
　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　(ぎやどぺかどる/上5ウ16)

･血と尊き御命とl こかへ給ふより外に別の價ひを受給ハねぱ也
　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　(ぎやどぺかどる/上41ウ9)

･色身を殺すより外別の力を持たざる人を恐るゝ事なかれ(ぎやどぺかどる/上46オ15)
　　　-

･かれにちかづかんとするものよりほかにあたをなす事かなはぬやうに

　　　　　　　　　　　　(どちりなきりしたん/6ウ5)

･｢これは流れをたつる川竹の遊女なれぱ､大名高家よりほかへは出でず｡｣
　　　　　　　　　　　--

　　　　　　　　　　　　(御伽草紙『猿源氏絵草子』)

近世以降になると､上接動詞の偏りなく[動詞十打消]の形も見られるようになる｡

　じゆん　　みね　　　　　ほか　　あはれ　　　　　かげ

･　順の峯入より外に哀しる人影も見ざりき､
　　　　-　　-

　　　　あき　　　　　　　　　ほか

･十五十六の秋迄は月より外には人もしらざりしに
　　　　　　　--

あは　　　　まつ　　　　ほか

哀れは､松より外にしらぬ嶋崎にて
　　　　　　一一

(好色一代女/三)

　(男色大鑑/一)

　(男色大鑑/五)

･｢畳からでも編笠からでもあるまい｡おれは行灯の引出しから出るとほか思はぬ｣
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(軽口御前男/巻之三｢わらんべの知恵比べ｣)

･わしらは助さんの文より外は｡ねからとつておきやせぬ｡
　　　　　-　　　-

それ~　　そなは　　　　　　　　　　ほう　　　　　はか

･夫々に備りた道の通り法の通り計することならぬ｡
　　　　　　　　　一　一

･タッタニ度はか呼やせん

≒C
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　　　　(壮閣秘言)

(道二翁道話/巻下)

　　　(十界和尚話)

以上からすると､本稿で問題にすべき文法変化とは､次のような変化といえるだろう｡

ホカフ`　　(Y)　　　　　ナシ　　　→　　　X　　ホカ　　　　　ナイ

シキ゛〉　くアラ言〕〔ぐシカ)べ〕(V)ナイヌ〉〕

つまり､左の型で+分表すことができた､あるいはむしろ｢分析的｣だった〈其他否定〉

表現が､わざわざ､音縮約を起こすなり､後接した係助詞(ハなど)を切り離して､く其

他否定〉専用形式としての係助詞ホカ･シカを生み出すという変化が起こった､といえる｡

またこれにともなって､ナシで存在を否定される[Y](｢もろちかより人なし｣の｢人｣)

が不要になる(すなわち[Xホカ][Xシカ]で､｢Xの其他｣を直接指示できる)という変

化もシカ類の機能自体の変化を表している｡述語側でも､典型的に形容詞ナシで表される

　｢非存在｣だけでなく動詞の否定的判断に勢力を拡大した変化といえる｡

　このことをいかなる文法変化として説明するか｡まず､〈其他否定〉表現における否定

表現側の変化は､否定表現一般の変化で説明できる可能性がある｡次節で､否定表現その

ものの変遷を押さえておこう｡

3.2　　否定表現一般の変遷:ナイを中心に

3.2.1　東国方言での否定表現の変遷

　ここでは先行研究から簡単に流れをまとめることで見ておく｡

まず､東国における否定表現の変化をおってみると､大きな転換期Iとして､室町末期~

近世初期を挙げることができる｡

　この時期には､助動詞ナイと補助形容詞ナイの成立という､東国における否定表現ナイ

の機能負担の増大というべき変化が起こっている｡　まず､助動飼ナイの成立については

諸説あるが､室町末~近世初期までに一般化したという点では一致している｡柳田1993

では､上代に東部方言で打消の継続を表したナフの後裔と説明し､吉田1971では打消の



助動詞ヌ､ナク(ヌのク語法)､ナフ(上代東国方言)､形容詞ナシの｢混合｣によって生じた

とする｡

　また補助形容飼のナイの一般化は､小林賢次1968により中世末期とされている(6)｡つま

り､ナイという形式に､形容飼十助動飼十補助形容飼の機能が負わされたという点で､大

きな転換期ということができる｡

　東国における否定表現の大きな転換期Hは､幕末~明治初期といえる｡転換期Iで､否

定の専用専門形式としての機能を負ったナイが､助動飼ナイとして活用形を揃え､共存し

ていたヌ･ンを完全に駆逐､使用が加速度的に増大した(坂梨1973)とされる｡

　江戸語の否定表現においては､｢打消しの助動飼終止連体形にヌ･ンとナイの形が用いら

れ｣(小松1985)､江戸期を通じてヌ･ンが｢完全に消えることはなかった｣(小松1985)

し､近世を通じて終止連体形での出現が圧倒的であったことも知られているが(7)､その近

世を通じて助動飼ナイの活用形整備が行われた｡その要因については､形容罰｢無い｣に

引かれて活用形を整備した､とする説(柳田1993など多数)が有力であるが､他活用形が

整うのは近世ごく末期とされる(8)｡そして､｢助動詞『ナイ』が形容詞『ナイ』の活用形

と同じ活用形を備えるまでには時間を要した｡　しかし一たび各活用形が完備した後には､

使用が加速度的に盛んになった｣(坂梨1973)のである｡この転換期Hは､ナイが､否定･

打消の専用形式として確立した時期､といえる｡

　ここでひとつ重要なことが分かる｡ここで確認した東国における否定表現の転換期I･

(6)小林1968は､近畿･中央語についての分析であるが､東国においても､近世までに形容詞の否

定語ナイ:補助形容詞ナイは成立していたものと考えられる｡

　･雑兵物語:武具にはよくないこんだ｡(よくない:2例)

