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三文小説を楽しむ

ー 三上文法に託して ー
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いきさつ
三文小説を楽しく読もうという下心から、ここ数年、「ことば」一般とそのま

わりを、素人として巡ってきました。グレゴリー・ベイトソンの複雑系に対す

る見方から、印欧文法の主語述語形式や属性概念などの通念がもつ危うさや限

界に気づかされました。

マイケル・トマセロの子どもやチンパンジーの認知や言語発達の知見からは、

＜ヒトの頭・心・体の情報＞という認知的構図を描きました。三木成夫や養老

孟司の発生進化論がその構図の進化論的裏打ちをもたらしたようです。

そして、マイケル・トマセロの認知言語論とダン・スペルベル、デアドル・ウ

ィルソン、ロビン・カーストンの関連性理論とからは、＜発話内効力／態度／

題目・焦点化＞ということばの枠組が生まれました。

日本語については、佐久間鼎、三上章、折口信夫、吉本隆明などの知見を後追

いした次第です。とくに、三上章は文体と考察が冴えていて、三文小説を楽し

むように、再読・三読しました。三上文法は、少なくとも現代日本語に関する

限り、既に半世紀前から関連性理論の先取りをしてきたとみなされます。

この稿では、三上文法や折口信夫の国語論を下敷きに、発話や読み物の構図を

日本発の関連性理論ともいうべき＜ムウド・サマ・コト＞という文法的構図に

つなげ、主として、その手続き的認知操作の解明に接近しようと試みます。



目次

１． ヒトの情報と発話

２． 書き手・語り手と読み手・聴き手の構図

３． コト 格助詞

４． サマ 活用形*

５． ムウド 係り係られ 陳述度*

６． テンス**

７． 省略** 零記号**

８． 文末表現**

９． 敬語法**

１０． 引用法など**

１１． 引用文献・参考文献

註： * 印の節では、文例の一部だけを配布資料としました。

*＊ 印の章・節の文例は、配布資料からは省きました。

配布資料は、全体の約半分ぐらいになります。
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ヒトの情報と発話



ヒトの頭・心・身体にある情報

情報のありか 概念系 感情系 身体系

情報 知覚系 情動系 運動系

制御 意識

顕在情報 継起的

デジタル 意図的 概念・ことば 感情・気分 行為・動作

制御過程 意識的 動機づけ

努力要 自己評価

半顕在情報

ハイブリッド 中間層 イメージスキーマ ストレス・衝動 体動

半制御過程 前意識的 閃き・再認 勘・直観 表情・母語

潜在情報 並列的

アナログ 反射的 ゲシュタルト 情動 反射

自動過程 無意識的

努力不要

註：「概念・ことば」は、左上の一隅に位置づけられ、森羅万象を分節化して、健気

にも世界と切り結ぼうとします。
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発話の構図：トマセロ・関連性理論

≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫

≪言語的文脈（= 心的想定）≫

話し手・聞き手の 知識・期待・遠近法（perspective）

発語内効力 ： 態度 [ 内容 ]
（illocutionary force） (attitude ) (content)

[ 題目・焦点化 ]

（topic -focus）

（modal） （epistemic）

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]        [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …   確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」
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発話と体・心・頭との粗い対応

≪非言語的＆言語的文脈（= 心的想定）≫ 話し手・聞き手の知識・期待・遠近法

発語内効力 態度 [ 内容 ]

[ 題目・焦点化 ]

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること] [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …  確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」

＜身体系＞ ＜感情系＞ ＜概念系＞

意識 行為・動作 感情・気分 概念・ことば

動機づけ・評価・姿勢・声音 自負心・ユーモア 入れ子・揺らぎ

前意識 体動 ストレス・衝動 イメージスキーマ

表情・身振り 怒り・訝り・関心 イメージ・リズム

無意識 反射 情動 ゲシュタルト

内臓系・筋肉系反射 快不快・活性不活性 差異・同一・変化・反復
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発話の文法的構図：トマセロ・三上文法

≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫ 話し手・聞き手の 立ち位置

≪言語的文脈（= 心的想定）≫ 話し手・聞き手の知識・期待・遠近法

発語内効力 態度 [ 内容 ]

[ 題目・焦点化 ]

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること] [発話の言語的意味]

意図・信念・願望・関連性…  解釈・ 確信度・推量 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」

訴え・表出：意図・信念… 演述・解釈：確信度・関連度 記述：

叙法：ムウド；文型・活用形 サマ：助辞・助動辞 コト：和文５類型

感嘆文・命令文・ 認定・断定・確言… 名詞文・形容詞文・動詞文

疑問文・願望文・ 推量・推定・伝聞… 品定め文・物語り文

平叙文・肯定否定文 … 疑問視・肯定否定 … 助動辞・格助辞

活用形・敬語法 活用形・題目選択… （英語；主述文/５類型）



関連性理論 抽象構文 ムウド・サマ・コト

関連性理論は、次のように発話の構図を立てました。

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]        [発話の言語的意味]

これに対して、マイケル・トマセロは、抽象構文で、次の構図を対置しました。

発語内効力 態度 内容

（illocutionary force） (attitude ) (content)

[ 題目・焦点化 ]

（topic -focus）

（modal） （epistemic）

拙稿では、マイケル・トマセロの視点を下敷きに、三上文法の

ムウド サマ コト

（モダリテｲ） （狭義のムウド） （デｲクトｳーム）

を対置します。

すると、零記号、助辞、とくに副助詞、助動辞、活用形、文末表現、敬語法……

など、見直さなければならない日本語の課題がにわかに浮上します。これらは、

ふだんの私たちの談話や書き物に即して解明されなければなりません。



ムウド・サマ・コトへの接近（１）

手掛りは、まっとうな発話や談話、詩や小説にありましょう。それゆえ、以降

コト・サマ・ムウドにかかわる、三上章による『構文の研究』の文例とその解

釈をできる限り引用します。

これらは、和文の特徴を示す貴重な宝庫です。例文を読みとくことが、即、日

本語の研鑽につながっています。例文一つひとつの背後には、何百、何千とい

う新聞や雑誌の切抜きが三上章の押入に入っていたはずです。

たとえば、コトの概念は、ローレンス・バーサロウによる認知科学的な「概念

のシミュレーション論」を、半世紀前に先取りしていたようです。

また、「三上文法は副助詞“ハ”を題目の提示だと偏って言張っている」とい

う通念（言語学会の俗論）は見当違いです。三上文法は、関連性理論風に言え

ば、手続き的認知を導く表現なのだという有力な視点に立っています。この点

を日本の言語学関係者はすっきりと品定めできていないようです。

さらに、三上文法は活用形を基に、陳述度という概念によって、構文論に踏み

込み、発話や談話の話線に切り込みました。その先の成果が待たれてきた半世

紀なのですが、素人にも腑に落ちる、国語学者による冴えた現代日本語構文論

は、今のところ視えないのが残念です。



ムウド・サマ・コトへの接近（２）

というわけで、『構文の研究』の例文を、煩を厭わず紹介することにします。

ご承知のように、『構文の研究』は、三上章が東洋大学に提出した博士論文で

す。1959年に執筆され、博士号取得は翌年でした。

半世紀以上前の作品ではありますが、文例の中にはいきつけの酒処の昔のご常

連が登場したりして、やつがれ（僕）には懐かしく身近な著作です。

なお、2007年の第２刷版には、明らかな誤字や書き間違いとみられるものが、

１ダースほどありましたので、拙稿では勝手に直してあります。いかにも三上

らしい“語囲”“語囲的”という言い回しなどは、“語彙”“語彙的”のよう

に改めました。当世の読者向けの妥協です。
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書き手・語り手

と

読み手・聴き手



書き手・読み手の構図（１）

これまでは、主として「発話」を中心に議論を展開してきました。

発話や談話は、オンライン・リアルタイム処理を特徴とします。とにかく、と

っさに受け答えしなければなりません。四半刻（30分）経ってから相槌を返す

というのでは談話がなりたたない。ヤジや妨害演説や大向こうからの掛け声な

どもタイミングが大切です。

書き物のように手直しや推敲はできません。聞けば分るという「理解語彙」は

ふつう使えないとしたものです。ふだん使っている「使用語彙」が唯一の頼り

になります。「鍵屋と玉屋とどっちが川上だったっけ」と反芻しているわけに

はいかない。

メールのやりとりは少し違ってきます。スマホは持ち合わせないので分かりま

せんが、パソコンの電子メールのやりとりでは、少なくとも語句単位、文単位

で見直しをするのがふつうです。タッチタイピングが名人級の猛者ならば、発

話と同じような速さで情報伝達ができるかもしれませんが。とにかく、「理解

語彙」だけではなく、辞書を引くなりして、辛うじて「使用語彙」の範囲を広

げようとするのがごくふつうです。

ところが、書き物を書いたり、読んだりするときは、事情が変わってきます。



書き手・読み手の構図（２）

古典（記紀や万葉集、伝承）あるいは、書き物（詩や三文小説）の場合は、ふ

つうテクスト・字面（じづら）に表れない書き手・語り手（零人称）のムウド

やサマも深読みする必要がしばしば生じます。

つまり、古典や書き物の場合は、

テクストに表されていない書き手のムウドやサマやコトの展開

テクストの字面に表れている作中人物のムウドやサマやコトの展開

の両方を相手取らなければならなくなります。

このことは、漫然と三文小説を読んでいると、なかなか気づきにくいところで

す。例えば、やつがれ（僕）の場合、藤沢周平の晩年の作品になぜ惹かれるの

かがどうにも分りませんでした。あるとき彼の「海坂藩」という原点が、折口

信夫の「海坂」という古縄文人にまつわる解釈につながっているのに、思い至

りました。これで疑問が少し解けた気になりました。（読み手の誤読か深読み

にすぎないかもしれませんが）。それにつけても、この気づきには２０年にわ

たる再読・三読を要した次第です。



ムウド・サマ・コト（１）

＜書き手・語り手＞

ムウド

サマ

コト

ムウド

サマ

コト

＜テクスト・登場人物＞

点線で囲まれた部分は書き手・語り手のムウド・サマ・コト、実線部分はテクスト

・登場人物のムウド・サマ・コトです。外側が内側を着物のように包み込んでいる。

テクストに表れない状況が、零記号としていつも背景にあることに留意します。

字面（じづら）の他に、これらを読み込まないと、テクスト了解には届きません。

もっとも料理文や数学文なら、内側のコトだけで済むこともあります。

言語文脈として見ると、ムウドは法・モダリテｲ、サマは助動辞・助辞、コトは詞

（動詞・形容詞・形容動詞）と格助詞が、主として受け持ちます。



ムウド・サマ・コト（２）

ムウド・サマ・コトをどう了解するか、とりあえず、身も蓋もない言い方でま

とめてみます。現場尊重の三上章はこういう語り口を嫌いましたけれど。……

コトは、ヒトが世界の関係（性）や成立ちをどう分節化して言表すかを示しま

す。関係には、自分も相手も状況も含まれます。真理条件には必ずしも拘らな

い。むしろ、コトはヒトの頭の中にある一種の認知的なまとまりと見なします。

過不足なく表現できれば一番いいのですが、アナログの世界をデｲジタルで有

限な言表で言い尽くすのは、まずは無理としか言いようがない。

そこで、コトの表現が「ナンボノモノカ」という判断がサマとして加えられま

す。狭義のムウドとも位置づけられます。次ページにあるように、サマはまた、

自分の感情や意志や推量をも表現します。

ムウドは、狙いや思い入れを示します。これは、住む街の人気（じんき）、国

柄、民族などで違ってきます。ヒトの世界に対する立ち位置、選好などはさま

ざまですから。悪意のある邪な狙いや思い入れも、率直かつ積極的に認め、品

定めします。この科白自身が一つのムウドであるのは、ヒトの性（さが）です。

ムウド・サマ・コトと関連性理論とをどう品定めするのかが、拙稿の課題です

が、とりあえず、俎上に上る日本語の言葉使いの収集から始めます。



註：ムウド・サマ・コトと助辞・助動辞など

ムウド・サマ・コトと助辞・助動辞その他との対応は、古語を追及する小松光三と藤
井貞和の「域」という言葉づかいを一部借りると、次のようになります。拙稿は、現
代日本語では、さらに点線内の領域を勘案する必要があるとみなします。腑分けは大
まかで、助辞「ハ・モ」などはサマだけでなく、ムウドにも触手を伸ばしています。

＜ムウド＞ ＜サマ＞ ＜コト＞
（モダリテｲ） （狭義のムウド） （デｲクトｳーム）

推量域 助辞 存在域
ム・ムズ ハ・モ （ア）リ

助動辞

意志域 形容域
ベシ シ（ジ・ズ）

省略 活用形 時制域（テンス）
零記号 キ・シ

文末表現 相域（アスペクト）
ネ・サ・ヨ ツ・ヌ

敬語法
デス・マス／デアル・ダ
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書き手・語り手の構図
≪非言語的文脈≫ 書き手・語り手の立ち位置と状況

＜書き手・語り手＞

書き手・語り手効力 書き手・語り手態度 書き手・語り手内容

テクスト効力 テクスト態度 テクスト内容

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞
[テクストで意味されること] [テクストで書かれていること] [テクストの言語的意味]

意図・信念・願望 …  確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音は何か？」 「本気で言ってるのか？」 「本当のコトか？」
ムウド サマ コト

訴え・表出：意図・信念… 演述・解釈：確信度・関連度 記述：
叙法：ムウド；文型・活用形 サマ：助辞・助動辞 文：コト；和文５類型

感嘆文・命令文・ 認定・断定・確言… 名詞文・形容詞文・動詞文
疑問文・願望文・ 推量・推定・伝聞… 品定め文・物語り文
平叙文・肯定否定文 … 疑問視・肯定否定 … 助辞・助動辞
活用形・敬語法 活用形・題目選択… （英語；主述文/５文型）

≪言語的文脈≫ 書き手・語り手の知識・期待・遠近法

＜体＞
行為：意図・動機づけ・評価
表情・声音
身体的反射

＜心＞
感情・気分
ストレス・衝動
情動

＜頭＞
ことば・概念
イメージスキーマ
ゲシュタルト
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読み手・聴き手の構図

≪非言語的文脈≫ 読み手・聴き手の立ち位置と状況

＜読み手・聴き手＞

読み手・聴き手効力 読み手・聴き手態度 読み手・聴き手内容

テクスト効力 テクスト態度 テクスト内容

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞
[テクストで意味されること] [テクストで書かれていること] [テクストの言語的意味]

意図・信念・願望 …  確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音は何か？」 「本気で言ってるのか？」 「本当のコトか？」
ムウド サマ コト

訴え・表出：意図・信念… 演述・解釈：確信度・関連度 記述：
叙法：ムウド；文型・活用形 法：サマ；助辞・助動辞 文：コト；和文５類型

感嘆文・命令文・ 認定・断定・確言… 名詞文・形容詞文・動詞文
疑問文・願望文・ 推量・推定・伝聞… 品定め文・物語り文
平叙文・肯定否定文 … 疑問視・肯定否定 … 助辞・助動辞
活用形・敬語法 活用形・題目選択… （英語；主述文/５文型）

≪言語的文脈≫ 読み手・聴き手の知識・期待・遠近法

＜体＞
行為：意図・動機・評価
表情・声音
身体的反射

＜心＞
感情・気分
ストレス・衝動
情動

＜頭＞
ことば・概念
イメージスキーマ
ゲシュタルト
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詩の解釈（１）：吉本隆明

玄人（俳句の発生を語る詩人吉本隆明）の俳句解釈を引きます。

荒海や 佐渡によこたふ 天河

ひとりでつくるんだということ、それから短いんだということ、このふたつに

ついて芭蕉はものすごく苦労しています。「佐渡によこたふ」というのはいか

ようにもいえるわけです。「荒海や佐渡にかかれる天河」と、こういったって

いいわけだけれど、どうして「よこたふ」といったのか。そこに芭蕉の工夫が

あるように思います。

五・七・五という短い形になってしまったけれど、五と七は、ふたりの人間の

問答だというくらい、あるいは客観と主観というくらい違うように表現する必

要があるというのが芭蕉の考えだったと思います。俳句にするにはやっぱり客

観的なものを主観的なものに転調しなければダメなのではないか。そうするこ

とによってポエジーが生れてくる、というのが芭蕉のひとつの工夫だったと思

います。

客観ー客観のように見える句でも、芭蕉の句には、どこか主観的な傾向が込め

られています。･･･この「よこたふ」は、自然描写のようでいて、じつは擬人

的に主観化されているわけです。



21

詩の解釈（２）：吉本隆明

もう一句、たとえばー、

暑き日を 海にいれたり 上川

この句でも、「海にいれたり」といわなくても、いくらでも言いようはあるわけ

ですが、なにか意志が加わって「いれたり」といっているように思えます。つま

り、芭蕉は客観性と主観性を交互に繰り入れるというようなことをちゃんと工夫

してやっている。ここがうまくいっていると、いい句だ、文句のいいようがない

よということになる･･･ （『日本語のゆくえ』）

国境 追はれし カール・マルクスは 妻におくれて 死ににけるかな

（大塚金之助）

ちょっとかんがえると或る歴史上の事実を客観風にのべたにすぎないというよう

な一首が、高速度写真的に分解して、表出としてみるとき、作者がいったんマル

クスになりすまして国境を追われたかとおもうと、マルクスの感懐にふけり、ま

た、作者の位置に帰ってその死の意味に感情をこめているといったような、かな

り複雑な主客の転換をやってのけていることがかわる。もちろん、この転換が作

者にとって意識的であるか無意識的であるかは問題ではない。無意識の場合は、

表出の伝統、指示性の根源である音数律の伝統にのってやっているだけで、いわ

ば伝統が自覚の代償をなしているからだ･･･ （『言語にとって美とはなにか』）
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詩の解釈（３）
詩人の鋭い解釈を下敷きに、関連性理論を援用した素人の理解を敷衍してみま

す。「天河」俳句は

荒海や 佐渡によこたふ 天河

のように分かち書きして、五七五の音数律を明示すると零記号を巧まずに取り

込むので、判りやすくなります。さらに、詠まれていないことにも等しく着目

したい。五七五の前後にそれぞれ零記号（φ）を加えてみます。

φ 荒海や φ 佐渡によこたふ φ 天河 φ

すると、素人の読み手でも、芭蕉がそのときどこに思い入れをもっていたかに

着眼しやすくなる。切れ字「や」に一段深いそれがあり、「よこたふ」のとこ

ろで「かかれる」ではないのだなという含みに気づき、「天河」の後で、詠み

きったという充実感らしきものが伝わってきます。

古人のいう「行間を詠む」「眼光紙背に徹する」という指南を、零記号を語句

や文や段落にあてはめて、手なづけやすくするわけです。そして、テクストだ

けでなく、詠み手の知覚系（目・耳）と情動・運動系（内蔵・身体や他の三感）

とにも気を配りたい。そして、状況にも。

詠み手は、テキストをつき放したり、寄り添ったり、作中人物や事態になりす

ましたりしている。それを読み手は誤読を畏れずに、復元に努めなければなら

ないわけです。



邪な悪意あるムウド・サマ・コト：
政治家・役人 国営放送 全国紙ことば

＜話し手・書き手の思い入れ＞

ムウド

恫喝：コンテクストで優位に立ち、悪意ある意図を強制します。発話だけでなく、

物理的犯行・振舞いに及ぶ場合もしばしばあります。

恫喝語法 ：恐喝・迫害・村八分・脅し・責め・嫌がらせ

誹謗語法 ：中傷・愚弄・揶揄・虐め・冷やかし・粗探し・罵り

高飛車語法 ：傲慢・居丈高・居直り・驕り・夜郎自大・手前味噌・衒

差手争い語法：先手争い・面子繕い・ひけらかし・後出しじゃんけん

サマ

歪曲：悪意ある意図により、発話を歪曲します。

真しやか語法：誑かし・お為ごかし・仄めかし・知ったかぶり

浪花節語法 ：泣落し・殺し文句・恩着せ・褒め殺し・気休め・手懐け

責任転嫁語法：言い繕い・居直り・開き直り・三百代言・抱きこみ

狂言語法 ：でっち上げ・工作・出来レース・収奪・敵前逃亡

コト

隠蔽：悪意ある意図により、不作為犯をなしたり、情報隠蔽を謀ります。

歪曲語法 ：騙し・すりかえ・まやかし・「狼少年」・与太・絵空事

揉み消し語法：直隠し・しらばっくれ・空耳・婉曲

曖昧化語法 ：はぐらかし・ぼかし・おとぼけ・カタカナ語
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日本語：テクスト復元手続きの表現

ムウド サマ コト

書き手・語り手効力 書き手・語り手態度 書き手・語り手内容

テクスト効力 テクスト態度 テクスト内容

読みの推論的側面を指示したり、導いたり、また制約を加えたりするような、

解釈を援ける語・句・文が極めて多いのが日本語の特徴です。ムウドやサマ

あるいはコトを読み取る手掛りになっています。その一端は次のようです。

敬語法 ： 例えば、デス・マス（デアル・ダに対して）

零記号・律文： 俳句、短歌、連歌、祝詞、宣命、囃し詞、枕詞、…

省略 ： 総則、無主格文

「ハ」 ： 提題ばかりではなく、読みの指示子としての「ハ」

文末表現 ： 終助詞、デアル・デナイ／デハアル・デハナイなど

紋切り型表現： 「いろいろあらーな」「それを言っちゃお終いよ」

なお、佐久間鼎による構文の構図との対比を次ページに示しておきます。また、

その後に、折口信夫の文法論の一端（２ページ）を紹介しておきます。
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註：日本語構文の構図；佐久間鼎

言語機能 発言事態 構文種別 “ 演奏 ” 特性的語詞

表出 内面状態の映発 感動文 語調 感動詞

ムウド （一語文も） 速度など

訴え 対人的働きかけ

サマ ⅰ)呼びかけ （喚態） 硬い声位 間投詞

（ムウド） ⅱ)命令 命令文 硬い声位 動詞命令形

ⅲ)頼み・勧め 願望文

ⅳ)発問 発問文 尻上りの語調 問の助詞“か”

α)肯定・否定を求める 質問

β)未知項ｘを解く 疑問 疑問の語詞

演述 事象所見の伝達 平叙文

コト （いいたて文）

（サマ） 1)動作表現 物語り文 動詞

2)状況表現 品定め文

a)性状表現 性状規定 性状語（など）

b)判断措定 措定 措定語



註：第二章 言語の発生的考察

第一節 体言用言の論
口語文法と文語文法と ； 折口信夫

言語文法に関する研究は、誰でもその言語文法の末に関係して生きてゐるが為に、

必、一言を加へる興味を持つものであるが、その為に、わづらわしい似而非知識

が混つて来ることの、避けられない場合が多い。

まづさうした間違ひが、我々は生きた語を使つてゐるのだから、何よりも現在行

はれてゐる口語の文法があるべきだ、と主張する人の多い事に見えてゐる。だが、

少しの誤謬の混つてゐるのを構はずに言へば、文法といふものは、或時代に就い

ての言語の統計をつくる様なものであるから、或時代の言語が発達の極度に達し、

更にまう一歩、滅亡に近づいた、或は生命を失つて了つたと言ふ、静止の状態に

立つてこそ、本道の姿が見られるわけである。現に生きて走つてゐる様な状態に

ある言語の、あらゆる姿の上に、冷やかな観察が行はれるかどうか。厳格に言へ

ば、それは望まれないことである。……

……幾種類か行われてゐる口語の文法書をみると、所謂文語文法に倚立たせない

で出来てゐる口語文法と言ふものは、一つもないわけである。……

……それで、まづ或点まで完成したと信じてよい、文語文法の行き方に沿うて、

日本語の持つてゐる、論理的な関聯を見て行かうと思ふ。



註：第二節 語根
日本語の語根；折口信夫

日本語は、これを研究するものにとつて、極めて不思議な感じを与へることがあ

る。それは、これだけ成熟した語であるに拘らず、発生的な研究を、かなり深い

ところまで行ふことが出来て、それを以つて、相当に遠い時代の語の上の問題を、

解説することの出来ることである。その為、時々の反省に、我々の方法が誤つて

ゐるのではないかと思はれる程である。……

これ以上遡れないと言つた形が語根である。その語根が、或点まで正確に、文

法的な様式を分化して、動詞なり、副詞なり、或品詞をつくる。その場合の語

根と語尾との関係なども、大して複雑な道筋を通らずに、近代まで続いてゐる

様である。その点、余りに日本語の遡源的研究が、単純に解決出来過ぎる所が

あるのだ。譬へば、あはれ と言ふ語は、その性質から分類して、副詞と言はれ

る。これと、だいぶ内容を異に指定ゐるが、とどろ と言ふ語も副詞である。同

じ様な状態でおどろ と言ふ語がある。これも右にあげた語と同様、抽象的な、

観念的な語である。…… （「国語論」）

註：三上文法の文例を読み解くに当って、頂門の一針ともいうべき視点を挙げて

おります。現代日本語の造語力を課題にするとき、折口信夫の知見は逸する

ことができないように思われます。
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コト



文例省略
『構文の研究』のうち、コトの章にある、以下の節にある文例は、配布資料から

省きました。

主格の優位 ２ページ

主格の欠如 ４ページ

格助詞の重なり ５ページ

連用語と連用修飾語 ７ページ

また、題述関係の章からは、以下の節の文例は配布資料から省きました。

提示法 ７ページ

無題化 ５ページ

題目の重なり ６ページ

さらに、サマの章からは、以下の節の文例は配布資料から省きました。

モノロジェム ７ページ

そして、ムウドの章からは、以下の節の文例は配布資料から省きました。

連体法 １０ページ

副詞 ９ページ

ゆるやかな係り ５ページ



センテンス：コトとコト以外（１）：三上章

（a）外形

センテンスは 小作品である。つまり、発話において独立し、自足する単位である。

……ところが、この規定は日本語の場合少し修正を必要とする。他の部分に依存し

ながら独立する、と認めざるをえないような単位があるからである。

The whale is a mammal, not a fish.

鯨ハケモノダ。魚デハナイ。

英語のイタリックは前半に依りかかっていて、より大きなセンテンスの部分である

ことが明らかである。日本語のアンダラインは見かけ上それだけが独立している。

しかし自足してはいない。それは、先行センテンスの題目“ 鯨ハ ”に二度務めさ

せて、

鯨ハ ー 魚デハナイ。

という呼応をもって意味を全うするのである。……

やはり、二つの独立したセンテンスとして見るために、“略題”の概念を設ける。

鯨ハ、ケモノダ。（ ）魚デハナイ。

というふうに、顕題（有題）の文と略題の文とが並んでいると見るのである。…

…後述するように我々のセンテンスは題述関係を基本的な枠として成立する。略題

も文脈依存性の高さも題述関係に因縁するように思われる。



センテンス：コトとコト以外（２）：三上章
（b）中味

文らしい文には、nanigoto-ka を述べているものが多い。つまり koto を述べている。

一方では、koto 以外を表している文もある。こうしてセンテンスは二大別されるが、

この二大別は定説に近い。

コト － 述体 － 平叙文、疑問文など

コト以外 － 喚体 － 感嘆文

述体のセンテンスの中味をなすコトだけを取出すときには、次のような名詞句の形に

する。前出の文例から、

鯨ガケモノデアル koto

英語のコトは、 that に導かれる平叙文であり、それゆえに動詞の陳述形（finite verb）

を含んで主述関係に縛られる。日本語のコトは終止法（final verb）でなく、連体法で

表され、その中に係助詞 wa を含まないのが普通である。これを日本語のコトは無題

化されていると言う。……

コトと似ているものに引用形式の to iu koto がある。……これは、直接に koto sono

- koto を指しているのはなく、コトと我々との仲介をする表現（saying）の意義を相

手取っているのである。トイウ話、トイウ説、トイウウワサなどと置換えてもいいの

である。…トイウで受ける引用文には、係助詞 wa もいろんなムウドもあらわれるの

は当然である。…連体法＋ koto と終止法 ＋ to iu koto との間に見られる対照は、

mono（または hito）についても大体成立つようである。



センテンス：コトとコト以外（３）：三上章
（c）種類

何をドノヨウニ表すかの dono you ni は話し手の態度を反映するが、それが顕著
にあらわれる箇所は文末、句末の用言であるという見地から活用形の用法をムウ
ド（註：狭義）と名付ける。そして文末ムウドの種類によってセンテンスを分類
する。

大きく分けて、コトをあらわす終止法とコト以外を表す間投法に二分する。
コト － 終止法
コト以外 ー 間投法（必ずしも用言を含まない）

コトをあらわす述体の方は、用言の活用形で言切るのが原則である。言切る形の
活用形

行ク 行ッタ 行コウ 行ッタロウ 行ケ

の五形と、それに準じる資格の語句を終止法（ final ）と見なす。そして文末
ムウドを次のように分類して、西洋文法同様に平叙文、疑問文、命令文、感
嘆文の四種類を立てる。

平叙法
直叙法

終止法 疑問法
命令法

間投法



センテンス：コトとコト以外（４）：三上章

……平叙法や命令法がムウドをなすことは異論がないと思うから、ここには疑問

法を一ムウドと見なす理由だけを述べる。

もし疑問文が“平叙法 ”、“平叙法＋カ？”という形のものであれば、平叙法

以外に疑問法を設ける余地はないことになる。しかし疑問法は平叙文から組立て

られるのではない。疑問文に四つの形がある。

（０） あらゆる形式 波ガ静カダ。

（１） インフィニチヴ 波ハ sizuka

（２） インフィニチヴ ＋ カ？ 波ハ sizuka ka？

（３） 疑問法を含む平叙法 波ハ do ダ？

（０）は聞返しの疑問文だから除外する。（１）、（２）は平叙法でなくインフ

ィニチヴから組立てられている。だから平叙法 sizuka da に対して、sizuka ka ?

を疑問法とするのである。（３）は疑問詞という特別に構文的な単語を含む点に

眼をかけて、上の疑問法に同居させておこうというのである。



センテンス：コトとコト以外（５）：三上章

ムウドには、終止法のほかにノン終止の中立法（中止法）、提示法、条件法（一

形一ムウド）などがあるが、それらは文の種類には無関係である。ムウドとセン

テンスとの関係は、次の一例の示す通りである。

雨ガ降ッタラ、雨ガ降ッタト書ケ。（Tchekhov）

条件法 平叙法 命令法

引用法

これは命令法（註：広義のムウド）で言切っているから命令文であるが、その内

部にいろいろなムウド（註：狭義のムウドあるいはサマ）を含んでいる。



コトの取出し（１）：三上章

述体のセンテンスについて言うが、我々は“アルモノ”について、“ナニゴト

カ”を述べるか（有題）、あるいはいきなり“アルコト”を述べる（無題）か

である。これを書き分けると

コト（dictum） ー アルモノを含むナニゴトカ、アルコト

サマ（modus） ー について、述べる

サマはまず提題（題目の提示）の助詞とムウド（註：活用形の用法）にあらわ

れる。文面からこれらを消した残りがコトに当るが、コトを取出すにはどうし

たらよいか。

象ノ鼻ハ、長イナア。

象ハ、鼻ガ長イナア。

この二文の効果（話手の側から言えばネライ）が少し違っていることは言うま

でもない。ところで、この二文のどちらを耳にしたにせよ。少し経ってからの

記憶表象は、何でも彼は〝 象ノ鼻ガ長イ no ”にあきれていたっけ、というほ

どのものになっていよう。どこに提題の wa が使ってあったかというようなこ

まかいニュアンスは忘れてしまうことが、経済的な記憶法である。……このよ

うな記憶表象はコトに近い形をとるように思われる。……



コトの取出し（２）：三上章

三つの基本文型というのがある。

（１） 何ガドウスルカ （動作）

（２） 何ガドンナデアルカ （状態）

（３） 何ガ何デアルカ （事物）

これに（４）として存在を表す文型を増設するものがあらわれた。……三文型を

四文型にふやしたのは歓迎すべき進歩であるが、（４）の文型がまずい。

（a） 貯金ガアル。

（b） 元気ガナイゾ。

どちらも感心できないが、ことに“貯金ガアル。”は舌足らずで、見本文として

掲げるには不適当である。動詞 alu を使うなら、次のような型の文例を掲げるべ

きである。

ドコカニ何カガアル。 （存在）

ダレカニ何カガアル。 （所有）

イツカ何事カガアッタ。 （偶発）



コトの取出し（３）：三上章

もっとも存在そのものを問題にするような場合には、先頭の位置格は不必要に

なる。ことに打消の場合にそうなる。英語の on earth が“世ニ”（位置格）の

意味から“ソモソモ”の意味に変ることも思い合わされたい。

チョットオモイシロイ話ガアルンダ。

ソンナバカナコトハアリエナイ。

先頭の位置格が文面から消えるのに似て、先頭の主格もしばしば姿を隠す。次

のような場合、日本語では主格を言表さないのが正式である。

第一に仕手が決まりきっている場合、いわば文法的“法人”が de 格に置かれた

場合。

先方 de ハドウ言ッテルンデス？

国鉄 de ハ臨時列車ノ増発ヲ考エテイル。

入口 de 申込ミヲ受ケテイマス。

第二に、仕手がだれであっても成立つコトの場合。

求めよ、さらば与へられん。

知ニ働ケバ角ガ立ツ。情ニサオサセバ流サレル。意地ヲ通セバ窮屈ダ。

…… （算数の問題）



コトの取出し（３）：三上章

第三に、一般的操作を表す場合にも、意味上の主格“我々ガ”を言表さない。こ

れは言表さない方が普通だという程度に止まらず、じつに、決して現表さないの

である。この種の文例も非常に多い。

予算ハ、サキニ衆議院ニ提出シナケレバナラナイ。

酒ハ、米ヲ原料トシテ作リマス。

……（ピタゴラスの定理）

これら主格を欠くセンテンスは、“何 ga シカジカ”には明らかに当てはまらな

い。いわゆる基本文型は、文型としては非常に包容力の小さいものになってしま

うという欠点を改めるには、これらを文面に適用する文型とみなすことをやめ、

いわば紙背にある koto の類型を言表したものとしなければならない。

そして（a）の動詞 alu を含む型と、（b）の形容詞 nai を含む型とを乙型として

増設すれば、

一の乙型 A 二 B ガドウコウスルコト

二の乙型 A 二 B ガドウコウデアルコト

いわゆる基本三文型はコトの五類型へと発展的解消を遂げる。



コトの取出し（４）：三上章

甲型 乙型

カナメの品詞 おもな補足語 おもな補足語

一の型 動詞 A ga A ni B ga

二の型 形容詞 A ga A ni B ga

三の型 名詞 A ga

型



コトの形（１）：三上章

以上のことから、コトは次のような形で取出すのが も適当であることがわかる。

象ノ鼻ガ長クアルコト

コトは連体法の形として取出すが、必ず動詞を使い、形容詞も

～長ク alu コト

～静カデ alu コト

というふうに動詞 alu を還元して表す。このためいくぶんぎこちなくもなるが、

補足語がかえってはっきりするという代償もある。今日では代償の方が重要であ

る。

動詞の連体法もスル koto シタ koto の二形に限り、シヨウコト、ダロウコトは使

わない。シヨウ（意向）やダロウ（推量）は、コト（dictum）ではなく、述べ方

の様式（modus）だという見解である。

打消は形容詞的であるが、シナク alu コト、シナク atta コトとはせず、シナイコ

ト、シナカッタコトですませる。希望の tai はタク alu コト、タ katta コトとする。

すると推定の lasii も ラシク alu コトにするのが統一的なようだが、これは lasii

の前に動詞のインフィニチヴを還元することができるから、lasii をさらに分解す

るには及ばない。

彼ハ行クラシイカ？ （彼ガ yiku ラシイコト）

彼ノ当選ハ確カラシイヨ。 （彼ノ当選ガ確カデ alu ラシイコト）



コトの形（２）：三上章

シソウ（ダ）、スルヨウ（ダ）、スルミタイ（ダ）はそれぞれシソウデ alu コト

のようにする。伝聞のスルソウ（ダ）はソウ（ダ）を modus と見て、dictum は

その前のところに止めて“ ～スルコトを伝聞 ”というふうに表したらいいだろ

う。

命令文はコトの形でもそのまま命令の気分が出るので も好都合である。

（君ガ）シカジカスルコト

反対に koto でまかないにくいのは、疑問詞を含む疑問文である。

ダレガヤッタンダ？

は、

“ dale がヤッタ ka を質問している ”