　　　　　　　腰抜けではないが(~で[は･も]ない:7例)(『雑兵物語研究と索引』より)

(7)金田弘1969｢ない〈現代語〉｣(松村編1969))/武井睦雄1965｢江戸語打ち消し表現についての

一報告一洒落本における｢ぬ｣｢ない｣両系列の相関-｣『国語研究室』4)など参照｡

(8)坂梨1973　･　1995　によると､滑稽本では終止連体形のみ､など明和ごろまでは終止連体形が圧倒

的に多く､天保期の人情本にいたって各活用形が出揃うという｡また本文でも述べたように助動詞

ナイは､東国で近世初期には成立していたが､明和ごろまでは､終止連体形でのみ用いられ､他の

活用形も江戸後期まで終止連体形のバリエーションで賄われていたという｡現在の形容詞型の活用

形は連用形のナク(テ)あたりから整えられ､最後のナンダ→ナカッタの交替も天保から明治初年に

至る五･六十年の間に行われたという｡坂梨1973･1995､小松1985参照｡
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nは､〈其他否定〉の係助詞の生産が行われた二時期と一致する､ということである(→2.3

節b))｡〈其他否定〉表現に見られた､否定表現側の拡大は､否定表現内部でのナイの機

能拡大が反映した変化として説明できそうである｡

　また､否定表現ナイは､上述のように近世も後期まで圧倒的多数が終止連体形で使用さ

れたことが確認されているが､〈其他否定〉表現においても用例はほとんど主文レベルと

いう傾向が認められる｡吉田1971でも｢(ナイは)古今通じて終止形およびそれに準ずる活

用形を取りやすい｣とされる｡終止連体形:いいきり:で終わるという判断文の型により､

　〈其他否定〉句の連用成分は｢係助飼｣たることが要求されているのではなかろうか｡

　以上からすると､東国においては､ひとまず否定表現ナイの機能･使用の拡大時期が係

助詞成立の時期と一致しており､この否定表現の変遷が何らかの形で〈其他否定〉の助罰

の係助詞化のきっかけとなった､という説明の可能性が認められる｡

3.2.2　近畿方言での否定表現

　近畿方言圏ではどうだろうか｡まず東国で見た､否定表現の変換I:室町末期~近世初

期は､近畿方言でも認められるようだ｡

　まず補助形容詞ナシの成立､つまり否定表現ナシの機能負担の増大(形容詞十補助形容

飼)､｢アラズ｣の消滅(9)が､中世末期までに起こった(小林賢次1968)｡ただし､周知のと

おり近畿においては助動飼ナイは存在していない｡

　否定表現の転換期Hはどうか｡東国とは異なり､動詞の打消は明治期(~現在)までヌ･

ンである(lo)｡この時期新しくあらわれた否定形式としてヘンがあることは､金沢1995に

(9)アラズからナシヘの変化の｢理由｣について､小林1968では､ともに非存在表現をもととしてお

り単なる非存在の概念の表現にとどまらないという点で｢両者の表現内容は共通するものと考えら

れる｣とし､助詞を介する表現から補助用言ナシが成立した過程を記述している｡また今昔物語を資

料とした谷光1995では､ナシは｢事象の客観的把握に対し､存在観念を前提として否定する｣､アラズ

は｢事象の主観的把握に対する単なる否定辞｣で､存在観念を前提とするかしないかに違いがあると

いい､｢『あり』と『なし』は存在と非存在の対立概念であるが､『あり』と『あらず』は対立概念

ではないところに『あらず』が『ない』に移行する要因があると考える｡｣という｡本稿ではこの｢理

由｣について深く考察しえなかったが､あとでふれるように助動詞ナイを含めた否定表現内における

類推による均質化と見る｡

(10)坂梨1973　･　1987､坂口至1990､金沢1995､『口語法調査報告書』(明治39年)参照｡
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よって確かめられているが､東国同様の､ナイという形式の機能の面からみた｢転換期｣は

設定しにくい｡

《否定表現側の変遷》:東国一江戸一東京 《否定表現側の変遷》:古代中央一上方一近畿

否定表現 否定表現

非存在 打　　消 打消継続 非存在 打　　　消 打消継続

瓶詰詞 助動詞 顧形韻 助動詞
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4 変化の説明

4.1　否定表現の変化との関わりから

　前項で見た､否定表現の変遷の違いを踏まえたうえで､東国･近畿ともに起こっている

と想定される変化を矛盾なく説明するためにはいかなる説明原理が成り立つであろうか｡

　本来､〈其他否定〉表現というのは､いわゆる存在構文をその基とし､係助詞(端的に

はハ)によって後接され(とりたて)られた[Xの〈其他〉]という事物について､《非存

在》の判断をくだす､という構造であった｡(←2.3｢係助詞に後接されることを契機とし

た新しい係助罰の成立｣/3.1　〈其他否定〉表現における否定表現/第2章･第3章　参
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照)｡否定表現の談話の中での機能が､肯定的状態を前提としてそれに対する否定的判断