というふうに言表したらいいだろう。つまりコトは、

＋ koto （添名詞）

連体法

＋ ka （準体詞）

のどちらかで表されることになる。



コトの形（３）：三上章

普通のありふれたセンテンスは名詞部（補足部）と用言とから成る。用言部の

先頭をカナメ（一重下線）、末尾をキメ（二重下線；黒い下線）と名付けよう。

私ニ新案が | アリマス。 （乙型）

子供ガ花ヲ | 折ッタラシイデスヨ。 （甲型）

花ガ | 散ッタカモ知レナイジャナイノ。

文はコトにムウドという着物を着せたものとも考えられるが、ムウドは概して

文末にあらわれる。しかも文末は長たらしく、引延ばされることがある。だか

らコトの取出しには、カナメを抑えて、付けたりを切捨てる必要がある。

たとえば、上の第三文について言えば、“花ガ散ッタ koto をありそうな条件

（理由）として提出している”、あるいはもっと長くしても、“花ガ散ッタカ

モシ知レナイ koto を理由として提出している”というふうに。

……ダト言ッテモ言イスギデハナカロウト思イマス。

は、“……デアル koto を遠慮のそぶりを添えて確言（？）している”、とい

うふうに有効な伝達内容だけを簡潔に取出す練習が必要である。文法教育上、

必要なことである。



コトの形 争点

註：koto の取出しにおいて、三上は「ハ」は使いません。専ら「ガ」を使いま

す。料理文、操作文、数学文などの「ハ」も、「ガ」に置き換えます。

藤井貞和は佐久間鼎を引用して、「ガ」には「現前」という感覚が日本人話者

にはある、と説明しているので紹介しておきます。

また、三上は、いわゆる代名詞なども koto に素直に取り入れます。述語論理

の真偽論から、はみ出るわけです。そこで、関連性理論との接点にまつわる文

例だけを、とりあえず挙げておきます。接点は、

文副詞 挿入辞 連結語 代名詞 固有名詞 定表現
指示表現 指標表現 時制・相 文断片……

などにまたがります。

もちろん、このほかに、

叙法（ムウド：文の種類など）
法 （サマ：助動詞など）
活用法

なども、関連性理論と三上文法との主要な接点あるいは争点になります。



註：「ハ」と「ガ」；佐久間鼎・藤井定和

…… 佐久間はこのように論じる。

雪が白い。

というと、眼前の一つの光景がほのめかされ、あるいは現前の場に裏づけられた

報告であって、現場ということから遊離し切っていない。陳述とか叙述というの

はどうしても動詞（註：形容詞・形容動詞なども含めて）の性格に基づく。

雪は白い。

というと、＜白いは性質ではあっても、性質を備えてゐる対象ではありません＞。

その通り、形式論理学でいう判断の形式に則るという次第であり、その限りで「

は」は提題の役割を担う。とともに、

その提起した題目について残りなく行きわたることを示すといふところに本

領をもつと認めるべき

だという。提題のことにあたりつつ、

「は」がその題目についての論理的な周布の意義を賦与する

と明言する。……

ゲシュタルトと現象学とが結びつくのか、目を剥くむきもあろうけれども、案外

日本社会は、そんな融通さをこととしていたように思われる。「雪が白い」とい

うのは生き生きした現前だろうと感じとれてしまう日本語ネイテｲヴではないか。

ソラ、ね、雪が真白でしょう！？

眼前に展開される場面を背負っているところの表現だと言う。



註の註：「ハ」と「ガ」
「雪ハ白い。」と「雪ガ白い」との比較は、コトの域に焦点をあてた議論です。

ことばによる分節化の性（さが）ですので止むをえませんが……

三上 章は、『象は、鼻が長い』で、「ハ」を次のように、位置づけました。

(1) 視点の選択と主題・副題の提示を受け持つ。

「ハ」 は、「…ニツイテ言エバ」 の心持である。

(2) 係りと係り先（結び・呼応）を調整・措定する。

「ハ」 は、「鼻ガ長イ。」という文（ピリオド越えのときは段落） 末

で結ばれる。「鼻ガ長イ。」 は、「コト」の領域に属する。

(3) 「ハ」は、格助詞「ガノニヲ」を兼務（註：代行ともいう）する。

拙稿では、特説の 「ハ」や共説の「モ」は、書き手・読み手のムウド・サマ・コ

トの調整・措定・復元のための手続き的指針、あるいは、関連性理論風に言えば、

手続き的操作子相当だとみなしています。

すると、「ハ」の位置づけには、(1)(2)(3) の他にも、「デハアルガ」や古語な

らば「ニハ、ヲバ、ヘハ、トハ、ヨリハ、カラハ、ノハ、カハ、ヤハ、コソハ」

なども射程距離に入ってきます。

単なる助詞とみなす土俵には立ちません。「ハは既知情報で、ガは未知情報だ」

（大野晋）などというような、次元の違いを無視した議論には与しません。



註：非真理条件的言葉づかい
ジョン・オースチンらの発話行為論は、非真理条件的意味論を目指しました。関
連性理論は、別の解釈をたてつつあります。ふつう取り上げられる表現には、次
の斜体表現があります。これらは、一種の手続き的操作子です。これら全部に、
目くじらたてて真偽を問うのは、お門違いになります。

文副詞： Frankly,  I don’t  like linguistics. 発語内的副詞
You are eliminated, unfortunately. 態度の副詞
This is apparently the only decent pub in this town. 証拠的副詞
Judy allegedly poisoned her husband. 伝聞的副詞

挿入辞： I warn you, John can be sometimes very nasty. 発語内的
She’s  drunk,  I fear. 態度的
James prefers vodka to martini,  I believe. 証拠的
She’s  moved,  I hear. 伝聞的

連結語： but,  so,  moreover,  after all,  indeed,  therefore,  however,…

代名詞その他： I, we, you, he, she, they, it, …
固有名詞： John, Mary, …
定表現 ： the man, the Government, …
指示表現： this, that, this woman, that boy, …
指標表現： now, then, here, there ,…
時制・相： He sings., He sang., He had sang., …
文断片 ： On the top shelf. , Higher. ,…



乙型のコト（１）：三上章
乙型のコトは、存在、所動的知覚、可能、難易、必要、希望、好悪などを表す。

乙型は甲型に比べて初から劣勢である上に、動揺不安定な箇所があってそこに

問題をはらんでいる。

動揺している用言には甲型と乙型との間を振動しているものと、乙型から甲型

への移行の過渡期にさしかかっているものとがある。前者の例としては形容詞

itai や sabisii がある。

ア痛ッ！ （コト以前）

私ハ、歯ガ痛イ。 （甲型）

（私ノ歯ガ痛クアルコト）

啓吉ニハ、妻ノ非難ガ痛カッタ。 （乙型）

私ニ時雨ノ音ガサビシクアルコト （乙型）

私ガ（何トナク）サビシクアルコト （甲型）

時雨の音ガ（一般的ニ）サビシクアルコト （甲型）

感情を表す形容詞が乙型になるのは、感情を触発するモノ（者、物）が仕手と感

じられるとともに、それを感受する者が感情の起る舞台（locative）であるかのよ

うに反省されるからである。このような形容詞は、振動することを承知すれば足

りるのであって、それ以上の問題はない。



乙型のコト（２）：三上章

能動性と結びつく感情を表わす形容詞には、乙型から甲型へ移行する傾向があ

り、この方は対策を考えておく必要がある。たとえば形容詞 sukina や hosii は

主格要求（旧）から対格要求（新）へ移る傾向が著しく、“ヲ好キナ”、“ヲ

欲シイ”が会話でも使われるようになっている。意味は似ていても、次の右側

の形容詞は能動性に遠く、甲型への傾向が弱い。

好キナ 好マシイ

キライナ イトワシイ

欲シイ 望マシイ

“彼女ノ好キナ彼”は意味不明であるから、“彼女ガ好キナ彼”と“彼女ヲ好

キナ彼”とに言分けることが望ましい。

彼女（ニ）ハソレガ好マシイ。

（彼女 ni ソレ ga 好マシクアル koto）

彼女ハソレガ好キダ。

（彼女 ni ソレ ga 好キデアル koto）

を見比べても、“好キナ”の方は乙型に止どめることがもはや不自然で困難に

なっているのがわかる。



乙型のコト（３）：三上章

乙型全体の統一性から言って、“好キナ”、“キライナ”、“欲シイ”の三つは

対格を要求する形容詞、すなわち甲型の形容詞になってしまう方がありがたい。

それから希望の“～タイ”も。

“ヲ欲シイ”や“ヲ～タイ”の流行は外国語の影響と見られているが、素質は日

本語自身の中にある。もともと感情を表す形容詞は、終止法においては話手自身

の感情を表すものである。

ア、水ガミタ！

はコト以前の叫びであるが、“水ガ飲ミタイ”もまず話手自身の感情を素直に表

していて、“私ハ”は不要なのである。まして、

彼（女）ハ、水ガ飲ミタイ。

という表現は談話にはあらわれないものである。このように反省以前の形として

ga があらわれるのだから、反省型としては

私ガ水ヲ飲ミタクアル koto

の方が落ちつくように思われる。むろん、形容詞にもよるので、“好マシイ”、

“望マシイ”、“懐カシイ”、“煙タイ”などは位置格を要求して乙型に落ちつ

くのだけれど。



乙型のコト（４）：三上章

反対に も安定している乙型は、存在と表す“アル”、“ナイ”、“多イ”、

“少ナイ”である。ただし、存在そのものが問題になっている場合の有無多少

は、generic な位置格の省略と見なすよりも、甲型に入れてしまう方が実際的

だろう。

経験の“シタコトガ alu”は所有の一種で、初は乙型だったろう。普通の所有

と並べてみると、

私 ni 娘 ga 一人アルコト

私 ni 富士山ニ登ッタ事 ga アルコト

形は似ていても、不規則的習慣の“スルコトガ alu”は存在自身が問題になっ

ている点で甲型に近いと思われる。

私ハ、一人デ山登リヲスルコトガアル。

（“私ガ、一人デ山登リヲスル事”ソウイウ事ガ存在スル）

一おうは、区別したが、今後の扱いとしては、“スルコトガアル”も“シタコ

トガアル”も甲型に入れたい。



乙型のコト（５）：三上章

有無多少に次いで安定なのは“要ル”、“必要ナ”、“重要ナ”など要のつく字

のつく乙型である。

ダレカニ何カガ要ルコト

ダレニモ信用ガ大切デアルコト

可能や難易はどうか。“話シエル”、（話シウル）は明リョウな甲型であり、

“話スコトガデキル”はまず甲型である。“話サレル”、“話セル”には両型が

並び行われている。

彼女（ニ）ハ、英語ガ話セマス。 （旧、乙型）

彼女ハ、英語ヲ話セマス。 （新、甲型）

説明 dekilu、話シ yasui、話 nikui などには両型を認め、自立語の dekilu、yasasii、

muzukasii、aligatai は乙型とする、というところだろう。結局、乙型を重からしめ

る重要な単語は次のものである。

存在 アル 多イ 少ナイ 無イ

可能 デキル ヤサシイ ムズカシイ デキナイ



甲型と乙型（１）

甲型のあるものと乙型とには、パラレルな関係が見られる。甲乙一対ずつにして

並べる。

私共ハ、娘ヲ三人ト息子一人モッテオリマス。

私共ニハ、娘三人ト息子ガ一人ガゴザイマス。

彼ガ浪ノ音ヲ聞ク。

彼ニ浪ノ音ガ聞コエル。

A ガ B ヲ必要トスルコト

A ニ B ガ必要デアルコト

彼女ハ、父ヲ懐シンダ。

彼女（ニ）ハ、父ガ懐シカッタ。

乙型は、正常語順として位置格が先頭に立つのであるが、なお乙型に準じて位置

格に始まる文例も多いのである。

ハルカ向ウノ島影ニ、非常ニ大キナ船ガ浮カンデイル。

野原ニハ、スミレ、タンポポ、レンゲ草ナドガ生エテイマス。



甲型と乙型（２）

静的な叙景（動的な叙事でなく）には、このように主格がかえって第二の位置

に来るものが多い。動的な叙事でも、モノ（物、者）の出現に重点がある場合

には、主格が後になって準乙型になる。

ヤブノ中 kala、ウサギ ga 出テ来タ。

を倒置だと説明した指導書があるが、Y kala U ga と U ga Y kara とはむしろ六

分四分ぐらいなところであって、後者が正置で前者が倒置ときめられるもので

はない。主格先頭という先入観がもしあるとすれば、その先入観は乙型や準乙

型で打破される。

論理的な見地からも、乙型の位置格は、甲型と同じ程度に重視しなければなら

ない。

主語ハ、廃止シナケレバナラナイ。

主語ハ、温存サレルコトガ望マシイ。

これはどちらも一般論のつもりだから、文法上はそれぞれ充足しているが、今

かりに論理の見地から甲型で“dale ga 廃止スル”のかを気にかけるとすれば、

乙型においても“dale ni 望マシイ”のかを気にかけなければならない。



甲型と乙型（３）

上の甲型のセンテンスでは、generic な“我々 ga”が伏せてあるし、乙型では

generic な“我々 ni”が伏せてある。このような点にも甲乙両型の平行が見られ

る。先頭の補足語（甲型の主格、乙型の位置格）は、 も題目に取立てやすく、

また臥せられることも多い。

も題目になりやすい地位の反面として、転移可能という注意すべき類似をあら

わす。限定性の強い単語、たとえば watasi、anata、kale、sole などに単なる ga

や ni をつけると、転移可能（陰題）になる。

私 ga 引受マス。 （引受ケルノ wa、私デス。）

私 ni 代案ガアリマス。 （代案ガアルノ wa、私デス。）

転移可能の問題は、従来 wa と ga との違いとして指摘され説明されているが、優

勢な甲型の方が眼につきやすいからそっちだけ取上げられたのある。劣勢な乙型

の niwa と ni とにも同様な違いが見られる。

ボクンチ niwa、×××ガアルヨ。 （顕題、自慢）

ボクンチ wa、×××ガアルヨ。 （陰題、自薦）



甲型と乙型（４）

乙型の陰題には自慢になるものが多いから、そういうのは成人の発話にはあまり

あらわれないが、次の陰題二文は、ほとんど同じような文脈で使われる。

甲型 ー コレ ga 我々ノ信条デアル。

乙型 ー ココ ni 我々ノ信条ガアル。

このように甲型と乙型とには平行が見られる。名詞をカナメとする三の型は甲型

だけで、乙型を欠くが、この型も外側にオブザアバアを立てることによって乙型

に変えられないこともない。これは両型の平行ではなく、循環である。

古人 ni （トッテハ）、鯨ガ魚ダッタ。

恋スル者ノ眼 ni ハ、アバタモエクボダ。

（恋スル者ノ眼 ga アバタモエクボニスル。）

第二文の後半を“アバタ ga、エクボニ見エル”の簡約と見れば、全体が乙型にな

るのは当然であるが、簡約によってできた三の型も三の型のうちだろう。

註：外側にオブザアバアを立てるのは、拙稿の見方からは、テクストの話し手・

語り手・書き手を想定していることにあたります。



題述関係 例文（１）：三上章

題述関係は、題目 X についてアルコトを述べるのであるから、題目は述部に対

して意味上のつながりを持たなければならない。

カギ wa 、オヤ、錠がコワレテイル。

のようなのも、正当な一文とは見なされない。これは、wa の次に点々の休止が

要るような表現である。

…X wa の X が述部へつながるつながり方は、格助詞 ga, no, ni, o のどれかでつ

ながるのが普通ではあるが、X wa の幅はもっと広くて（もっと漠然としていて）

格助詞で解決されるとは限らない。

オヤ、この千円札 wa？ （未分化）

コレ wa 、降ルゼ。 （空模様を見上げながら）

コレ wa 、道をマチガエタカナ？

ソイツ wa 、困ッタコトヲシテクレタネ。

これらの wa に特定の格助詞を代入することはできない。発生の経路なら何とか

たどれるものもあるが、ソイツ wa 困ッタコトニナッタネ。なら ソイツ ga 困ッ

タコトニナッタ koto と解釈できる。しかし、表現そのものを重んじる立場から言

えば、X wa には、何格でもない漠然たる状況の提示もあるとしなければならない。



題述関係 例文（２）：三上章

状況の提示に似たものに、結果の提示ともいうべき X wa がある。

優勝シテ、歓声ヲ上ゲタ。

姉サンノオ古ヲ仕立テ直シテ、コノわんぴいすヲコシラエマシタ。

優勝シタ喜ビ （結果の連体）

姉サンノオ古ヲ仕立テ直シタわんぴいす （結果の連体）

このような結果の連体と並んで結果の提示も成立つようである。

コノわんぴいす wa、 姉サンノオ古ヲ仕立テ直シタ mono デス。

これはありふれた三の型（註：文型）であるが、名詞 mono が 準体詞 no に縮小

し（その辺までは何とか三の型に含められないこともないが）、ついに no の消

えた表現も成立つから、結果の提示という名目が必要になってくるのである。…

X wa は、“ X ニツイテ言エバ ”の心持であるから、話手はそう切り出した瞬間

には特定の格助詞を予想しているとは限らず、また特定の格助詞へ落ちつかせる

責任を持つものでもない。



“ハ”の幅 例文（１）：三上章
“ハ”の落ちつく範囲は広い。落ちつき先の ga, no, ni, o を wa の中幅とし、先

に述べたようなはみ出しその他を外幅として研究を進めよう。中には内外両幅の

境目あたりに来る wa もある。

“幹事ハダレダ？”または“幹事ハドコニイル？”に対する幹事自身の答え方が

二通りあることは、よく知られている。

幹事ハ私デス。（explicit wa） 私ガ幹事デス。（implicit wa）

“今晩ノ宿直ハダレダ？”に対しても、全く二通りの返事ができる。

（今晩ノ宿直ハ）私デス。（顕題、略題）

私ガ今晩ノ宿直デス。（陰題）

ところがこの場合には、今一つ第三の答え方がある。題目が二つの名詞“今晩”

と“宿直”から成立っているために、前者の方に重点があると受取れば、自然に

次のような返事が出てくる。

今晩 wa 、私ガ宿直デス。

このセンテンスの含むコトは、第二の返事（陰題）のコトと同じく次のものでな

ければならない。

私ガ今晩 no 宿直デアル koto

X wa がこのような位置の X no に落ちつく文例も案外多い。



“ハ”の幅 例文（２）：三上章

また、題目が X ～ x wa というように二つの名詞から成り、その重心が末尾の

x でなく先頭にある少数例として次にようなものがある。

kippu マダノ kata は、切ラセテイタダキマス。

sinnbun ノ読ミタイ hito ハ、ココニアリマスヨ。

これらの前句は、

切符ガマダナラ、…

新聞ヲ読ミタケレバ、…

という条件法に変えてもいいような場合であって、kata や koto は申し分けに

添えた名詞である。そこで X～x wa の wa が次のように格助詞を代行する。

X （切符）ヲ切ラセテイタダクコト

ココニ X（新聞）ガアルコト



“ハ”の幅 例文（３）：三上章

一つのコトの中に含まれるいくつかの名詞は、たいていどれでも取立てる（提

題）ことができるから、一つのコトから作られる有題のセンテンスは一個に限

らない。そして、取立てによって格助詞が消える（潜行する）から、二つのコ

トから同一のセンテンスを得る場合も起るわけである。これを逆に言えば、wa

の解釈は一通りときまっていない。

オヤ。コノ、千円札 wa ？

昔 wa 、京都ガミヤコデシタ。

（吉田、鳩山、岸橋と違い）岸サン wa 、ドウモ人気ガデナイ。

初の wa は、まだ o とも ga ともきまっていない。だから両助詞に対応している

とも言えよう。あとの二文は、それぞれ二つのコトが対応させられる。

昔（時の格）京都ガミヤコデアッタコト

京都ガ昔 no ミヤコデアッタコト

岸サン ni ドウモ人気ガ出ナイコト

ドウモ岸サン no 人気ガ出ナイコト



“ハ”の幅 例文（４）：三上章

次に“ A wa , B ga unnun.”という型にはいる文例を並べよう。wa は、 初の一

例を除いて、内幅のものである。つまり、時の格、位置格、対格、または連体の

no と解釈される。

コレ wa 、私 ga 悪カッタ。 （状況の提示）

雨ノ降ル日 wa、天気 ga 悪イ。

ワタシ wa、アノコロ ga ナツカシイ。

ワタシ wa、アイタ口 ga フサガラカナッタ。

ワタシ wa、当分ヒマ ga ナイ。

明日 wa、午後 ga アイテイル。

X 氏 wa、坊チャン ga 阪大ニ合格シタッテ。

コノ本 wa, 父 ga 買ッテクレマシタ。

XX 株 wa, 今 ga 買イ時デスヨ。

アノ男 wa、毛並ノ良サ ga 自慢ナンデス。

彼 wa、腕ニ覚エ ga アッタ。

甲ハ、乙 ga 気ニ入ッタ。



“ハ”の幅 例文（５）：三上章

前にも触れたように、wa が代行している no の係り先はさまざまである。

今 ga XX 株 no 買イ時デアルコト

毛並ノ良サ ga アノ男 no 自慢デアルコト

乙 ga 甲 no 気ニ入ッタコト

進んで次のような no になると、中幅と外幅との境目ぐらいになるだろう。

タイ wa、明石沖デ取レルノ ga 上ダ。

タイ wa、明石沖デ取レルノ ga 上デアルコト

明石沖デ取レル tai ga 上デアルコト

これは準体詞の一つの用法ということになるが、ある名詞を取立てるとき、その

跡に no を残さなければならない場合が起るのである。

ナルベク新シイ zisho ヲ買ウコト

zisho wa、ナルベク新しい no ヲ買イタマエ。

X no でなく、no X を取立てたと解釈すれば簡単であるものに、

コレガ初メテ no nyusen デアルコト

入選 wa、コレガ初メテデス。

吉野 no hana ヲ賞デルコト

花 wa 吉野ヲ賞シ、モミジ wa ……

象 no hana ガ長クアルコト

鼻 wa、象ガ長イヨ。（他の長鼻動物と比べた場合）



“ハ”の幅 例文（６）：三上章

初の wa が ga を代行していても、二重主格にならない場合がある。次の潜在的

な ga や o は連体内に収まるのである。

父 ha、酔ッテ帰ルコト ga 多カッタ。

私 wa、徹夜ヲ続ケルコト ga アル。

思索 wa、読書ニヨッテ深メルコト ga デキル。

勤務評定 wa、実施シナイ方 ga ヨイ。

“父 ga 酔ッテ帰ル事”ga 多カッタ koto

“私 ga 徹夜ヲ続ケル事” ga アル koto

（我々ニ）“読書ニヨッテ思索ヲ深メル事”ga デキル koto

（一般ニ）“勤務評定 o 実施シナイ方 ga 良クアル koto

この種の構文で注意すべきは、題述関係優先という点である。

父 wa、ヨク酔ッテ帰ッタ。

父 wa、酔ッテ帰ルコトガ多カッタ。

この二文は、構造も意味も似ているのである。後文の“父 wa”の wa も文末ま

で係るのであってそれが wa の構文的意味である。それが代行しているかげの

wa が連体に踏止まるというようなことは、いわば wa の内職にすぎないのであ

る。



“ハ”の幅 例文（７）：三上章

“ハ”の内幅は、…補足語の表のうちの雑格以外、すなわち時の格、位置格、

主格、対格、および連体の no である。一たん連体の no を通ると、雑格へも

出られる。

京都 wa、三条 e 支店を出シテイマス。

九州 wa、熊本 kara 引返シマシタ。

ただし、広狭の地名をつなぐ A wa B は一体化しやすく、wa が係助詞として

の力の大半を失ってそのまま no に近くなっている場合がある。

九州ハ熊本ノ城主細川越中守忠利ガ……

一寸法師ガ京ハ三条ノ大尽ニ抱エラレタ。

外幅の wa も私の予想より量も種類も多くて、いろいろ問題があるが、それら

の調査は他日に譲らざるをえない。

註：外幅の wa とは、ムウドやサマに触手を伸ばす係助詞の wa の意味です。こ

れは、係り助詞、係り係られ、陳述度に絡めて後述されます。

以下、註を除いて、すべて『構文の研究』からの引用になります。



係助詞 例文（１）

一寸法師ハ大尽ノ“オ気ニ入リ”になった。

一寸法師ガ大尽ノ気ニ入ッタコト

この四小節はすべて wa で取立てられる。いつもすべての小節が取立てられるわ

けではないが、多くの小節は取立てられる。

一寸法師 wa 大尽ノ気ニ入ッタ。

一寸法師ガ大尽 wa 気ニ入ッタ。

（大尽 wa 一寸法師ガ気ニ入ッタ。）

一寸法師ガ大尽ノ気ニ wa 入ッタ。

一寸法師ガ大尽ノ気ニ入り wa シタ。

これらの“～ wa ”は四つとも提示語であるが、題目は初の三つである。つまり、

題目は名詞に限ることにして、動詞や副詞を wa で提示したものは題目とはしな

いのである。そして、題目は、X wa を基準として考えていく。

名詞に係助詞 mo のついたものは題目であるかどうか。mo は wa に決して連接し

ないし、また wa の使える箇所には必ず mo も使える。しかし逆は成立たない。

たとえば、 A mo B mo…… や 疑問詞 ＋ mo の mo の位置に wa を代入すること

はできない。だから X mo をすべて題目と見なすこともできないだろう。



係助詞 例文（２）

ま ず mo のおもな意味を掲げる。

（１）同類を明言

(a) 追加の mo （モマタ）－ 前を受ける。

(b) もろともの mo(モ～モ）－ 後を引っくるめる。

（２）同類を暗示

(c) 極端の mo（サエモ）－ 積極的にすべてを含める。

(d) 遠慮の mo ー 消極的にそれだけないという心持を表す。

遠慮の mo というのは、次のようなものである。

コノ洋服 mo ダイブ古クナッタ。

ソウ言ワレルト、僕 mo 悲シクナル。

ここでは代表的に追加の mo について、それが wa に似ているかどうかを考えて

みよう。

K 君 mo 来テイル。

という文は、二つの異なった文脈にあらわれる。一つは次のような問答にあらわ

れるものである。



係助詞 例文（３）

問 N 君ハ来テイルカイ？

答 エエ、来テイマス。

問 K 君ハ？

答 K 君 mo 来テイマス。

この場合の X mo は題目と見なしてよかろう。今一つは、場内を見渡して、

オヤ、 N 君ガ来テイル……ア、K 君 mo 来テイル。

この場合の X mo は題目と見なしにくい。係助詞の用法の一つに次の特徴がある。

たとえば、

本 bakali 読ンデイル。

には二つの意味がある。

(a) 本 bakali を読ンデイル。（新聞雑誌を読まぬ）

(b) 本ヲ読ンデ bakali イル。（他に娯楽をもたぬ）

これにならうと、上の題目と見なしにくい X mo は (b) の方で、

K 君ガ来テ mo イル。

となり、そのじつ名詞“ K 君 ”が取立てられているのではないことになる。



係助詞 例文（４）

追加、もろとも、極端、遠慮のどの X mo でも、それが X wa に引き戻される場

合には題目であり、引き戻されなければ題目ではないということになる。それは

文脈次第である。それ自身で資格が決まらないというのは困ったことではあるが、

mo 自身がもともと分脈を離れては意味をなさない助詞なのである。

なお、wa と mo には、題目（名詞）以外で次のような対照用法がある。

行ッテ wa イケナイ。 （逆、不可）

行ッテ mo ヨロシイ。 （可、順調）

係助詞（いわゆる副助詞）は、名詞に係りのはたらきを与える助詞のうち、格助

詞を除いた残りだから、wa と mo 以外は性格が雑然としている。だいたい程度や

限界や強調を表し、約半数は次の wa の位置に使える。

行キ wa スル、来テ wa イル

係助詞を、 wa や mo に準じて提題に近い役割をするものとそうでないものとに

二分すると、

(a) ハ、コソ、モ、サエ、デモ、ダッテ、ナリ（ト）、ナド、ナンカ

(b) ダケ、バカリ、クライ、ホド、ズツ、ナド、ナンカ、マデ



係助詞 例文（５）

(a)の助詞は wa や mo を伴いやすいので、その限りにおいて題目の提示に当る。

また、wa がなくても、その気分を保持しえることは次の文例からもわかる。

アノ人 koso(wa)、私ノ夢ヲカナエテクレル、タダヒトリノ人ダ。

野球 nanka(wa)、ツマラナイヨ。

特に mo は落ちやすい、つまり mo がなくても、あるのと同じ効果のものが多い。

次のように自然に mo が落ちたものもある。

de attemo → datte

nali tomo → nali(to)

(keledomo → keledo → kedo)
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５類型から５文型へ：三上章

「コト」の 5 類型を素直に文型化すると、以下の 5文型になる。

(1) 主格型動詞文 ガ スル

(2) 位格型動詞文 ニ ガ スル

(3) 主格型形容詞文 ガ アル

(4) 位格型形容詞文 ニ ガ アル

(5) 名詞文 ガ （ダ）

註：三上 章は、これだけでは教育上不備であるとして、もっと細分化する方向

を目指しました。そして晩年に、

（A）（１）（３）（５）を主格型、

（B）（２）（４）を位格型

（C） 与格型

（D） 対格型

（E） 位格＋対格型

を設けた次第です。
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晩年の５文型：『文法小論集』

(1) 主格型（普通型、主格先頭） 「Ａ ガ …」

歩ク、Ｂニナル ； 大キイ ； Ｂダ

(2) 位格型（存在文とその仲間） 「Ａ ニ Ｂ ガ…」

アル、見エル ； ウラヤマシイ

(3) 与格型（位格型の変種） 「Ａ ガ Ｂ ニ…」

行ク、会ウ ； 等シイ

(4) 対格型（対格発想、主格を省く、操作文） 「Ａ ガ Ｂ ｦ…」

殴ル、Ｃニスル ；（ヲ欲シイ）

(5) 位格＋対格型（複数格助詞 ） 「Ａ ガ Ｂ ニ Ｃ ヲ…」

貸ス、案内スル 「Ａ ニ Ｂ ヲ Ｃ ニ…」

註：ここでは、上位格助詞と動詞文・形容詞文・名詞文の融合が図られていま

す。題述文、「ハ、ガ …」文は、別扱いです。
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格助詞
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コトの表現：格助詞；テニヲハ

コトの表現で、名詞が、動詞・形容詞・名詞に対してどんな関係をもつかを日本

語では格助詞で表します。外国人にとって、係りの助詞「ハ」とともに、日本語

習得の中で、難しいところとされます。ふつう、現代語では次のような格助詞が

あるとされます。 （三上 章・金田一春彦）

ガ 主格 動作・状態・属性
ヲ 対格 作用を受ける場所・移動する場所・分離対象
ニ 位格 場所・時・範囲・帰着点・結果・目標・動詞修飾
ノ 連体格 名詞だけに続く助詞
ー 時の格 時 （上位格）

ト 共格 相手・変成結果・談話・思考内容 （下位格）
カラ 奪格 出発点
ヘ 与格 方向・帰着点
ヨリ 比較格 比較の基準
デ 具格 動作場所・道具・原因

註：このほかに、「ニツイテ」「ニヨッテ」なども格を表します。以降に、この

まとめ直しと、例文を紹介しておきます。
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述語内容 ガ ニ ヲ デ

題目 （ 「ハ、ガ」 文） 〇 部分主格 ○ ○ ○

措定（指定・同定・端折り） 判断主格

存在 存在場所

所有 所有対象

属性（類種） 対象 対象

属性（性質：品定め文） 対象 対象 知覚・感情

「ニ、ガ」 文 知覚・感情・可能・難易 知覚・感情・可能・難易

偶発・要不要・適不適 偶発・要不要・適不適

状態・状況（物語り文） 対象 対象

場所 静止場所（点） 被動作場所 動作場所（範囲）

基準・限度（様態）

道具・手段・原因

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動主格 所動対象 所動対象

能動 能動主格 能動対象 能動対象 動作対象

使役 使役主格 使役対象 使役対象

述語の表現内容と格助詞
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述語内容 ガ 文例

題目（「ハ、ガ」文） 部分主格 象ハ、鼻ガ長い。 牡蠣ハ、広島ガ本場だ。

同定（措定・指定・端折り） 判断主格 彼ガ三上さんです。私ガ幹事です。

存在 面白い話ガある。冴えた考えガある。

所有 わずかながら所得ガある。孫ガいる。

属性（類種） 対象 （鯨ガケモノだ。）

属性（性質：品定め文） 対象 鯨ガ旨い。

「ニ、ガ」文 知覚・感情・可能 私ニ考えガある。字ガ読める。

難易・偶発・要不要 筆ガ要る。

適不適

状態・状況（物語り文） 対象 雨ガ降る。歯ガ痛い。歯ガ痛む。歯ガ生える。歯ガ抜ける。

場所 静止場所（点）

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動主格 ガある。ガ要る。ガ見える。ガ聞こえる。ガ似合う。

窓ガ開く。目ガ覚める。感じガする。

能動 能動主格 ガ…する。…ガいる。…ガ来る。

使役 使役主格 私ガ彼に仲人をさせる。

ガ ： 文例
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述語内容 ニ 文例

題目（「ハ、ニ」文） 焦点化 要（かなめ）ハ、格助詞ニある。

同定（措定・指定・端折り）

存在場所 イワナは渓流ニ住む。

所有対象 柳の下ニ泥鰌がいる。

属性（類種） 対象 私ニ異議ガある。

属性（性質：品定め文） 対象 親ニ子供ガ似る。

「ニ、ガ」文 知覚・感情・可能・難易 彼女ニそれガいとわしい。彼ニ英語ガ話せる。

偶発・要不要・適不適 私ニ忍耐力ガ要る。 割れ鍋ニ綴じ蓋ガ相応しい。

状態・状況（物語り文） 対象 手ニ触れる。

場所 静止場所（点） 都会ニ住む。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動対象 ご馳走ニなる。世話ニなる。苦痛ニ耐える。

能動 能動対象 都電ニ乗る。

使役 役対象 子供ニ行かせる。

ニ ：文例
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述語内容 ヲ 文例

題目（「ハ、ヲ」文） 焦点化 要ハ、格助詞ヲ活用する。

同定（措定・指定・端折り）

属性（類種）

属性（性質：品定め文）

「ニ、ヲ（ガ）」文 要不要 30分ヲ要する。秘書ニ有能な人ヲ（ガ）欲しい。

状態・状況（物語り文）

場所 被動作場所 空ヲ飛ぶ。家ヲ出る。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動対象 日本語ヲ教わる。命ヲ（ガ）助かる。

能動 能動対象 日本語ヲ教える。命ヲ助ける。

使役 使役対象 人ヲ笑わす。

「スル」動詞 プログラム ヲ インストールする。

携帯ヲ（ハ）購入しない。

ヲ ：文例
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述語内容 デ 文例

題目（「ハ、デ」文） 焦点化 格助詞ハ、論理デ訓練する。

同定（措定・指定・端折り）

属性（類種）

属性（性質：品定め文）

「ニ、ガ」文

状態・状況（物語り文）

場所 動作場所（範囲） 2階デ寝ています。

3時デ締め切ります。

基準・限度（様態） 日本デ一番大きい。

スーツ姿デやってきた。

道具・手段・原因 折紙デ鶴を折る。

事故デ怪我をした。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動対象 1人デ暮らす。

能動 動作対象 その件ハ、警察デ調べている。

使役

デ ：文例



格助詞の難しさ（１）

確かに、格助詞は難しい。母語を話す私たちにとっても、次の表現の違いなど、

にわかには分かりません。しかし、なんとかかんとか見当をつけてしまうのが、

ネイテｲヴスピーカの不思議なところです。

以下は、これまでの三上章の解釈と例文で差異を説明できそうな例です。

現代ヲ生きる 現代ニ生きる

水ガ飲みたい 水ヲ飲みたい

手デ触れる 手ニ触れる 手ヲ触れる

進路ヲ悩む 進路ニ悩む 進路デ悩む

病気ヲ苦しむ 病気ニ苦しむ 病気デ苦しむ

～ノデ ～カラ （これはちょっと難しい。後述）



格助詞の難しさ（２）：藤井貞和
次は、作者の狙いを読み取るのが難しい文例です。少なくとも教科書向きではありません。

あけがたには

夜汽車のなかを風が吹いていました
ふしぎな車内放送が風をつたって聞こえます
…よこはまには。二十三時間五十三分
とつかが、零時五分
おおふな、零時十二分
ふじさわは、零時十七分
つじどうに、零時二十一分
ちがさきへ、零時二十五分
ひらつかで、零時三十一分
おおいそを、零時三十五分
にのみやでは、零時四十一分
こうづちゃく、零時四十五分
かものみやが、零時四十九分
おだわらを、零時五十三分

……
ああ、この乗務車掌さんはわたしだ、日本語を
苦しんでいる、いや日本語で苦しんでいる
日本語が、苦しんでいる
わたしは眼を抑えてちいさくなっていました
あけがたには、なごやにつきます