をあらわす(井島1991)ことからすれぱ､この傾向性ヽ機能(形式上は､終止形を取りやす

いということ)は､否定表現全般つまりナイだけでなくズにもあるはずのことではなかろ

うか｡

　一方､〈其他否定〉表現に関わるのは､非存在と､否定的判断(いいきり)であり､これ

らの変化自体は転換期Iでほぽ完了していることになる｡否定表現の変遷から説明すべき

は近世初期に起こった係助詞化第一段階(シカ･ホカの係助詞化)ということになる｡

　であれぱ､近畿も含めて､否定表現の変遷との関わりで東国と統一的な説明をすること

も可能となるのではなかろうか｡

　つまり､《係助飼によるとりたて》と､《否定的判断》の結ぴ付き､という〈其他否定〉

表現そのものの型は､不変であって､その型自体が､〈其他否定〉を表す構文が《係助飼》

によってなされることと､否定的判断に働く否定表現側が多様になって行くことの支えと

なったと考えるべきではなかろうか｡

Xホカ

(Y喪失)

(ホカ係助詞化)

↑

中古　X　ョリホカハY

(Xシキハ

(シカ係助詞化)

(Y喪失)

Xシカ

Y)

↓

-

1

‐
1

　副詞(さ･しか･かく)十ナシ

[助動飼連用形]~二十ナシ

[形容動飼連用形]~二十ナシ

形容詞十ナシ

ナイ

↑(←補助形容飼ナシ成立)

アラズ

ナシ

見　ズ →見ヌ→動飼十ゾ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

↓(←助動飼ナイ成立)
見エナイ

動罰十ナイ
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　表面的には東国の否定表現の変遷からその表現の拡大が確認できる｡上図の波線で囲わ

れた部分を参照されたい｡まず､非存在構文をベースにした〈其他否定〉文において､述

語が典型的には形容詞ナシのみであったのに対し､そのナイと同一形式で､(文末で､も

ちろん否定的判断を表せる)補助動詞ナイ･助動飼ナイが成立､定着することによって､

　〈其他否定〉表現の述語部分に多様性が生じた｡その橋渡しとなったのは､見る･知る等

の存在を認識する動詞類の否定判断であろう｡

　近畿でも､〈其他否定〉表現の型が変わらず存在するとすれぱ《係助飼》であることと､

中世末までに補助形容詞ナイが成立したことを受けて､東国同様､否定的判断に働く述語

形式に拡大し〈其他否定〉表現の述語側が多様性を得て来たことは説明できる｡補助形容

詞ナシの成立を受けては､非存在に限らない否定的判断にも拡大され得たであろう事は予

想できる｡(ズ･ヌも文末いいきりで否定的判断を表し得る)｡

　問題はホカハ･シキハなどの音縮約と否定表現の変化(端的にはナイの機能拡大)が､

この時期に､同時に起こったことをいかに説明するかである｡これら二つの変化の共通原

理は何だろうか｡そしてその歴史における意味付けはいかにすれぱできるだろうか｡

　またこの第一段階の係助飼化および否定表現内部の類推による均質化の開始は古代語か

ら近代語への変革期に一致している｡モダリティの助動詞の衰退など他の文法変化にも通

ずる原理で構造的な変化として捉えられないか｡

4.2〈其他否定〉表現の変遷の本質

　いとぐちは､次の二点を考えることであろう｡すなわち

　　1､(古語では表し分けていた)否定的意味機能のさまざまを､｢ナイ｣という一形式

　　　で担うことの意味づけ｡

　　2､〈其他否定〉限定が｢係助詞性｣と不可分であるとすると､シキハ/ホカハでも､

　　　事足りたはずなのにシキハ→シカ/ホカハ→ホカという音縮約を起こすことの

　　　意味は何か｡

これら二点の共通性を見いだすことである｡

　ここでこれら二つの変化をともに説明する仮説を提示したい｡それは､古代語から近代

語への､｢システム(の担い方)そのものの変化｣である｡

　つまり､古代語:語レベルで意味機能を分担するシステムから
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　　　　　近代語:統語構造が意味機能を支えるシステムヘ(11)

､という変化である｡古代語のシステムにおいては､それぞれの言語要素が､それぞれに

シンタグマテイックに意味を担い分けており､ここではパラデイグマテイックな対立は言

うまでもなく､シンタグマティックに異なる別の意味機能はそれぞれ異なる要素で担い分

けた方が合理的である｡この新しいシステムにおいては同じ形式でも構文的ふるまいによ

ってさまざまな構文的意味を担うことができる｡ゆえにある一定の意味機能なら一つの形

式(なり､なるべく少ないコマ)で賄った方が経済的なのである｡もう一度否定表現の変

遷を確認して見よう｡

　　古典語

非存在

打消

:形容飼ナシ

　アラズ

　:ズ(ザリ)

否定的判断　:形容飼ナシ｡

　　　　　　　~アラズ｡

　　　　　　　動詞十~ズ｡

現代語　　東日本

ナ　イ

　
　
士
　
　
士

士
　
　
士

　近畿

　ナイ

(アラヘン)

　ン･ヘン

　ナイ

(アラヘン)

~ン･ヘン

→

東日本では､さまざまな形で表し分けていた否定にかかわる様ざまをナイー形式に収斂し

た｡近畿では､動詞の打消はやはりン･ヘンでありナイヘの収斂とはいえないが､ナイが

勢力を拡大したことは確かであって､その意味で､ここでは同じ転換を経た､と考える｡

この否定表現に関する変化は､動飼の打消まで含めて完全に終了するのは近世ごく末期で

あるが､先の整理を踏まえれぱ､ナイという形式の機能拡大のニ段階であり､否定という

カテゴリーにおける均質化をめざした類推現象ととらえることができる｡動詞に接続する

か､形容詞に接続するか､それとも単独で形容詞として用いられるか､という構文的特徴に

よって､その意味機能は混乱することはない｡統語構造が意味機能の支えとして確立する

なら､使う側としては､駒が少ない方が合理的である｡

　では､シキハ→シカ/ホカハ→ホカという音の縮約はどうだろうか｡これも､先の仮説

の新しいシステムにおいては､機能の支えが｢統語構造｣に移ったため､わざわざ､語と

(11)この見方は第1章においてとりたて詞の変化を考察して着想したものだが､尾上1982でいう､

｢係り結び的断続関係が全面に出ていた時代から…(略)…係り結びが裏面化した現代語｣へ､という

文法史観とも通ずるものかもしれない｡
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して事態レベルのとりたてを担うハを保存してマークする必要性がなくなった､という説

明ができるのではなかろうか｡単に､使い慣れて来て､使い古されてなどの理由でつづま

って､という説明もありえようが､その､つづまってとか使い慣れて音縮約を起こす｢限

界｣に至ったのがなぜ､その時期なのか､は説明できない｡音縮約を起こさせる､その要

因はその時期と関係付けられる別の原理で説明される必要がある｡

　本稿の筆者は､その要因を､古代語から近代語への大きな変化を起こした何らかの原理､

と考えたい｡いいかえれぱ､古代語から近代語へのほかのさまざまな変化も､今提示した

原理で説明できる可能性を検証する余地があるのではないか､と考えている｡

　この仮説で同様に説明可能､と本稿の筆者が考える言語事実として次のものがある｡

▽とりたて詞(係助飼･副助詞)のさまざまの､機能の拡大｡(→第1章)

これに先の仮説を適用すると､

　　グライ:準体助飼から準体助詞･副助飼･主題助詞への機能の拡大

　　コソ:係助詞から副助詞の意味も担うものへ｡

　　主題を提示する助飼の多様性:ナンテ･ッテ･ナド･ナンカ･デモ‥‥

といった変化に根拠が与えられる｡すなわち､言語形式の機能の支えが｢構造｣になった

ために､言語要素は､文構造上ある特定の階層に位置することで､その階層の担う特定の

機能を果たすことが可能になる､というこの仮説においては､各要素の意味上の制約によ

ってその担える範囲はさまざまであるが､例えぱ南の階層でいえぱ､A層､名詞レベルの

限定では数量･程度を表し､B層､文レベルの限定では対比的な意味機能をあらわし､C

層では主題を表す､というような現代語における機能の拡大が､構造的変化としてとらえ

られる｡

▽古代語における多様な助動詞=｢モダリティ専用形式｣の連立から､形式名詞を用いた

｢組立モダリティ｣表現へ｡(→井島1998)(12)

　　　む･らむ･けむ･　　　　　　　　はずだ/わけだ/ようだ/つもりだ‥･

　　　ず･じ･まじ　　　　　　→　　　　かもしれない/にちがいない/‥･

　　　めり･なり･べし　　　　　　　　　(~の)可能性がある/~は確実だ/‥･

古語では､いわゆるモダリティを表す要素は､それぞれのムードを表す専用形式として(現

在推量なら現在推量の助動詞として)存在し､それぞれの意味ごとに別要素が担い分けて

いるシステムである｡古代語のシステムでは一要素が一つの意味を厳密に担当している方

が合理的･経済的である｡一方､現代語では､ハズ･ワケ･ョウ･ツモリなどといった形
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式名詞と断定辞ダの組み合わせにより､モダリティを表す｡これらは､文構造上､文末な

ど特定の位置におかれることによってはじめて一かたまりの｢モダリティの助動詞｣とし

て働く｡これは､意味機能は構造で支えるという現代語のシステムにおいては､数少ない

駒で､文構造上の位置によって機能を担い分けた方が合理的･経済的だから､と考えるこ

とができるのではないか｡

▽アスペクト体系の変遷:意味的アスペクト体系から統語的アスペクト体系へ(金水

1995)

　金水1995で示されたこの変化も､本稿の仮説で説明できる可能性がある｡古代語のア

スペクトは結果状態(全既然･非限界動飼の場合は弱進行態)を~テヰタリ･ツツヰタリ

･~テヲリ･ツツヲリなどの形式が担い､また有情物主語にテイル､非情物主語にテアル

を用いる(どちらかといえぱ)意味的アスペクト体系であり､現代語では目的語を取るか

否か､や､動飼の限界性によってアスペクト的意味が決まる統語的アスペクト体系である｡

(12)井島1998ではこの変化を次のようにいう｡

　　古典語から近代語への移り変わり(中略)の一つに分析的表現の多様な展開という側面があるこ

　　とは､一般に認められることであろう｡本稿で論じた組立モダリティ表現はその一斑であると考

　　えられる｡(中略)分析的表現が増加するということは､モダリティ表現の複雑化をもたらすとと

　　もに､日本語の表現の多様化を推進するものでもあろう｡｣

また｢モダリティすなわち言語行為を表す表現｣について以下のように定義･言及する｡

　1.伝聞形にできない｡/2.現在形でなければならない｡/3.否定形にできない｡

　4.言語行為を表す要素は､終助飼がさらに承接することはあるが､原則として文末に現れなけれ

　　　ばならない｡当然のこととして､補文にも用いられない｡(下線引用者)