（『ピﾕーリファイ』所収）
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サマ



サマ
サマは、コトの品定め・解釈、言い換えればコトへの態度とします。登場人物の

態度の場合もあれば、語り手や書き手の態度の場合もあります。

三上章は、「サマは、まず提題の助詞とムウドに現れる。」とします。このとき

提題の助詞とは、助辞「ハ」や「モ」などです。

また、ここでのムウドとは、狭義のムウドです。ふつう動詞・形容詞・形容動詞

の活用形や助動辞（助動詞）とその活用形で表されます。

ここでの主役は、文法的、形式的には、

動詞・形容詞・形容動詞の活用形

助辞（助詞）

助動辞（助動詞）

になります。

同時に、それはムウドにも連続しています。佐久間鼎の場合は、すでに紹介した

ように、そのムウドの内容を、

訴え・対人的働きかけ／命令／

頼み・勧め／発問（肯定否定、未知項 x を解く）……

などとしました。



参考：助動辞（古語）のムウド

ここで、唐突に小松光三の『拾遺集』の一首に対する解釈への、藤井貞和の知

見を引用します。お二人は、助動辞に対する四つの視点を提唱しております。

池水やー氷とくらむ。葦鴨の、夜深く声の騒ぐなるかな

（口訳：池水では氷が溶けているのでは。葦鴨が夜深く声の騒ぐのが聞こえるような）

「葦鴨の、夜深く声のさわぐ」というのは、一見、「客体的事実」で、表現行

為の第一過程である。……そこに「なり」（ここでは「なる」）が加わって、

第二過程までが言語化された。…第三過程は「終助詞「かな」」が加わり、＜

表出主体の意識＞のモメントが位置を独占する。……

こちら側に表出主体の意識（認知）があるとすると、対するに、存在はどのよう

に描けばよいだろうか。存在は運動する。存在というと静止を思い浮かべるかも

しれないが、そうではなく、存在するという運動、「あろうとする」ことをここ

では考える。１、それはまず＜出現＞する。認知としてはその＜出現＞を発見す

る。２、つぎに、事物は事物以外の、すなわち「場」によって規定されている（

定位＝場的現存）。３、さらなる過程は＜自立の運動＞で、単独で存在する運動

だと言い換えられる。

存在の運動は、事物からの出現と、定位と、自立という経過をたどり、表現主体

の意識をも一角として、四辺形を得る。これが基本体系である。……



『国語助動詞意味論』：小松光三

き・し（つ・ぬ）

出現（実現）

の 運 動

む・むず あ（り）

表出主体 定位

の 意 識 の 運 動

し（じ・ず）

自立

の 運 動



krsm 四辺形：藤井貞和

時間域

き

ki

け け

り む

らむ

あり ari am-u （あ）む

（註：存在域） 推量域

ら べ

し し

-asi

あし

形容域



註：ムウド・サマ・コトと助辞・助動辞など（再掲）

ムウド・サマ・コトと助辞・助動辞その他との対応は、古語を追及する小松光三と藤
井貞和の「域」という言葉づかいを一部借りると、次のようになります。拙稿は、現
代日本語では、さらに点線内の領域を勘案する必要があるとみなします。腑分けは大
まかで、助辞「ハ・モ」などはサマだけでなく、ムウドにも触手を伸ばしています。

＜ムウド＞ ＜サマ＞ ＜コト＞
（モダリテｲ） （狭義のムウド） （デｲクトｳーム）

推量域 助辞 存在域
ム・ムズ ハ・モ （ア）リ

助動辞

意志域 形容域
ベシ シ（ジ・ズ）

省略 活用形 時制域（テンス）
零記号 キ・シ

文末表現 相域（アスペクト）
ネ・サ・ヨ ツ・ヌ

敬語法
デス・マス／デアル・ダ



活用形
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膠着的な語形変化（１）：三上章

品詞のうちで語形が変化するのは用言（動詞、形容詞、準用詞）だけである。

用言の語形変化（語形交替）を活用と言う。（註：準用詞は助動詞のつもり）

日本語の動詞の活用には次の特徴がある。

(a) 規則的であること

(b) 変化形が多いこと

これらの二性質は恐らく表裏抱合せのものだろう。そして日本語が膠着的

（agglutinative）であることに関連していると思われる。活用表を作るのに

ヨオロッパだけを手本にするわけにはいかない。

動詞は語幹の種類によってわずか三種類になる。語幹が母音（i、e）に終るも

の、母音を受ける子音に終るもの、子音一個（k、ｓ）であるもの。そして活

用の型はこの三種類だけである。母音をα、子音をβで表せば、

～α - 弱変化 正格 一段活用

～β - 強変化 正格 五段活用

β - 混合変化 変格 三段活用

そして、多くの変化形が割合い簡単な法則で成立する。
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膠着的な語形変化（２）：三上章

そして、多くの変化形が割合い簡単な法則で成立する。阪倉篤義さんは“日本

語の活用”を論じて次のように言っておられる。

（チェンバレンらと違って）日本語社会の一員であるわれわれには、まして、

たとえば、“行かない”“行けば”という形式において、ここには何か“法（

mood） ”をなすべき要素が別につけ加わっているという意識が明瞭であろう。

……日本語社会における、いわゆる辞的な要素が、印欧語の屈折語尾などに比

してある種の独立性を持つことは、現代口語においても、やはり認められるの

である。“語根 ＋ 語尾”という形式ならば、もはや固定したものであり、

stereotyped formula であって、新しい形成を目的に許さない。しかし右の“行

かない”“行けば”などは、常にその場その場で、言語主体の責任において新

しい形成が可能であるところの constructional pattern と呼ぶべきものである。

（“現代国語学第二巻” 209ぺ）

まことに穏当な見解であって、膠着的な語形変化では、変化形を適当に分割し

て整理するのが実際的であるのは確かである。前章で私が hatasitai を中立形（

連用形）と希望の tai とに分割したのも、そう処理する方が経済的だからであ

った。

……

私は変化形を技術的に処理していきたい。
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註：活用の変化形；三上章

変化形 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

強変化 弱変化 中変化

五段活用 一段活用 三段活用

カ変の来ルとサ変のスル

語幹 ik- mi- me- s- k-

定言法 行ク 見ル スル

ム

概言法 行コウ 見ヨウ シヨウ

ウ

命令法 行ケ 見ロ シロ

ド

仮定法 行ケバ 見レバ スレバ

（『現代語法序説』）
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註：活用表；三上章

語幹 中立形 自立形 条件形 概言形 命令形

ik 行キ 行ク 行ケバ 行コウ 行ケ

itt 行ッテ 行ッタ 行ッタラ 行ッタロウ

行ッタリ

中立形は固有のムウドもテンスももたない。後続の動詞のムウドなどによって

逆応する。助詞をつけることもある。「行キナガラ」「行ッテハ」「行ッテモ」

語幹用法として、「…スル」「仲直リスル」「ガッカリスル」「説明スル」

自立形の３つの用法：終止、連体、インフィニチブ

条件法は係り専門で、あとに助詞などをつけない。一形一法。

概言法はほとんど終止法専門、まれに連体としても使われる。一形一法。

命令法は終止だけに使われる。一形一法。 （『現代語法序説』）
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註：各活用形の用法；三上章

A） 文の途中に使われる。

a) 固有のムウドをもたない。

語幹用法

中立法

b) 一定のムウドを示す。

中立法 ＋

条件法

連体法 ＋ 名詞 ＋

終止法（命令形以外）＋ 接続助詞

B） 文の終止に使われる。

終止法（自立形、概言形、命令形）

インフィニチヴ ＋ ka（疑問文）

（『現代語法序説』）



93

膠着的な語形変化（３）：三上章

そのために語根を共通にする動詞の語形変化を次の四種類に分ける。

（０） 語彙的変化

（１） 派生形（という特別扱い）

（２） 活用形プロパア

（３） 準用詞（統覚に関する複語尾）の取立て

（０）は自動詞と他動詞との対立などであって、むろん活用以前の問題になる。

したがって、あまり規則的ではない。

（１）は次の三つに派生形という名前を与えて広義の活用の中に含める。

-(s)asu 以外は弱変化である。

使役、使役的他動 kakaselu、kakasu、akesaselu、akesasu

受身、可能、尊敬 kakalelu、akelalelu、

可能 kakelu、akelelu

（３）は、単語としては自立形（いわゆる終止形）に下接する書ク lasii、書ク

dalo、書ク ka？など。準単語としては中立形（連用形）に下接する tai、masu、

nagala など。
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膠着的な語形変化（４）：三上章

残る活用形プロパアを整理するために、次のカテゴリｲを設ける。

１． ムウド的、ムウド ー テンス的

２． 認め方（肯定否定）

３． スタイル（体）

活用形中の代表形（広義）について述べておく。各二形を立てて、単語として

指して言う代表形と、辞書に見出し語として載せる（載せてほしい）語形とを

違えた方が便利なように思う。

代表形 辞書形

書ク （自立形） 書キ （中立形）

勉強スル （添動詞の自立形） 勉強 （語幹）

短カイ （連体形） 短カ （語幹形）

静カナ （連体形） 静カ （語幹形）

de(a)          （抽象形） de(a) （抽象形）

masu (自立形） masu （masi にしない）

註：以下、註を除いて、『構文の研究』からの引用になります。
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動詞の活用形（１）

一次的な活用表はムウドの違いによって作るけれども、これはムウドの数だけ

活用形を並べるのではない。ムウド的またはムウド‐テンス的な種々の用法に応

じて起っていると見るが、そう見た上で結果たる形態を分類するのである。つ

まり形態本位である。一形一法ではない。（註：原注は略）

形態本位であるから、動詞には基本語幹と完了語幹の二つを考えなければなら

ない。ここに挙げる例はすべて強変化である。

基本語幹 完了語幹

取ル tol- tott-

勝ツ kat(s)- katt- （括弧内の子音は a、e、o の前で落ちる）

思ウ omo(w)- omott- （括弧内の子音は a の前だけで保たれる）

抜ク nuk- nuit-

脱グ nug- nuid-

死ヌ sin- sind-

飛ブ tob- tond-

基本語幹から完了語幹を作るのも規則的であるし、両語幹から各活用形を作る

のも規則的であって、ほとんど例外がない。
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動詞の活用形（２）

強変化のうちの kas- （貸）の類と弱変化、混合変化とは語幹に変化が起らない

から提示を省略する。活用表は次のようになる。

語幹 中立形 条件形 自立形 推量形 命令形

kat(s)       katsi kateba katsu        kato kate

katt katte kattala katta kattalo

kattali

中立形と自立形は動詞の二代表だから、どちらも用法が多い。シ中立形(katsi)､

シテ中立形(katte)、交互形の中立三形は固有のムウドもテンスももたない。つ

まり中立的である。用法も造語成分、インフィニチヴ、中立法、提示法、副詞

化などがある。ただし、交互形だけは用法が狭い。

自立形の用法は次の三つである。

（１） インフィニチブ

ソンナ時ニハ katsu ヨリモ負ケテオクコトダ。

乙組ガ katta ラシイ。
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動詞の活用形（３）

（２） 連体法

遠慮ナク katsu ガヨイ。

アシタ katta 組ハ代表資格ヲ得ル。

（３） 終止法（文例省略）

条件形、推量形、命令形はそれぞれ一形一法である。推量形は話手の推量や意向

を表し、命令形は話手の命令や依頼を表して、どちらも終止法である。

動詞の打消（不作為）は意味も形も形容詞的である。標準的な長語尾に統一され

ているとも言いかねるので、関西的な短語尾を併記しておく。

連用形 自立形 条件形 推量形 命令形

長語尾 katanaku katanai katanakeleba katsumai katsuna

短語尾 katazu katanu kataneba

動詞 alu には打消形がなく（alimasu は別）、その仕事を形容詞 nai が受持つ。そ

れで推量形が alumai と nakalo の二形あることになるが、そのどちらよりも nai

dalo が勢を得つつある。連用形は katanaku nalu のように使われるだけである。形

容詞に似て語幹形の要ることもある。

モノヲ silana-(sa)sugilu ヨ。
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動詞の活用形（４）

動詞の打消にはいろいろ折衷的な性質が見られるから、形容詞と対照させてみよ

う。

勝チ 勝ッテ 勝チマシテ

勝タズ （勝チマセズ）

勝タナイデ 勝チマセンデ

勝タナクテ 勝タナカッテ

無ク 無クテ 無カッテ アリマセンデ

“勝タナクテ”“無クテ”の te は一形の準用詞としておく。引用の to に続く te

も。……

混合変化 sulu の打消は、

連用形 自立形 条件形 推量形 命令形

長語 sinaku sinai sinakeleba sumai suluna

短語尾 sezu senu seneba

いわゆるサ変動詞“勉強スル”、“報告スル”などは、“勉強”“報告”を語幹

形相当とし、sulu を添動詞とする連語である。



註：自動詞と他動詞（１）：金谷武洋

「アル」の勢い ← →「スル」の勢い

(R)ARE- ARI- ε SI- (S)ASE-

（１）受身 （２）自動詞 （３）自動詞・他動詞 （４）他動詞 （５）使役

（＋自発／可能／尊敬）

Aグループ Bグループ

連用形 I-自動詞 五段活用 連用形 E-自動詞 下一段活用

E-他動詞 下一段活用 I-他動詞 五段活用

自 他 他 自

立ち／立て（立つ；無標／立てる；有標） 焼き／焼け（焼く；無標／焼ける；有標）

育ち／育て（育つ／育てる） 切り／切れ（切る／切れる）

縮み／縮め（縮む／縮める） 破り／破れ（破る／破れる）

開き／開け（開く／開ける） 割り／割れ（割る／割れる）

入り／入れ（入る／入れる） 脱ぎ／脱げ（脱ぐ／脱げる）

自然な変化・成長を含意 折り／折れ（折る／折れる）

解き／解け（解く／解ける）

砕き／砕け（砕く／砕ける）

意図的破壊的行為を含意



註：自動詞と他動詞の構図（２）：金谷武洋

この自動詞／他動詞の区別はさらに、「受身」（「自発」／「可能」／「尊敬」）と

「使役」まで体系的・統一的に説明できるようになる。

「アル」の勢い ← →「スル」の勢い

(R)ARE- ←→ ARI- Ｉ Ｉ SI-・(S) ←→ ASE-

（１）受身 （２）自 （３）自 （４）他 （５）他 （６）使役

（＋自発／可能／尊敬）

↑↓ ↑↓

E- E-

Ａグループ → 他 自 ← Ｂグループ

有標・無標の対立は、４つの長方形で示される。

点線の楕円のなかが無標である。



101

形容詞の活用形（１）

形容詞の活用は動詞よりも不活発であるし、用法にも対応のつけにくい点がある。

だから活用表を強いて動詞とそろえることはしない。

形容詞の活用では連用形に問題がある。まず次の対照表を見ていただきたい。

イ形容詞 ナ形容詞 英語

中立 hayaku(te) sizuka(de)          adjective

打消 hayaku nai sizuka de nai adjective

属性 hayaku nalu sizuka ni nalu adjective 

様態 hayaku aluku sizuka ni aluku adverb

アンダラインが問題の語形である。このために、形容詞の連用形は別々の品詞に

分散させるべき単語が同形のよしみで形容詞の方ヘ引止められているという恰好

になっている。なおナ形容詞の連用形は連体形よりも固まりが弱くて、sizuka と

ni とに分けたいようでもある。次の活用表はかなり妥協的なものである。

語幹形 連体形 連用形 条件形 推量形

haya hayai hayaku hayakeleba hayakalo

sizuka sizukana sizukani (sizuka nala)(sizuk dalo)

語幹形は動詞の中立形に対応して造語成分になる。したがって添詞や準詞をつな

げる形でもある。
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形容詞の活用形（２）

hayasa haya-sona haya-sugilu

sizukasa sizuka-sona sizuka-sugilu

また、ナ形容詞の語幹形はいわゆる語幹用法を持つ。このようなことどものた

めに、形容詞では語幹にも一つの活用形の資格を与えたのである。

海ハ sizuka(de)、風ハオダヤカダ。

左は Tankei(de)、右ハ運慶デス。

九時ニ shuppatsu(site)、正午ニ到着シタ。

上の語幹用法において、よく対応しているのは名詞 Tankei と名詞 shuppatsu で

ある。準用詞や添動詞によって用言の性質を帯びさせられいる名詞である。し

かし sizuka は名詞ではない。ナ形容詞の語幹形には名詞を兼ねているものが多

くあるけれども、語幹形の資格のときには名詞ではない。

ナ形容詞は、準用詞 de (a) によって活用を補充されるが、連体形まで補充と見

なすわけにいかないことは次表に示す通りである。
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形容詞の活用形（３）

理事長 – 某氏 静カ – 海（不成立）

理事長ノ某氏 静カノ海（不成立）

理事長ナ某氏（不可） 静カナ海

理事長デアルコト 静カデアルコト

理事長デアル某氏 静カデアル海（不自然）

理事長ダッタ某氏 静カダッタ海

形容詞の完了はすべて（形容）動詞型の活用をする。動詞の打消も同様である。

形容詞の打消は形容詞 nai を添形容詞とする連語だから、短語尾はない。また、

イ形容詞の連用形が gozaimasu に続くときには hayo、uleshu などとなる。
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準用詞の活用形（１）

動詞に付属する準用詞は中立形に続くものが も多く、自立形（インフィニチヴ

か連体法）に続くものがこれに次ぐ。終止法を受けるものは、引用の to や伝聞

の so ぐらいで、きわめて少ない。

インフィニチヴに続く de(a)、lasii、ka ? は名詞にも続くが、その場合にも、名

詞に用言語幹の資格を与えるような続き方をするために準用詞なのである。

準用詞には一形だけ（無活用）のもの、動詞や形容詞に似た活用をするもの、特

殊な活用をするものがある。連体法に続く node、noni は中立法に近い各一形であ

り、伝聞の so は語幹形の一形である。sona（推察）、yona、mitaina はむろんナ

形容詞型の活用をする。

丁寧さを表す masu の活用はだいたい動詞型であるが、いくらか特殊である。

中立形 自立形 条件形 推量形 命令形

－ masu (masuleba)    masyo mase、masi

masite masita masitala (masitalo)  

masitali

masen-de      masen ー masumai (masuna)

masen-desita masen-desitala
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準用詞の活用形（２）