　　組立モダリティ表現の場合には､いずれもソウダを加えて伝聞形にもでき､夕を加えて過去形に

　　もでき､ナイを加えて否定形にもでき､さらにたとえばコトを添えて連体修飾化して補文に用い

　　ることもできるのであるから言語行為の条件を何一つ満たしていないことになる｡したがって

　　"組立モダリティ表現"とは言っても､このような形式がそもそもモダリティを表わすために生

　　み出されたのではなく､言語行為を表わす遂行動詞(引用者注:｢命じる｣など)が一人称･単数の

　　主語､現在形/直接法能動態の述語の場合にのみ言語行為を表すともあるのと並行的に､言語行

　　為に係わりのあるある種の抽象名詞が､先の1.~4.のような条件を満たす場合にのみ言語行為

　　を表すこともある､ということなのだろう｡

この井島の説明は､本稿で提示した近代語の｢構造と要素の関係｣に当てはまるものと思われる｡
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古代語ではどの要素を用いるか､でアスペクト的意味が決まるのに対し､現代語において

は､統語構造がアスペクト的意味をささえているわけである｡ただ､このアスペクト体系

については､現在でも意味的アスペクト体系を維持している方言もあり､そういう方言で

の､他の文法変化とのかかわりも見ながら言及する必要はあろう｡

　以上､｢~シカ…ナイ｣表現以外で､先の仮説で説明ができそうなものを何点か挙げた｡

これらは､すでに古代語から近代語への大きな変化といわれている言語変化であるが､こ

れに言語内的要因･条件が示されたことはなかった｡これを示し得た点は本研究の成果の

一つといえる｡

　ただし､この言語内的要因･条件は､あくまで可能性の一つであり､さまざまな構文構

造に関わる変化によって検証される必要がある｡さらに､これが特定の､古語から近代語

への変化期に起こったことの理由は明らかでない｡いつ､という外的要因との結び付けは

依然､問題として残る｡ほかに､同時期に起こっている文法変化をこの仮説で説明するこ

とができるか否かに関して､さらなる検証が重ねられれぱ､この内的要因を特定の時代に

結びつける要因が見いだせることになるであろう｡

4.3　幕末明治期におけるヨリ･キリの〈其他否定〉用法獲得の説明

　本節の最後に､幕末明治期に東京･大阪ともに新しい〈其他否定〉の係助飼を生み出し

た理由について考えておく｡

　東京方言の場合､否定表現ナイの体系内的均質化の完成期であり､ナイの使用量の増加

(坂梨1973)が､常に〈其他否定〉専用形式になり得たキリの〈其他否定〉用法の獲得の

きっかけになった､という説明も可能性として皆無ではないと思われるが､ある形式の使

用量の増大ということが共起するとはいっても特定の形式の文法化に影響するか否かは簡

単にはいえない｡また､そのことではナイの体系内的均質化･使用量増大には直接かかわ

らない近畿方言圏でのヨリの係助詞化を､外的要因と結びつけて説明することはできない｡

　現段階では､要因は､シカ･ホカの〈其他否定〉の係助詞としての確立そのもの､およ

び､〈其他否定〉用法獲得の条件とを精密化していくことによって説明しなけれぱならな

いと考えている｡

　歴史的に､一且､シカ･ホカがそれぞれの方言圏で〈其他否定〉の係助詞として確立し

たのちは､〈其他否定〉と意味の近い｢他者を問題にする事物の限定要素｣が､｢いつく其
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他否定〉専用形式となってもいい条件｣を備えた瞬間に､目新しいさらに強力な印象の表

現として〈其他否定〉の係助飼にスライドするのは容易なことであろう｡

　その｢条件｣とは何か｡第2章~第4章から得られた仮説に従えぱ､意味的には､｢均

質な属性を持った(他者を含む)集合｣を想定する要素で､〈其他否定〉と表裏一体であ

る(すなわち否定述語とともに使われて結果的に〈其他否定〉を表しうる)､ということ､

構文的には､｢係助詞｣になりうる構文的環境にあること(すなわち[○○十係助詞]と

いう形の複合形式の前部要素の段階を経ていること)､の二点と考えられる｡　ヨリも､キ

リも､近世の末期までl こは､構文的にも意味的にもそのスライドを起こす条件を整えてい

たといえる｡

　意味的には､本章2.2節および第2章でみたように､ョリの担う〈比較〉､キリの担う

　〈期限〉というそれぞれのもつレキシカルな意味によって､常に〈其他否定〉と表裏一体

の状態にあった｡また構文的には両者ともョリハ･ョリホカ/キリシカという係助詞に後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　-

接され(とりたてられ)た複合形式の前部要素の段階を経ている｡ョリホカは､ョリホカ

ニ･ョリホカハといったかたちで古代からすでに多く見られる形式であるが､その､ホカ

が係助詞になることによって初めてヨリ自身が係助詞になる条件が整ったといえるのでは

なかろうか｡逆に言えぱ､シカとホカが､それぞれの方言圏において係助詞として確立し

たからこそ､古来､〈其他否定〉と非常に近い意味を表し得る非存在文(例:｢これより

まさるはなし｣)の中で用いられたョリが､その比較構文で｢ナイ｣を述語にとり､｢~

ョリ(上は･他は)ナイ｣という形で使われた瞬間､〈其他否定〉への再解釈が行われ､

ヨリ自身〈其他否定〉助詞として確立しえたのではないか｡同様に〈期限〉の意味で､く其

他否定〉と表裏一体の意味を表しえたキリ(例:今夜ぎりだ｡)も､その〈期限〉を表す

文でナイを述語に取って､結果的に〈其他否定〉を意味することができたとき(例:｢今

夜ぎり(で)来ない｣)､それ自体で〈其他否定〉を表す係助飼となる環境が完全に整っ

た､と考えることができよう｡そのときに､キリシカという係助飼シカにとりたてられた

複合形式として〈其他否定〉構文に関わることが｢再解釈｣の契機となると考えられるの

である｡

　ここまでのところ､以上のように考えることが可能であるが､問題点も残っている｡例

えぱョリについては､ホカの係助詞化と､｢再解釈｣の契機としての｢ョリホカ｣という

複合形式､および｢~ョリ〈比較〉ナイ｣という表現の出現､によって｢条件｣が整うの

であれぱ､明治期よりもう少し早い時期に､〈其他否定〉のヨリの用例があってもおかし
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くない｡近畿出自と見られるョカという方言形式との成立の史的前後関係も含め､上方語

から明治期大阪語までの用例をさらに採集しての検証が必要であろう｡またキリについて

はキリシカと〈其他否定〉の係助詞キリとの出現時期が微妙に近く､本当に｢キリシカ｣が

先といえるのか､複合形式を経ることが必須の段階となっているのかどうかは､さらに確

認する必要がある｡シカを用いずキリだけが分布する方言においても､例えぱ[キリハ]な

ど､シカ以外の係助詞に後接された段階(古い形)があるのかどうか､など追求して行く必

要があろう｡

　また､以上の仮説に対し､他の言語内的要因によって､なぜ明治期かを説明する余地は

ないだろうか｡この明治期の変化は､中世末~近世初期の変化と合わせて､｢古代日本語

から近代日本語への一大文法変化｣という一つの動きの中でとらえられる可能性もあろう｡

中世末~近世初期に､古代日本語から近(~現)代語への転換期としての断層を認める考

え方は早くから認められているが､その古代日本語から近(~現)代語への転換が､中世

末期にはじまり､幕末明治期に完成期を迎えた､という考え方である｡一大変化の始まり

と終わりに個別的な変化ももっとも多く為され､その動きの中で新しい要素の｢係助飼化｣

が果たされていった､という要因が考えられるかもしれない｡ただし､全く推測の域を出

ない｡また､別の可能性として､明治期の変化を､言語変化における｢周期的な新語の要

求｣という側面からとらえることも可能かもしれない｡シカの表す〈其他否定〉という意

味機能は､多分に評価的側面をもつ｡評価的側面をもつ語彙において､次々に新語が要求

されるのは周知のとおりである｡(例えぱアホ･バカ語彙(ふれ(もの)→をこ→‥･→ぱか

→あほ‥･)/程度副詞(いと→‥‥→すごく→めちや/ごっつ→超‥･))｡このような､｢新

語の要求｣という力の影響も考える必要があろう｡ただ､これら二つの考え方は､文法化の

方向性やその変化の所要時間､所要時間を決める要因､新語が要求される条件について､

未解明の部分が多いため､その整備を経なけれぱならない｡言語学の､文法化を扱う分野

でもこのことは牒題の域にある｡今は可能性の指摘にとどまる｡

5.おわりに

　シカの類と否定表現両方を日本語文構造の歴史のなかで捉えるという観点からく其他否

定〉表現の変遷に文法史的な説明を試みた｡

　　〈其他否定〉専用の係助飼の成立(係助詞化)､否定表現のナイヘの収斂･ナイという
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　(否定)表現の機能･使用の増大という変化を統一的に説明する原理の導入を試みて､そ

の本質を､｢語レベルで意味機能を分担するシステムから構造が意味機能を支えるシステ

ムヘ｣という構造的な変化と考えた｡これによれぱ､変化前･変化後をともに体系と捉え

た説明が可能である｡いずれもそれぞれのシステムにおいては､それぞれのシステムに応

じた合理性･経済性が実現している｡ここで想定した原理は｢合理性の種類｣の変換といっ

てもいいかもしれない｡これまでの文法史とはことなり､｢進化｣や言語使用者の意識に結

び付ける必要がなく､それぞれの共時態はそれぞれの合理性をもっているという前提を保

って､言語内的要因の一可能性を提示し得たのではなかろうか｡また他の古語から近代語

への文法的変化のうち､この説明が当てはまるものにも触れた｡

　本章で扱えなかった､のこされた問題を改めてあげておく｡

　　　･このような構造的な(システムそのものの担い方という)変化が､中世:古代語から

　　　近世語への日本語の大きな転換期:におこった理由｡つまり､｢いつ｣という外的

　　　要因との結ぴ付け:｢歴史｣への位置づけ

　　　●異なる原理で説明されている同時期の文法変化との整合性(13)

　　　･明治期にふたたび新しい形式ヨリ･キリを生み出していることの理由

　　　　　:それを支える根拠:｢[○○十係助詞](すなわち係助飼に後接された複合形式

(13)例えば格標示の顕在化､接続詞･接続助詞の生産などは､この見方に合わないように見える｡

　『講座日本語学3』(土井洋一)では､接続助詞の生産について次のように言う｡

　　問題は(中略)連用形の中止法や二文の列記の形式で文脈からの判断に委ねるのではなく､関係

　　表示に携わる接続語に託す形式が進み､そこに用いられる個々の語彙もまた､一語一用法を目指

　　すことで､表現意図の明晰化が計られた点にある｡

一見私見と相いれないが､ここで言ってるのはパラディグマティクな対立における一語一用法とい

うことではなかろうか｡(そうであるならばそれは古語でも近現代語でもいかなる言語においても当

然目指される明晰化といえよう｡)格助飼ガから接続助詞ガが生まれたことにしても､ガそれ自体の

変化を考えれば､構文的な現れの違いで格助飼と接続助詞とを担い分けるのであり､そうであるなら

ば私見と矛盾するものではない｡格標示の顕在化については､私見のように構造の支えが強固になっ

たのであれば､積極的に標示されなくてもよいともいえ､私見に反するようだが､統語構造を支えと

するシステムにおいては､統語構造が支えだからこそ文法関係を示す格については｢膠着のシンタク

スをいっそう外顕化する｣(亀井他編1%6/p.246)ことも可能になるのではないか｡また口語では格助

飼をいわなくてもよいこと等も併せて､説明する必要があると考えている｡
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　　　　の前部要素の段階)が､〈其他否定〉用法獲得の契機となる｣という仮説の