括弧内は使用まれな形である。自立形も終止形と連体法であって、インフィニチヴ

として使われることはめったにない。次の desu 、desita になると、準詞へ続くと

き以外は連体法にもならない。つまり、ほとんど終止法専門である。

も重要な準用詞は da である。文章体では de alu という連語になるが、da と de

alu のどちらを原形としても不公平になりそうだから、両方を立てて（というより

両方を譲らせて）相互的な短縮形、還元形という名前を与え、代表には抽象的な

de(a) を使うことにする。

短縮形 還元形

de ali

中立 de

de atte

終止 da

de alu

連体 na

推量 dalo de alo

条件 datte de aleba

完了 datta de atta
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準用詞の活用形（３）

以下はデス・マス体

終止 desu de alimasu

推量 desyo de alimasyo

完了 desita de alimasita

条件 desitala de alimasitala

中立 desite de alimasite

還元形は添動詞 alu の変化そのままであるから表示の必要もないわけである。こ

こではわざわざ対照を示したが。

この前半と後半、すなわち da、dalo 対 desu、desho の対立を律するカテゴリｲ

をスタイルと名づけ、普通体、丁寧体と呼び分ける。還元形では動詞 alu に準用

詞 masu をつけて丁寧さを表す。動詞はすべてそうする。してみると、活用のカ

テゴリｲとしてのスタイルは、準用詞 de(a) の短縮形だけのために設けたことに

なる。

準詞 de(a) のおもな意味は次の四つであるから、引っくるめて“言定め”の準詞

と呼ぶことにしたい。普通は“指定”の助動詞と呼んでいるが、この名前は狭す

ぎる。
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準用詞の活用形（４）

私ハ理事長 desu。 （資格づけ、指定）

理事長ハ私 desu。 （指定）

明日カラ学校 desu。（簡約の平叙）

海は静カ desu。 （活用補充）

連体形 na は、コト全体を連体法にする場合だけに使われる形であり、係られる

名詞も no、koto、hazu などに限られる。

彼ガ理事長 na koto ヲ知ラナカッタノカ？

デスーマス体で注意すべきは、すでに音韻変化を起している動詞が少数ながら存

在すること（これが多数になれば、スタイルが動詞活用のカテゴリｲに昇格する）

、また丁寧体としてしか使われない動詞があること。

音韻変化は中立形の li の l が落ちることで、次の五個の動詞で起っている。

原形 丁寧体

nasalu nasaimasu

kudasalu kudasaimasu

ilassyalu ilassyaimasu

ossyalu ossyaimasu

(gozalu)                   gozaimasu
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準用詞の活用形（５）

おもに丁寧体として使われる動詞には次のようなものがある。

（１） tsukamatsulu tsukamatsulimasu

（２） itasu itasimasu

（３） zonzulu zonzimasu

（４） olu olimasu

（５） (gozalu)        gozaimasu

（１）はほとんどすたれている。（２）と（３）の普通体には itasi、itasite、

zonzite の形だけが使われる。（４）も東京人の中には、olimasu だけ使って

olu は使わないと自称する人があるが、打消の短語尾を無視しにくいように、

現在の共通語から olu、otte を除いてしまうことも難しいようである。結局、

丁寧体だけというのは（５）一個である。今日たまたま使われる gozalu は、

alu でなく ilu の意味であり、しかも多少ふざけた用法である。

tada teinei go-teinei on-go-tenei

sulu simasu itasimasu tsukamatsulimasu

omou omoimasu zonzimasu

ilu imasu olimasu

alu alimasu gozaimasu
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準用詞の活用形（６）

これを見ると丁寧体の上に御丁寧を設けたくなるが、gozaimasu 一個のためをに

そうするのも釣合いを失する。しかしこの一個は本動詞（存在、所有を表す）と

して、添動詞（言定めの de gozaimasu）として使用頻度が非常に大きい。それで、

御丁寧体の代りに御丁寧調を設け、gozaimasu、itasiamsu 程度以上の言葉使いを

指すことにする。体（style）と調（key）との違いは次の通り。

雨ガ hutta カラ、遠足ハ yameta。 （普通調）

普通体 普通体

雨ガ hutta カラ、遠足ハ yamemasita. （丁寧調）

普通体 丁寧体

雨ガ hulimasita カラ、遠足ハ、yamemasita。 （丁寧調）

丁寧体 丁寧体

雨ガ hulimasita ノデ、遠足ハ中止 itasimasita。 （御丁寧調）

丁寧体 丁寧体



活用形の触手例：モダリテｲやテンス・アスペクト

＜ムウド＞ ＜サマ＞ ＜コト＞

（モダリテｲ） （狭義のムウド） （デｲクトｳーム）

＜推量域＞ ＜助辞＞ ＜存在域＞

ム・ムズ ハ・モ（関連度） （ア）リ

準用詞（確信度） ＜助動辞＞

ラシイ・ダロウ

≪活用形≫

＜意志域＞ ＜形容域＞

ベシ シ（ジ・ズ）

使役

ス・サス ＜時制（テンス）域＞

受身 キ・シ

ル・ラル ＜相（アスペクト）域＞

自発 ツ・ヌ

ユ・ラユ

準用詞

タイ・マス・ナガラ

敬語法

デス・マス／デアル・ダ

中立形（連用形）
条件形（已然形：条件法）
自立形（終止形）
推量形（未然形：推量法）
命令形（：命令法）

未然形：未動作
連用形：動作中
終止形：動作終了
連体形：動作関与（体言接続）

已然形：動作後



註：古代語の活用形（１）；釘貫 亨

動詞は、動詞基本形だけでその役割を十分実現できなくなっていた。

未然： 動作が行われない事態

連用： 動作が行われている今ある事態

終止： 動作が終わる事態

連体： 動作が事物に関与する事態

已然： 動作が行われた後にある事態

の基本的意味にさらなる下位的意味が表示される必要が出てきた。

ここに山田孝雄が言う二次的活用語尾（複語尾）が発達する余地が生ずる。学校

文法で助動詞と呼ばれる活用助辞群は、既存の動詞語尾から分出して成立した二

次的語尾を多く含むのである。

「ゆ・らゆ・つ・ぬ・り・たり・なり・む・る・らる・す・さす」

などは、特定の文法的意味を有する既存の動詞の語尾から派出した形式群である

ことを示唆している。



註：古代語の活用形（２）；釘貫 亨

すなわち、

「ゆ・らゆ」は、「消ゆ・絶ゆ・覚ゆ」等の自発性 ユ 語尾動詞

「つ」は、「果つ・満つ」等の完了性 ツ 語尾動詞

「ぬ」は、「往ぬ・死ぬ」等の完了性 ナ 変動詞

「り・たり・なり」は、存在動詞

「む」は、「固む・極む・定む」等の意志性 ム 語尾動詞

「る・らる」「す・さす」は、自他対応第Ⅱ群、第Ⅲ群動詞など

それらの出自はおよそ推測がつくのである。

我々の知る古代語複語尾は、動詞の意味の拡張過程に際して既存の動詞から意味

が連想される語尾をより明晰な文法的表示として再生した新形式だったのである。



註：古代語の形容詞と語幹；藤井貞和

……形容詞の語幹は、動詞の語幹と異なって、それだけで意味を喚起することが

できる。また、そのまま、文の成分として用いられ、他の語と複合語を作る時、

意味の決定部分となる。ク活用の語幹をわずかに挙げると

＜な、よ、あか、あを、おほ、ねた、わか、あやな、いぶせ、

うたて、つゆけ、めでた、あきらけ＞

などがある。

……形容詞の活用語尾「し」は アシ –asi から来たろう。形容辞とでも言うべき

このアシ –asi は古い助動辞と見ることができる。-asi のままで、あるいは a 音

を落として語幹に結びつき、動態詞の一となる。活用形に「き」や「く」が発現

するのも古い接辞に負うかと思われる。
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ムウド



ムウド
談話の場合、話手のムウドはどう決まってくるのでしょうか？

（物理的）状況

自分の言語ストック／感情／身体状況／狙い

相手の知識／狙い（ムウド）／好悪（ムウド）

話題・話線

など千差万別です。

言語文脈における広義のムウド（モダリテｲ：法）は、語り手や書き手の

意図や信念や願望

感情や気分

状況

からなります。関連性理論では、発話の場合、当否はともかく、それは関連性を

大にしようとする人の性（さが）や業（ごう）からもたらされるとします。

この広義のムウドは活用形とイコールではありません。活用形の用法はふつう狭

義のムウドであり、テクストの中のサマやコトに対する立ち位置を表しています。

また、副助詞の「ハ」や「モ」ともイコールではありません。「ハ」や「モ」は

関連度や陳述度という間合いを図るサマに通じています。

語り手や書き手の広義のムウドは、テクストの狭義のムウドを着物や風呂敷のよ

うに包んでいるという見方に、拙稿は与しています。



ムウド：三上章

＜広義＞

ムウドの四段階

ムウド以前 ・・・・・・・・・・・・・・・・ インフィニチヴ

固有のムウドを持たない・・・・・ 中立法

ムウド

終止しない・・・・条件法

固有のムウド

終止する・・・・・終止法

文末のムウド

確言法

平叙法

直叙法 推量法

終止法 疑問法

命令法

間投法

＜狭義＞

活用形の用法をムウド（註：狭義のムウド;サマ）と名づける。そして文末

ムウド（註：広義のムウド；法）の種類によってセンテンスを分類する。



ムウドの分類（１）：三上章

条件法や命令形はそれぞれ一形一ムウド（註：法）であり、その後へ附属語が連

接することもない。しかし中立形や自立形にはいろんな用法があるし、連体法は

それを受ける準詞とともに種々のムウドに類するはたらきをあらわす。日本文法

のムウドの種類を三つか四つに絞ることはできない。

西洋の動詞の活用は陳述形（finite form）と非陳述形（non-finite form）とに分れ、

ムウドは前者だけが受持って、その種類も直叙法、接続法、命令法のせいぜい三

つである。そしてセンテンスも単文、複文、重文というふうに分類される。

Make haste, or you will miss the train.

（急ガナイト、汽車ニ乗リ遅レルヨ。）

これは陳述形二個が対等接続詞 or でつながれているから、重文である。

日本語の活用形は、陳述形と非陳述形とにセツ然と二分することもできず、また

少数のムウドで活用形の用法のすべてを処理することもできない。できるのはい

ろんな用法をいくつかのグルウプにまとめることぐらいである。そして非陳述形

相当（インフィニチヴ）から陳述形相当（終止法）までの連続をいくつかの段階

に分けて、それぞれのグルウプの中心にすることだろう。



ムウドの分類（２）：三上章

このような段階として次の五つを設ける。代表的な活用形を掲げ、陳述の程度を

かりに分数値で書添える。

０．インフィニチヴ － 陳述以前 行キ（ハ suru） 0

１．中立法 ー 他律的 行ッテ、 1/4

２．条件法 ー 中間的 行ケバ、 1/2

３．終止法 ー 自律的

（a）係りの終止法 ー 準終止 行ッタ（ガ、） 3/4

（b）終止の終止法 ー 終止 行ッタ。 1

いろんなムウド的な形式は、これら五つのどれ かの仲間に編入して行くのである

が、インフィニチヴその他の意味を説明しておこう。

註：インフィニチヴは、不定法と呼ばれたりもしますが、法：ムウドではありませ

んので、三上は片仮名インフィニチヴを使います。



インフィニチヴ（１）：三上章
主として動詞について言うが、動詞は語幹がいわゆる属性観念を受持ち、活用語

尾が陳述のありさまをあらわす。ところが、活用形のあるものには、属性観念を

表わすばかりで、具体化（陳述）を不問に付しているものがある。語幹形、中立

形、自立形などにこのような消極的用法のものがあるので、その用法をインフィ

ニチヴと総称する。

次の中立法も固有のムウドを持たないが、この方は持たずじまいではなく、いず

れは後続活用形に同化してそのムウドに落ちつくのである。インフィニチヴはム

ウドをもたずじまいである。この点を比較すると、オンフィニチヴと中立形の意

味を同時に明らかにすることができる。

医者ヲ mukae ニ行 （インフィニチヴ）

医者ヲ mukae、手当テヲ受 （中立法）

ここまでの所では、どちらの mukae も何らムウドを示していない。 しかし中立

法の方は、後続動詞が“受ケタ”となれば mukaeta ことになるし、“受ケレバ金

ガカカルノデ”なら mukaeleba に落ちつく。というふうにいずれは具体化し、ム

ウド化するのである。インフィニチブの方はついに具体化しない。後続動詞が “

行ッタ”になっても、必ずしも医者を mukaeta ことにはならない。医者が留守の

こともあろうし、使者が事故で引返すことがないとも言えない。概してmukaeta



インフィニチヴ（２）：三上章

ことになるのは意味の上からそうなりやすいというまでであって、この形式から

mukae が具体化するか否かを決定することはできない。ムウド不問である。

インフィニチブには今一つの場合がある。ムウドを後に連接する添動詞や準用詞

に譲って、自らは語幹的意味だけを引受けるインフィニチブである。

yiki ハスル （中立形 → 添動詞）

yitta ラシイ （自立形 → 準用詞）

どちらのインフィニチヴも、補足語や修飾語の係らせ方では動詞の性質を保持し

ている。そうでなければ、もはや動詞以外の品詞（たとえば名詞）に変っている

ことになる。

準用詞に先立つインフィニチブには中立形のものが多い。自立形のインフィニチ

ヴは単独に使われる。次のロオマ字はそのようなインフィニチヴと見たい。

君ガ yiku ヨリ、 使イヲヤッタラドウカ？

ハカドルコトヲハカガ yiku トモ言イマス。

行ケルトコロマデ yiku ー ソウスルヨリ仕方ガナイダロウ。

疑問詞に伴われた“自立形＋ ka”のあるものもインフィニチヴの中に数えたい。

ドウヤッテ座席券ヲ手ニ ilelu ka ー ソノ方法ガ知リタイモンダ。

生キナガラエル beki ka ina ka ー ソレガ問題ダ。



ムウドの分類（３）：三上章

文を終止する終止法が十分な陳述を果たすことは明らかである。終止法は接続助

詞をつけて係りになってもやはり陳述の力を感じさせる。中立法は固有のムウド

を持たず、したがって中立法自身はほとんど陳述しない。そして第二段の中立法

と第四段の終止法（＋接続助詞）との中間に条件法が来る。

（１） 奈良ヘ yitte（中立法）若草山へ登

（２） 奈良へ yikeba（条件法）若草山へ登

（３） 奈良へ yitta（終止法）カラ若草山へ登

中立法 yitte と後続の“登”との関係は単なる継起であって、内容上のつながり

がない。だから中立法には話手の主観はかかっていず、それ自身ムウドも示さな

いのである。条件法 yikeba は条件として次に係るから、“登”と内容的に関係

する。そこに主観の関与があり、一つのきまったムウドを示している。という点

で（２）の前句は（３）の後句に似ている。

しかし（２）はやはり中間的であって、反対に（３）よりも（１）に近い性質も

ある。yitte は、終が“登レ”、“登ロウ”、“登ッタ”などとなるのに応じて

yike、yiko、yitta となる。これが中立法の特性たる同化である。（２）も“登レ”、

“登ロウ”、“登ッタ”などで結ぶことができるが、yikeba はそれに応じて yike、

yiko、yitta の意味になるのではない。もっとも、



ムウドの分類（４）：三上章

奈良へ yikeba、若草山へ登った。

と言えば、意味の上から奈良へ yitta ことにならざるをえないが、これは同化で

はない。“奈良へ yikeba、（ツイデニ）若草山へ登ル”ことにしている習慣（お

きまりのコオス）を実行したという意味である。だから別に副詞が言添えてなく

ても、上の文だけで反復（習慣）の気分が感じられる。

奈良へ yikeba、若草山へ登リタマエ。

も同様であって、おきまりのコオスをすすめてはいるが、そもそも奈良へは yike

とも yikuna とも言ってるわけではない。前提条件たる奈良自身は一おう不問に付

した言方なのである。

構造から言えば、“奈良へyikeba、若草山へ（登ル）”が一体化して“レ”にな

ったり“ロウ”になったり“ッタ”になったりするのである。一体化の様式は違

うが、結果としては（１）の“奈良へ yitte、若草山へ登（ル）”も一体化してい

る。（３）の前句が後句と一体化することはない。この点で（２）は（１）に似

て、（３）と離れている。



ムウドの分類（５）：三上章

要するに条件法は中間的なムウドである。話手の主観がある程度かかってはいる

が、それは後続語句と一体化するのを妨げる程度ではない、というふうに中間的

なのである。このように中間的なムウドを表すらしい形式は他にもいろいろある。

たとえば連体法 ＋ 準用詞の yitta node も中間的だろう。条件法はそれらいろんな

形式の代表なのである。

他の四つの段階のムウドもそれぞれ代表なのであって、グルウプに分け、まとめ

るための見本の形式ともいうべきものである。

０．インフィニチヴ － 陳述以前、語幹的 行キ（ハ suru） 0

１．中立法 ー 他律的 行ッテ、 1/4

２．条件法 ー 中間的 行ケバ、 1/2

３．終止法 ー 自律的

（a）係りの終止法 ー 準終止 行ッタ（ガ、） ３/４

（b）終止の終止法 ー 終止 行ッタ。 1



中立法のムウド（１）

註：以下、註を除いて、『構文の研究』からの引用になります。

中立法は自分では一定のムウドを表さず、後続するムウドに順応同化するという

他力本願である。この意味で、中立法の係り先は預け先ということになる。

三月ニハ梅ガ咲キマス。

四月ニハ桜ガ咲キマス。

この両文を合せて一文にするのに、次のようにいろいろの単語を中立させること

ができる。

三月ニハ梅｜四月ニハ桜ガ咲きます。

三月ニハ梅ガ｜四月ニハ桜ガ咲キマス。

三月ニハ梅ガ咲キ｜四月ニハ桜ガ咲キマス。

中立して以下移譲をやる単語が名詞、あるいは助詞、あるいは動詞であるが、動

詞で以下移譲をやるのが中立形であり、中立法である。動詞の並立であるから、

前後二つの動作の関係もあれば、継起もある。シテ中立形（咲イテ、行ッテ）は

継起を表すことが多く、シ中立形（咲キ、行キ）は継起も並存も表すが文章的で

あって談話にはあまり使われない。談話で並存を表すには終止法（＋接続助詞）

を使うのが普通である。



中立法のムウド（２）

三月ニハ梅ガ咲キマスシ、四月ニハ桜ガ咲キマス。

シ中立形とシテ中立形とにはなおいろいろな差異があるが、中立法をおもな用

法とする点は共通である。今一つの交互形（咲イタリ、行ッタリ）は、“sitali

～ sitali スル”というふうに二つ以上組んでインフィニチヴとなり、陳述を添動

詞 sulu に譲るものである。ところが後の itali が前のと離れると消えてしまうこ

とがある。

奈良へ行ッテ若草山へ nobottali、京都へ行ッテハ都踊リヲ mimasita.