　　　　さらなる検証｡

　･古代語から近･現代語への転換を､中世末に始まり､幕末明治期に完成するという

　　考え方の検証｡

　･文法変化の方向性と所要時間に関する考察｡

　･言語学の文法化という概念と､ここで目指す文法史との整合性｡

これらをすすめていくことは､文法史という分野の整備をすすめることにもつながる｡
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糸吉言商

1.本論のまとめ

本研究のまとめと課題

　本研究では､構文構造史の方法論構築の一試論として､日本語助飼シカ類に注目した｡

　まず､助飼にかかわる構文構造をもとに文法史を構築する前提として､具体的なシカの

文法史的研究の議論に入る前に､第1章では､現代の文法理論における､シカおよび関係

する助飼の構文的位置づけに関して考察した｡学説史的側面を考慮に入れながら､係助詞

･副助詞･とりたて罰といった枠組みの整理を行い､そのなかで､係助詞･副助詞の違い

に重なる構文的特徴に注目することが､真の文法史(=構文構造史)構築に必須の通時的

理論的枠組みの設定につながる可能性を示した｡

　第2章では､シカ類の史的変遷過程の記述を行った｡ここでは､特にシカの端的に､格

助詞･副助詞類に必ず後接するという構文的特徴に注目し､いわゆる｢係助飼｣としての

構文的特徴を備えた助詞である､またこの｢係助飼｣としての構文的特徴と､シカ類のく其

他否定〉という意味機能が不可分であると考えて､係助詞化を基準に｢~シカ…ナイ｣構

文の確立過程に仮説を提示した｡すなわち､

　①　〈其他否定〉構文の成立においては､

　　第1期:〈其他否定〉専用形式の成立(〈其他否定〉というカテゴリーの成立)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:中世末~近世初期

　　第H期:新しい〈其他否定〉要素の確立　　　　　　　　　　　:幕末明治期

　②　①の二つの転換期は近畿･東京方言圏に共通している｡

　③　〈其他否定〉の係助飼の成立には､[○○十(〈其他否定〉の)係助飼]という

　　　複合形式の段階を経ている｡

①では第H期の変化を記述した点が新しい成果だが､このことから〈其他否定〉構文の転

換期が､日本語史上､他の大きな文法変化の多く認められる二期に一致していることが確

かめられた｡また､②からは､この〈其他否定〉構文の成立が､方言圏を問わない日本語

の全体的な変化として考えられる必要があること､すなわち①から分かることと併せれぱ､

-134　-



能を支え

的位置によって意味機能を担い分ける現代語､

は

化に関し

になってし

〈其他否定〉構文の成立

あることが示唆された｡

変化自体が日本語そのものの文法変化の中で説明される必要が

③は
W

心

る可能性が認められる

の複合形式の段階が

と同時に

飼｣たる構文的特徴と不可分である

　第3章では､

性を確認すべく

矛盾が生じない

･ヨリ

きるこ
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〈其他否定〉
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｢係助
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第2章の前提l
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第2章の文法史的牒題に
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対する仮説を検証する前l
?゛

心 シカ類の

言語地理学的観点からの検証で

こ各地の

　範囲〉

〈其他否定〉

の限定｣ という

とから意味論的観点からの分析の可能性をも得た｡

に関わる要素の

ケの史的変遷を見る

限定対象

文で用い

〈其他否定〉

助飼にバカ

`7゛

心

キリ

共通の意味的性質を指摘で

｢く数量 程度 範囲〉

リ･ダ
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用法獲得の可能性に関しては第4章で､

ことによって考察した｡

の数量や範囲を限定する

とによって
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構文での使用

係助詞]
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〈其他否定〉

〈其他否定〉
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心

り

バカ
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他否定〉

否定〉の)

した仮説l

こに

と
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心

言語事実､

不可分に

これは

それによ

とで必ず他者を問題にする要素が

用法を獲得する という仮説を得た｡

構文成立後にあっては

第2章

型の複合形式の前部要素の段階が

こ矛盾なく 逆に補強するこ

非存在構

非存在構文

否定述語を強制する

第3章で得られた ｢[○○十

く其

(く其他

用法獲得の契機になる｣

う史的
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と考えられる｡

日本語文法史上係助詞でなかった要素が係助詞と

古代語には専用形式の存在しなし

結びついて確立してきた

〈其他否定〉

して確立してきたとし

が係助詞たるべき構文的特徴と

という史的言語事実が確認され

係助詞にかかわる文法史構築の端緒が開かれたといえる｡

第5章では 第1 章から第4章までの議論を踏まえ

言語内的要因の考察を ｢~シカ ナイ｣

中世末期に起こった大きな文法変化

要素と構造の関係からみてシス

一要素一機能を原則と

シカ類に注目

本研究の課題である

構文に関して試みた｡

しての

文法変化の

の考察を通して
`y-　¥一　φ

､､_で
`y-

心

古代語と近代語日本語の文構造の変すなわち

テム の担い方が異なる という視点を提示した｡

して要素毎に意味機能を担い分ける古代語に対して文構造が意味機

言語要素はある構造的位置を占めること によって特定の意味機能を担う

という

ぜその時期にその変化が起きたのかを説明するための､

達せられなかった｡その達成自体は今後の課題である｡
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構造