このように単独な sitali も相当多くて、もはや誤用とするわけにもいかない。す

ると、このような nobottali は mimasita のムウドに同化するものと解釈するほか

はない。このときの交互形はインフィニチヴでなく、中立法である。中立形とい

うのは、ともかく中立法という用法を持つ活用形の総称である。

シテ中立形に戻るが、すでに見た通り中立法は後続活用形次第である。

leba､（yikeba）

京都へ yitte、都踊りヲ見 tai､(yikitai）

ta 者（yitta 者）



中立法のムウド（３）

中立法 yitte は後続するムウドに順応同化して、それぞれ括弧の中のような意味

に落ちつくが、このことを leba、tai､ta 者などが中立法へさかのぼるというふう

に言表することもできる。もっとも、中立法と預け先とが離れすぎると順応関係

が怪しくなり、ムウドの食違いが起りかねない。預け先が疑問や打消のときは、

京都へ yitte 、都踊りヲ mita kai？

の中立法は疑問に同化して yitta kai？となる心配があるから、そのつもりでなけ

れば、中立法を削って

京都デ都踊りヲミタカイ？

とでもする方がよかろう。こうすれば、質問事項がただ一つになる。何疑問（wh

- question）で結ぶものは初から安全である。

京都へ yitte、何ヲ mita（ka）？

中立法 yitte は mita（平叙法に近い）に同化して yitta ことになるだけである。yitta

ka？ にはなりようがない。このために疑問詞の前の中立法はいささか自立の気風

を帯びている。次の三例は、何疑問で結ぶか、あるいは何疑問が省略された心持で

ある。



中立法のムウド（４）

多勢デ押シカケテ kita、一タイnani ゴトナンダ。

ソンナコトヲ site、ダメジャナイカ！

ソンナ所ンナニボンヤリ立ッテ ite ー 早クシナイカ？

打消には自身の中立法もあることだから、打消はさかのぼらせないことにしたい、

というのは希望意見にすぎない。

(a) 京都へ行カズ、（シタガッテ）都踊リヲ見ナカッタ者

(b) 京都へ行キナガラ、都踊リヲ見ナカッタ者

(c) 京都へ行ッテ、都踊リヲ見ナカッタ者

(a)と(b)とは、それぞれ京都行きの肯定と否定とがはっきりしているが、(c)は

どっちとも取れる。概して(b)に近い肯定であるが、時には否定になることもあ

る。次の二文の前半は全く同形であるが、その中の中立法 yokute の意味は正反

対になる。

見場ガ yokute、値段モ高クナ keleba、文句ハナイダロウ。

（肯定 yokeleba）

見場ガ yokute、値段モ高ク nakeleba、気ニ入ラナイカモ知レナイ。

（否定 yoku nakeleba）



中立法のムウド（５）
肯定否定に関してこのような同形異義が起ることは嘆かわしい。なお、部分否定

に関しては、係助詞を援用すべきことが古くから注意されている。

二頭ノトラガ戦エバ、トモニ wa 生キ残レナイ。

私ハ、彼ノヨウニ wa 熱心デナイ。

中立法は、継起をもとにして同時（並存、食違い）をともに表し、同時のうちで

も、“笛ヲ huite 遊ブ”や“新聞ヲ kubatte 歩ク”のように内容を表す場合も起

り、さらに“ tonde 歩ク”のように熟してしまうことさえある。中立法の用法を

列挙すれば、

（１） 中立法プロパア

(a) 継起（前後）や同時の前項、または単なる並立

(b) 原因、理由、手段（前後食違いの場合をも含む）

（２） 中立提示法（条件を表す）

（３） 副詞的用法、引いて副詞化

（４） 造語成分、インフィニチヴ

中立形に準詞のついた形に si-tsutsu、si-nagala などがあり、中立法もそれらの

方向へ (a)から(b)へと内容化して行くが、中立法自身に原因なり手段なりを表

すはたらきが備わっているのではなく、しばらく立止まるためにそのような気分

を生じやすいのだろう。



中立法のムウド（６）

早速一読 site、（soleガ）タイヘンオモシロカッタカラ、君ニモススメルヨ。

汽車ガ込ンデ ite、（sono タメニ）ホトンド眠レナカッタ。

食違いというのは

知ッテ ite、教エテクレナイ。

のような場合であり、“知ッテ inagala ”と同じであるが、nagala も単なる平行

と食違いとの二種あることを思えば、(b)は(a)の幅が少し広くなったものと見ら

れなくもない。

（２）は site wa、sitemo であって、次節で扱う予定の形式である。これらの係

助詞が落ちて、中立法プロパアと見分けがつかないものもある。前に上げた文例

でも、

ソンナコトヲシテ wa、ダメジャナイカ？

の wa が落ちたものかも知れない。特に mo はよく落ちる。

イクラ子供ダト言ッテ（mo）、モノヲ知ラナサスギルヨ。

早クテ（mo）、一週間ハカカリマショウ。



中立法のムウド（７）

見場ガヨクテ（mo）、値段モ高クナケレバ、気ニ入ラナイノカモ知レナイ。

京都へ行ッテ（mo）都踊リヲ見ナカッタ者

許可は sitemo yoi がもとで、site yoi ができ、一方 site(wa)ikenai、site walui な

どもできたのではなかろうか。

徹夜 site 準備シナケレバ、間ニ合ウマイ。（徹夜 sinakeleba）

徹夜 site 体ニコタエナケレバ、マダ青年並ダヨ。（体ニコタエ zu ニ徹夜

suleba）

この後例でも、“徹夜シテ（soleガ）”とも“徹夜シテ（mo）”とも解釈できる。

（１）の(a)に比べると(b)の方はいくぶん副詞的と言えるが、（３）はもっと形

式化した場合である。

受合ウコトニ責任ヲ持チマス。

責任ヲ motte 受合イマス。

の方向の中立形で、もはや終止法には戻せないように固定した ni tsuite、ni totte、

to site などを指す。補足語を失って副詞や接続詞になりはてたものである。

後に、シ中立形が造語成分になることは文法でなく語彙の問題になるが、tai、



中立法のムウド（８）

masu などの準用詞と連接する場合にはインフィニチヴと見なす。単独のインフ

ィニチブとしては、前節に上げた形式“切符ヲ kai ニ行ク”のほかに、

切符ヲ katte カラ

切符ヲ katte ノ帰リニ

添動詞との連接は、シ形が緊密で、シテ形がゆるい。

溶接 ー 読ミフケル、読ミ通ス、読ミオエル、……

接合 ー 読ンデオク、読ンデシマウ、……

しかし中立法としては、シテ形の方が次へ続きやすく、シ形がかえってそこで

途切れる。“寄セテハ kaesi、返シテハ寄セル”というふうに。またサ変の連語

動詞には語幹形（インフィニチヴ）と合せて、ほぼ中立的に使われる形が三つで

きる。

出発、 出発シ、 出発シテ

goal-in、 goal-in シ、 goal-in シテ



条件法のムウド（１）

ここでは条件法として三つ、条件法相当を三つ、形六つを考えることにする。

（１）スレバ 基本条件法 （２）シタラ 完了条件法

（３）スルナラ 組立条件法 （４）スルト 終止法 ＋ 接続助詞

（５）シテハ 中立提示法 （６）シテモ 譲歩の提示法

条件法についての早い研究は松下大三郎（“標準日本口語文法” ’30）に見

られる。彼は“バ”の用法を拘束格と称して次のように分類した。

未然 (a)転地 sitalaba 効果ガ有リマショウ。

仮定

常然 (b)転地 suleba 効果ガ有リマス。

(c)転地 sital(eb)a 大変ニヨクナッタ。

拘束 （単純な偶然確定）

(d)直ルトイフカラ転地 suleba 直ル所カ益々悪クナッタ。

偶然 （反予期的）

(e)自分モ転地 suleba 人ニモ転地ヲ勧メル。

確定 （倶存的）

因果 (f)転地 suleba (sita kala)コソ直リマシタ。



条件法のムウド（２）

(a)と(b)の区別は重要であり、また的確である。(d)は今日ではむしろ sitala と

言うから(c)に入れられる。(f)は古体既然形の化石的用法である。結局 (b)と(e)