､な

言語外的要因との結び付けまでは

その牒題の橋渡しとして､今回仮



説として提示した｢言語内的要因としてのシステムの変化｣の検証のために､〈其他否定〉

構文以外の文法変化についての､この視点の適用可能性については検封した｡

2.本論のための課題

本論の精密化､発展のためには次の点の考察の必要性がある｡

･より厳密なかたちでの現代語シカの構文的･意味論的考察

･個別方言における､名飼の限定要素の体系的整理(第2章･第3章の支えとして)

･〈其他否定〉と〈〈数量･程度･範囲〉の限定〉との関わりに関する意味論的考察

･数量詞の性質と｢係助詞性｣の関わりに関する構文的･意味論的考察

･言語内的要因の仮説としての第5章の再検討と､言語外的要因との結びつけ

また､本研究は言語学の分野で進められている｢文法化｣(Grammaticalization)の研究とも

課題を同じくするところがあり､その｢文法化｣に関しては､多くの業績があるが､それ

らに関してはほとんど検討できなかった｡ただし､序論でも述べたように､言語学の分野

においても､言語の変化に対するとらえ方に関しては､国語学･日本語学と共通の問題点

を抱え､変化を説明するための理論的な支えについては､これからの課題となっている｡

　｢文法化｣ということがトピックになっている場合においても､共時的な普遍文法の理論

化を最重要課題として追究しているという言語学史上の趨勢を受けて､｢文法化｣とは何

か､という理論面での整備や､共時的に観察される限りにおいての文法化の分析は行われ

ているものの､本研究の目指す意味での｢言語変化の理論的意味づけ｣は棚上げされてい

る｡多くは共時的に多機能語として存在するものに関して､意味論的･語用論的な一般化

を行う､文法化の種類を蓄積していくというスタイルでの実践が行われている段階といえ

る｡これによって､具体的意味を持つ単語から､意味的に抽象化し音韻変化を起こし､文

法的機能に重心を移すといった｢文法化｣の認定条件が抽出され､概念としての理論化は

進められているが､その変化の方向性の意味づけや､その変化を起こす要因に関する議論

は棚上げされているところである｡これは言語学史の趨勢を受けての現状ではあるが､文

法変化から言語構造そのものをとらえるという還元の方向性を明らかにしたスタンスでの

研究はまさにこれから行われる､｢古くて新しい｣牒題となっている｡ただし､現代言語
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学が言語の普遍性を最重要牒題としているという点では､本研究とその課題を同じくする

といえる｡変化を通じて言語の普遍性を見ようという本研究の立場では､文法化に関する

研究成果をはじめ諸分野の成果と有機的に統合することも必須の段階である｡共時的研究

の蓄積､あるいは文献資料･方言資料のある言語での史的研究の蓄積を待ちつつ､言語変

化を言語の本質ととらえ､その言語内的要因をさぐり､意味づけて言語の構造を考える視

点､およびその実践は､一般言語学的にも有効な立場であり､相互に整合性を求めていく

必要があると考えている｡

3.おわりに

　本研究の眼目のひとつは､シカを｢係助詞｣たるものとして位置づけたことである｡

本論では､上記の通り､シカ類の｢係助詞性｣の検對が中心をなすが､この検討によって

は､シカ類に｢係助飼性｣を認めること､シカに特有の〈其他否定〉という意味機能がこ

の構文的特徴と不可分であることの二点に一定の根拠が与えられたと同時に､古代日本語

のみならず､現代日本語においても(ひいては日本語という一言語においても)いわゆる

係助飼としての構文的特徴が､ある一定の意義を持つことを示し得たのではないかと思う｡

すなわち､日本語において｢『係助詞』として振る舞うことの意味とその機能｣(すなわ

ち､係助詞とは何か)を改めて追求する新しい筋道を示し得たことは非常に意義深い成果

の一つととらえられる｡この追求は日本語の係助飼にまつわるすべての問題に関わり､そ

れらの解明に資する可能性を持つものであり､真の文法史としての構文構造史研究につな

がりうる｡そして｢係助飼｣という枠組みに良くも悪くも多大な影響を受けてきた近代以

降の国語学史･日本語学史を解きほぐし､再評価するための契機ともなりうる｡学説史に

もコミットしつつ史的･地理的変化を多角的･総合的に結びつけていく方法論をとりえた

のは､すべてはシカという助飼が｢係助詞性｣を持ち､また方言に多くの形態を持ってい

たという偶然による｡本研究が､日本語構文構造史構築の―試論として意義あるものであ

るとすれぱ､機の熟したこの時代に､この偶然に出会ったことが最大の要件であった｡

　すなわち､本研究は同じ牒題をめざしつつ､複雑に絡み合ったり乖離したりしている伝

統的国語学･現代日本語学･言語学･文献による歴史的研究･方言研究といった諸分野を

有機的に統合したいという試みの一つでもあった｡共時的な構文論的分析を基礎に､歴史

的変化･地理的変異･意味的変容を考盧に入れた多角的な分析､という点は方法論として
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も注目できるであろう｡ただし､この方法においては､各分野のアプローチの精度が統合

した結果の質に如実に現れる｡本研究の方法論において､高度な総合分析力と各分野の方

法論の厳密さを保持しつつ､本来の有効性を発揮するには､プロジェクトとして各分野の

専門家が集まって一つの課題に取り組むという形も望まれる｡そのような構想も考慮に入

れつつ､着手した文法史研究を進めていきたい｡　　　　　　　　　　　　　　(以上)
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