の suleba と(a)と(c)の sitala とを考えればよいことになる。

それに今一つ sulu to を加えた三つは、条件を表す点ではよく似ている。そして

三つとも仮定にも既定にも使える。そういう大同小異の小異を少し誇張してみれ

ば、次のように言えるだろう。

スレバ 後件に対して必然

シタラ 後件に対して偶然

スルト 後件に対して突然

スレバ形とシタラ形とを必然（松下の常然）と偶然の対立として考えてみよう。

必然関係（implication）をよく示すのは、次のような恒常的な真理である。

住メバ都。

犬モ歩ケバ、棒二当ル。

朱ニ交レバ、赤クナル。

無理ガ通レバ、道理ガヒッコム。



条件法のムウド（４）

必然は後件との結びつきが緊密で一体化しやすいが、偶然はそこのところがゆる

やかである。ゆるやかであれば切れやすいから、倒置や後略による sitala 止めは

めったに起らない。

今後はユルサレナイゾ、モウ一度ヤッタラ！

早ク教エテアゲタラ？

必然関係の前件には mosi や man’itsi がつくことは比較的少ないが、その代りに

対比を喚起しやすく、 suleba が裏の sinakeleba を暗示したり、suleba – suleba

の形を取ったりする。

雨ガ降レバ、ムロン中止シマス。（天気がよければ実施にきまっている）

天気ガヨケレバ、向ウガ留守ダッタシ、雨ガ降レバコッチガオックウ二ナッ

テ、トウトウ一度モ訪問シナカッタ。（天気ノ日ニハ～雨降リニハ～）

右ヲキレバ、左ヘトビノキ、左ヲキレバ、右へトビノキマス。（牛若丸と

弁慶）

奈良へ行ケバ、キマッテ若草山へノボリマシタ。（反復）

二つの行為に論理的な関係はなくても、緊密に結びつけるときには suleba を使う。

中立法をも掲げるが、条件法は必ず mo ～ mo の形にする。



条件法のムウド（５）

花ヲ生ケ、茶ヲタテタ。

花ヲ生ケ、茶モタテタ。

花ヲ生ケタリ、茶ヲタテタリシタ。

花ヲ生ケレバ、茶モタテタ。

花ヲケタガ、茶モタテタ。

シタラ形は前件（条件句）自身に重みがかかる。あるいは期待がかかる。期待に

は正負両方向がある。

正 ー izule 起るだろうそのことが okottala

負 ー めったに起りそうにないことが man’itsi okottala

この形が既定に使われると、負の方は後悔（事実の反対）を表すし、正の方は自

然の成行という心持がある。

添木ヲシテヤッタガ、雨ガ振ッタラ、一ショニ倒レテシマッタ。

また、話手自身の行動を述べるときによく使われる。ゆるい順接として、 sita ga

の逆接と対立するようなところがある。順接でも前後二つの動作はほとんど無関

係のことがある。



条件法のムウド（６）

会場へ yittala、彼モ来テイタ。

会場へ yittaga、ダレニモ合エナカッタ。

条件法相当の sulu to は立止りを表す。 suleba によく似た条件を表すが、わずか

な違いとして、

スレバ － 後件との必然的な関係

スルト － 後件への経過、予想外

雨ガ降レバ、カエッテ土ガ固マリマス。

雨ガ降ルト、ヌカルミニナリマス。

立止りは、連続して起る二つの出来事の間に何か順調でないもの（誇張して言え

ば突然の関係）がある時である。その代りに後件が順当でないもの、困るものが

多い。

雨ガ降ルト、雨漏リガスルノデ弱ッテイル。マタ物要リダ。

過去に関する場合でも、条件法の順接に対して、 sulu to はいくぶん逆接の方向

にある。どちらも二文に分けてみれば、

…… sita。so sitala ……（ハタシテ）

…… sita。（so）sulu to ……（意外ニモ）



条件法のムウド（７）

組立の sulu nala は、sulu tsumoli nala、sulu mono nala、sulu no nala などの名詞

が落ちたものと見なすことができる。これは意向や手はずを表し、しかも仮定条

件に限る。この nala は半ば形式化しているからか、sulu de aleba へ還元するこ

とができない。

動詞では意向の有無によって、 sulu nala と suleba とはいくらか分業になってい

るが、形容詞や名詞の条件法は意向が問題にならないから、各一形で用が足りる。

降レバ 長ケレバ 静カナラ 彼ナラ

降ルナラ （長イナラ） － －

“長イナラ”は使わなくてもすむ形である。“静カ nala”や“彼 nala”は還元形

も使える点で、“降ル nala”とは別系統であることがわかる。言忘れたが、sulu

to も時の経過を表すから、形容詞とは縁が遠い。

中立提示法の site wa は、不可や疑問（じつは勧誘）を引出すために、また“そ

の都度”（習慣的）を表すために使う。

…… シテハイケナイ。

…… シテハドウダ。

三越へ行ッテハ、ねくたいヲ買イ、丸善へ行ッテハ洋書ヲ買ッタ。

丸善へ行ッテハ、読ミモシナイ洋書バカリカッテクルンデス。



条件法のムウド（８）

条件法のあるものは、提示法に直すこともできる。

天気ノヨイ日 niwa 向ウガ留守ダッタシ、雨降リノ日 niwa コッチガオックウ

ニナッテ、トウトウ一度モ訪問シナカッタ。

進んで、mosi をつけてもおかしくない提示法がある。

モシ雨ガフルトキニハ （不可？）

モシ天気ガ悪イトキニハ （やや可）

モシ雨ガ降ラナイトキニハ （やや可）

モシ雨ガ降ッタトキニハ （可）

モシ新聞ガ読ミタイヒトハ、ココニアリマスヨ。 （可？）

（モシ新聞ガヨミタケレバ、ココニアリマスヨ。）

譲歩の提示法 sitemo は次のような対立の一方を表す。

…… シテハイケナイ。 （禁止）

…… シテモヨロシイ。 （許可）

mosi（または man’itsi）降ッタラ ……

tatoe（または man’itsi）降ッテモ ……



終止法のムウド（１）

a) 平叙法

平叙法は小分けして、確言、推量の二法とするが、問題が多いのは後者である。

推量法を立てるわけは、活用形 siyo, dalo が徹頭徹尾話手の推量、または意向だ

からである。このことは、徹頭徹尾でない準用詞 lasii の用法と比べればはっき

りする。lasii は、金田一さんの言われるように“……と推定される状態が存在す

る”の意味であって、その推定は必ずしも話手に専属しない。多くの場合話手の

推定を表すのは、それが平叙法で終止しているからである。だから疑問文に使っ

てみると、話手の推定ではなくなる。

ソノ情報ハ確実カイ？ （相手の確言を求める）

ソノ情報ハ確実ラシイカ？ （相手の推定を求める）

何カ飲ミタイカ？ （相手の希望を聞く）

ソノ情報ハ確実ダロウカ？ （話手の推量に疑いを添える）

後の文例も自信のない表現とは限らず、効果は“確実デハナイ”の意味に近い

こともある。ともかく話手の推量を押出しているのであって、“相手の推量”を

求めているのではない。せいぜい、私（話手）と一しょになって考えてみてくれ

ぐらいな気持である。だいたい相手の推量を求める必要はないのである。推量で

答えるか確言で答えるかは先方の勝手だから、話手が注文をつけるとすれば、確

言の方を注文すべきである。



終止法のムウド（２）

話手に専属するか否かは、 dalo が一形で、 lasii には活用の余地があることから

も推しはかられる。むろん lasii にも命令法は成立たないし、また lasikalo や lasii

yoda のように無意味な重複は使用されないけれども。

意味の上から活用が制限されることは、動詞にさえいろいろあるはずである。

アユハ塩焼キニ限ル。 （ニトドメヲ刺ス）

を“限ル dalo”とすると、少し不調和である。“限ル dalo ka”なら抗議として

成立する。“限ッタ”、“トドメヲ刺シタ”という形も見かけないようである。

談話では、 siyo はほとんど意向専門になっているが、これはもっぱら話手の意向

である。この形が誘いになるのも、話手の意向の表明の効果である。

サア、行コウ。

サア、参リマショウ。

推量法には相手を容れる余地があるから、話手の意向の中へ相手を引入れる誘い

になったのである。だから見上げ（尊敬）の動詞を使うことはできない。“オ行

キニナリマショウ”、“イラッシャイマショウ”では誘いにならない。もっとも

こうして一たんできた誘いのあとへは dewa nai ka をつけることができる。終止法



終止法のムウド（３）

法のあとへこれをつけると、相手にその終止法の内容を思起させるはたきをする。

つまり推量法には誘入れと誘出しとがあって、後者は、話手自身には確信があっ

ても、単に相手にあることを思出させるために dalo を使う手である。

ソロソロ行コウジャナイカ。

ソロソロ参ロウデハアリマセンカ。

ダカラ僕ガソウ言ッタ zya nai ka ……

ダカラ僕ガソウ言ッタ（da）lo ……

オ説ノ通リ、アユハ塩焼キニ限ル。

ソレヲふらいニシテシマウンダカラ、チョット惜シカッタ。

確信法と推量法との違いをもっと明らかにするために、to omou をつけてみよう。

（１） 私ハ明日京都ヘ行ク（確信）ト思イマス。

（２） 私ハ明日京都ヘ行クダロウ（確信）ト思イマス。

（３） 私ハ明日京都ヘ行キタイ（確信）ト思イマス。

（４） 私ハ明日京都ヘ行コウ（確信）ト思イマス。

（１）は無理だが、（２）の無理の程度は少ない。（３）と（４）とは to omou

と連合した用言を作っている点では似ているが、to omou を切捨てた場合に、（

３）の watasi wa はそのまま居残っても差支えないのに反し、（４）の主格は to

omou と一しょに消える傾向が大きい。



終止法のムウド（４）

次の二例はどちらも話手の未来の行為を言表している。

確言法 私ハ行キマス。

推量法 （私ハ）行キマショウ。

確言法は予定の発表であり、したがってまた決意の表明にもなる。siyo、masho

も意向を表すと言われているが、それは出来立ての意向に限るのであって、かね

がね心に抱いている意向をこの活用形で表すことはない。その意向は予定外のと

っさの思いつきであり、したがってまた決意をやわらげて伝える形式にもなる。

だから siyo の意義は“促し”と言ったらいいのかも知れない。促しは、相手を含

むか否かによって、“サア、行コウ”（誘い）と“デハ、行コウ”（決意）とに

分れるが、ムウドとしては一つのものであり、仕手を文面には出さない傾向では

命令法に相次ぐ。

平叙法を確言法と推量法に二分しなければならないゆえんである。確信度はむろ

ん確言法が強く、推量法が弱くて、それから疑問法へ続いて行くような関係にな

っているが、終止法としての性格は推量法の方がかえってはっきりしている。動

詞の場合いは確言法という名前がやや強すぎるので、それは推量でも疑問でもな

いから残るところの確言に落ちつくという、やや消極的な終止法である。談話で

はいろんな切助詞を添えて終止を補強する。



終止法のムウド（５）

相手を受けて

ウマク行ッタ ne 。 （相手を引寄せる）

ウマク行ッタ sa 。 （相手をつき放す）

ウマク行ッタ tomo 。 （相手を容れて保証）

相手に向けて

ウマク行ッタ yo 。 （呼びかけて押しつけ）

ウマク行ッタ ze 。 （押しつけ）

相手を無視

ウマク行ッタ wai 。

このうち sa は da に続かない点で例外的である。 tomo と wai 以外は推量

法にもつく。yo はさらに命令法にもつき、ne にいたってはあらゆる終止法、

あらゆる小節につく。

動詞やイ形容詞の確言法は、自立形（連体形）の用法としてインフィニチヴ

や連体法と隣合っているために、見かけ上紛らわしいことが起る。次の自立

形などもすべてインフィニチヴだろう。

nalau ヨリ慣レダ。

tolu（たとえばゲラに書込む指定）



終止法のムウド（６）

ホントウノ語学ハ hanasu、kiku、yomu、kaku ノ四ツガソロワナケレバイ

ケナイ。

自分ノ全力ヲ出シ切ルコトニ満足シテ、決シテ他人ノ才能ヲ ulahamanai

ー コレガ彼ノ信条デアッタ。

鼻毛ヲ yomalelu ッテ何ノコト？

これら見かけの終止法を推量法にすることはできない。また丁寧体に変えること

も困難である。

確言法はほとんどそのまま連体法になるがこれも隣合せであって、連体法になれ

ばもはや確言法（終止法）ではないわけである。

反対に、推量法はまれにしか連体にならないが、こちらはそうなっても依然推量

法であるとしなければならない。伝聞の so は終止法を受けるほとんど唯一の準

詞であるが、その終止法は確言法に限る。

平叙法の共通性は、平叙文の終止に使われることと、接続助詞をつけて係りにな

ることである。こういう特徴のために、小分けの確言法と推量法は文の分類には

適用しない。



疑問法のムウド（１）

b) 疑問法

疑問文の標準的な形式は次の通りである。

諾否疑問文（yes – no  question）

インフィニチヴ または インフィニヴ ＋ ka ？

何疑問文（wh - question）

疑問詞 ＋ 平叙法

このような終止法は、平叙法の変種ではなく、平叙法と平行する位置にあると

考えられる。何疑問文においては、da 止め desu 止めも起るが、こちらは疑問

詞という特別に構文的な単語を含む点を重視してもよかろう。というわけで、

疑問法に一ムウドを振当てたのである。

ここのインフィニチヴは、もちろん動詞の自立形、ナ形容詞の語幹のそれであ

る。阪倉さんが終止型述語文と連体型述語文とを分けられる。その連体型に相

当する。ただイ形容詞においては、連体法が終止法やインフィニチヴを兼ねる

と見るのである。

疑問文の標準形は前記の通りであるが、次には、これらに似た体裁の表現がす

べて疑問文であるかどうかが問題になる。分けて考えれば、“疑問”と“文”



疑問法のムウド（２）

とが問題になる。第一に、センテンスではあっても疑問文とは言えないものが

ありはしないか。第二にセンテンスらしくても、じつはフレエズにすぎない場

合がありはしないか。

第一から検討するが、まず問題になるのは推量法である。siyo、dalo は終止法

だから、これらを含めればセンテンスにはなるが、疑問文になるかどうかは疑

問である。

（１） ソレハホントウダロウ

（２） ソレハホントウダロウカ？

（３） ドッチガホントウダロウ？

（３）は標準的な疑問文である。（２）も疑問文ではあるが、問いではなく疑

いを表す。“ホントウカ”が問いを表すのと対照的である。平叙法と疑問法は

次のように対応するが、矢印の長短は開きの大小を示す。

ホントウダ。 ホントウカイ。 （普通疑問）

ホントウダロウ。 ホントウダロウカ。 （推量疑問）

（１）は疑問文ではない。促しの平叙文であり、せいぜい相手の同調を求めて

いるにすぎない。～ ka？の系統でなく、～ne の系統である。



疑問法のムウド（３）

推量疑問は弱い疑問文であって、推量法をほんの少し遠慮してやわらげたという

程度ものが多い。

……ト言エヨウ ka ？

でも、ka があってもなくても大差ないという意味の使い方が多い。

（ドレ）起キヨウ ka？

は自分だけの掛声ともなれば、相手を誘込む言方にもなる。この辺までは弱めら

れた疑問文としておきたい。“起キルトスル ka？”は“起キル ka ?”とも言う

し。

それから、普通疑問（推量疑問でない方）の形が、疑問が解決した心持を表すの

に使われる。

ソウ ka、ソレデワカッタ。

nan だ、君ダッタノ ka。

こうなると、疑問法の果てと平叙法や間投法との境目は相当ぼんやりしてくる。

なお疑問文と感嘆文の関係は終章で述べる。

疑問と打消との関係について二つのことを注意しておく。一つは、打消の意図の

明らかな疑問文は、当然ながら打消として呼応することである。

ロクナヤツガイルト思ウノカ？

バッタ様ニハオハイリニナラレテ、タマルモノカ?



疑問法のムウド（４）

“lokuna ヤツハイ nai ト思エ。”または“lokuna ヤツガイヨウトハ思ウ na。”の

意味であり、“ ……レテハタマラ nai。”または“タマッタモノデハ nai。”の意

味である。

今一つは、打消疑問の形が誘いに使わることである。

ネ、一ショニ行カ nai(ka)？

普通の諾否疑問文（yes - no question）と違い、これは“行ク ka？”と交換でき

ない。インフィニチヴまたは推量法につけ足される dewa nai ka は、相手にある

ことを思起させる。あるいは思当らせるというはたらきを持つことは前に述べた。

見ロ、チャント間ニ合ッタ dewa nai ka ！

過去の出来事を述べるのに、その場面をありありと思起すような気分を出すため

にこれを使えば、

支度ヲ終エテ部屋ニ引返シテミルト、ナント、彼ハマダグウグウ寝テル

zya nai ka？

これは疑問文というよりも、感嘆文に近い気がする。

第二のフレエズ化の問題は、疑問詞 ＋ ka に起る。何疑問詞（wh - question）で

ka に終るものは、それが独立の疑問文でもありえるし、不定句であるかを形だけ

の上から見分けることは難しい。



疑問法のムウド（５）

“nani ガ彼女ヲソウサセタ ka”は疑問文でもありえるし、不定句でもありえる。
不定句の場合には、ka は準体詞であり、フレエズはインフィニチヴ、ひいて名
詞または副詞である。

“何ガ彼女ヲソウサセタ kaヲ考エテミヨウ。” （名詞句）
“何ガ彼女ヲソウサセタ ka ー soleハヨクワカラナイ。 （間投的名詞句）
“何ガ彼女ヲソウサセタ ka、ヨクワカラナイ。” （副詞句）
“ドウイウワケ ka、彼ハ来ナカッタ。” （間投的副詞句）

間投的用法がインフィニチヴの特徴であるが、名詞句になってもあらゆる格助詞
を自由に連接するのでない点にインフィニチヴの素性が見られる。ka に続く格助
詞は ga、o、ni、tsuite ぐらいじゃないだろうか。またそういう名詞句が格助詞を
失って副詞句に変っても、係り先が“考エル”、“調ベル”、“ワカル”、“知
ル”というような意味の動詞に限られるというような制約がある。

疑問詞 ＋ 推量法 ＋ ka は、中に含まれる推量法（終止法）の力で必ずセンテン
スになる。決してフレエズ（不定句）にはならない。

私ハコノ（でも行進スル）先生方ノ受持ノ子供ハイマ何ヲシテイルの dalo ka
ガ頭ニ浮ンダ。

丁寧体もインフィニチヴではない。だから何疑問の形がセンテンスなのかフレエズ
なのかを見分けるのには、用言の部分を推量法か丁寧体に変えてみて適否を調べる
という方法が考えられる。
なお疑問詞がなくても“スル ka シナイ ka”は、“スル ka do ka”と同様に何疑問
（wh - question）なのであって、yes-no では答えられない。



命令法のムウド（１）

c)  命令法

命令法を言いつけ（狭義の命令）を表すものと、頼みを表すものとに分ける。

言いつけ 頼み

帰レ 帰ッテクレ

帰ルナ 帰ッテクレルナ

（オ）帰ンナサイ（マセ） 帰ッテクダサイ（マセ）

ンナ ルナ

帰リナサ 帰ッテクダサ

オ イマスナ イマスナ

ぞんざいな言いつけは使う機会が少なく、これは丁寧や頼みの方へ移る傾向があ

ある。禁止は一そう使われず、ことに丁寧禁止は上に形だけは示したが無用であ

る。“帰ッテクレルナ”は“帰ラナイデクレ”に移行し、時には“居残ッテクレ”

という肯定表現に代えられる。命令法はムウドとしてはっきりしすぎているため

に、同じ意図を他のムウドで表すことも多い。疑問文を使うことは国際的かも知

れない。“帰ッタラドウ？”“オ帰リニナリマセン？”などと言う。前節の

“帰ラナイカ？”“帰ロウジャナイカ？”なども命令文の周辺にある。



命令法のムウド（２）

平叙文を使うものには、確言で強制を感じさせる言方がある。

君ハスグ帰ラナケレバナラナイ。 （当為）

君ハスグ帰ルンダヨ。 （指定）

ただの sulu、sita でも相手が指定と受取れば命令の効果を表す。

ミンナ、コッチヲ向ク！

サア、ドイタ（リ）、ドイタ（リ）！

もっとも、このような確言は命令法のきめつけに似ているが、次のような話手の

希望を述べる形のものは円曲である。

（君ニ）帰ッテモライタイ。

を原形として、“モライタ”に“欲シ”が代入されて“君ニ”が行方不明になっ

たり、“ッテモライ”が“ラレ”に変ったりする。丁寧化すれば、

帰ッテイタダキタイ（デス）。

オ帰リイタダキタイ（デス）。

オ帰リ願イタイ（デス）。



命令法のムウド（３）

これらからインギン無礼な確言法も出れば、それをさらに疑問文でやわらげる言

方もある。

帰ッテイタダキマス。

オ帰リ願イマス。

帰ッテイタダケマセンカ？

オ帰リ願エマセンカ？

命令法に戻って、狭義の命令のうちでも、～to sulu（想定）と site milu（ためし）

との命令法はいくらか特別である。後者はあたりがやわらかくて、言いつけとい

うよりも“すすめ”になる。そして上記の二つが組合さって短縮をおこすことが

ある。

“…… to（仮定）seyo”、“…… to site milo”は想像を命令した命令法だから、

相手は想像をめぐらすだけで十分であって、外から見える行動で答える必要はな

い。ところが短縮が起って、

……起ッ（タ to si）te milo！

の括弧の中が消えてしまうことがある。すると、命令内容の実現と期待していない

命令文ができ上げる。



命令法のムウド（４）

（モシ）第三次世界大戦ガ起ッテミロ！確実ニ人類ノ破滅ダヨ。

これは、むろん第三次世界大戦の起ることを要求した命令文ではない。次も“言

ワレ（タ to si）te ゴランナサイ”と復原すべき用例である。

我家ノ玄関先ノ“（ヨウコソ）オ帰ンナサイ（マシタ）”ト同ジ“オ帰ンナ

サイ”デモ、ヨソノ家ニオ客ニ行ッテ、突然“モウオ帰ンナサイ”トデモ

iwalete go-lan nasai！ムットスルグライデハオサマリマスマイ。

（金田一“ことばの四季”）



ムウドの目録（１）

本章の初にも書いたように、日本語の動詞のムウドは少数ではすまない。さまざ

まな形式があるから、それらをいくつかのムウド群にまとめることが必要である。

各グルウプの手本として選んだのが、インフィニチヴ、中立法、条件法、終止法

の四つである。そして、その他の形式をインフィニチヴ以外のどれかのグルウプ

に入れようというのである。

終止法 ＋ 接続助詞の sulu to は、すでに条件法のグルウプに入れて扱った。また、

前節で、時の連体、条件的な連体が条件法相当のフレエズを作ることを述べた。

なお多くの形式を調べて、ムウドの目録を作らなければならない。

中立法 花ヲ ike（te）、茶ヲ立テタ。

条件法 花モ ikeleba、茶モ立テタ。

終止法 花ヲ iketaガ、茶モ立テタ。

その他の形式の大多数は連体法を含む形式である。たとえば、上例に似た前件だ

けれども、

花ヲ生ケル ippo（デ）

花ヲ生ケル to tomo ニ

花ヲ生ケタ ue（ニ）

花ヲ生ケタ dake デナク



ムウドの目録（２）

連体法はこのような組立て形式の要素となり、副詞的な係りになったり、中立法

その他に延長されたりする。次いで中立法も助詞や準詞をつけて ikete wa、ike-

nagala などと延長されるが、その種類は連体法を含む形式よりずっと少ない。

手本になる三つのムウドの手本とされる特性は次のような係り方である。

（１） 中立法 － 係り先を拘束しない。

（２） 条件法 － 係り先を半ば拘束するが、それと一体化している。

（３） 終止法 ー 係り先と一体化しない。

ある形式をどのグルウプに入れるかは、意味よりも係り方を見てきめなければな

らない。

じつは、係り方の性質を見きわめてこそその形式のほんとうの意味も明らかにな

るのである。たとえば、node と kala の意味の違いも、

雨ガ降ッタ node 中止ニナッタ遠足ヲ （成立）

雨ガ降ッタ kala 中止ニナッタ遠足ヲ （不可）

にあらわれる係り先との一体化の成否から導かなければならない。～ node は

（２）のグルウプに入り、客観的な事情を表す。～ kala は（３）のグルウプに

入り（hutte は終止形）、話手の理由を表す。



ムウドの目録（３）

ここは方針だけに止めて、具体的な目録の作成は他日に譲らなければならないが、

終止法の係りだけを数えておきたい。

平叙法 ＋ 接続助詞という係りのほかに、終止法はその形のままで係りになること

がある。これに二通りある。

(a) 形式化したもの

(b) あいまいな終止

(a)は次のような慣用形式を指す。

タトイ ～ニモ seyo

～ ニ silo ～ ニ silo

何ハトモ ale、

遅 kale、早 kale、

～ スル ya 否 ya、

～ スルガ早イ ka、

～ スルドコロ ka、

～ シタバカリ ka、

これらが形式化していることは明らかであって、 後の一例ぐらい以外は文の終止



ムウドの目録（４）

には使われない。だからもはや終止法とは言えないものである。ただ語原上、

命令法であり疑問法であったというにすぎない。

(b)は打消や推量が半終止ともいうべき位置に立つことを指す。

鯨ハ、魚デハナク（テ）、ケモノダ。

鯨ハ、魚デハナイ。ケモノダ。

後例は二文が並んでいるのではあるが、否定と肯定とがこのような関係で並ぶ

ときの打消は“魚デ nai ケモノ”というように連体の係りにもなるために、連

体でもあり終止でもあるようなあいまいさから、次のような終止まがいも起っ

てくる。

ソレハ、ホカデモ nai（ga）君ノ推薦先ノ件ダ。

彼ハ、英語バカリデハ alimasen 、どいつ語モふらんす語モ自由ニ話シマス。

推量の半終止は次のようにして起る。まず、事情がはっきりしていれば、

通知ガ遅レタ node、彼ハ定刻ニ来ナカッタ。

と言うところを、事情不明なら、node に no dalo、 no dalo ka、 no ka を代入し

て、



ムウドの目録（５）
通知ガ遅レタ no dalo、彼ハ定刻ニ来ナカッタ。

通知ガ遅レタ no dalo ka、彼ハ定刻ニ来ナカッタ。

通知ガ遅レタ no ka、彼ハ定刻ニ来ナカッタ。

通知ガ遅レタ no kamo 知レナイ、彼ハ定刻ニ来ナカッタ。

彼ハ、ソレヲ恥ジテ ka、顔ヲ上ゲナカッタ。

これらの中には二文に切離せそうなものもあるが、 ka に終るフレエズは推量の

係りだろう。準用詞 ka のこの用法は、疑問と不定との中間ぐらいの所にある。

“ドウシタ拍子（ニ）ka”と“ドウ ka シタ拍子ニ”とは隣合せである。

彼ハ、ドウシタノ ka（ドウシテダ ka）、返事ヲシナカッタ。

イツデシタ ka（イツ ka )、彼ガ来テマシタネ。

理由の kala が落ちたとも見られる終止まがいとして、

コレニハ、ドウセ子供ノ書イタモノダ（kala）、誤字ガ多イコトダロウ。

ソコハ先生ト生徒トノコトデアル（）、彼モソノ時ハ神妙ニ承ッテイタニ

違イナイ。

終止法 ＋ mono（切助詞）は捨てセリフの気分のため、ゆるやかな係りにもなる

ようである。

答エヨウガナイヨ、知ラナインダ mono！

知ラナインダ mon’、答エヨウガナイヨ。



発言のムウド（１）

一般の動詞と違って、次の動詞には例外的な用法が成立ったり、また容易に形式

化したりする。それは、観念は内容を表したり、発言を指したりすることから来

る。

(1)  de alu、 ni sulu、 to sulu

(2)  to iu、 to omou(omowalelu)

たとえば、前節に上げた命令法の形式化でも (a) の動詞に限って起る。題目表示

の to ieba、‘te、‘tala なども発言に関係している。

早ク帰ッタカ、de nakeleba 来テイナカッタノダヨ。

早ク帰ッテシマウシ、ka to omoeba マタ戻ッテクル。

のように接続詞の役目をする語句も上の動詞を材料にしている。逆接に to iu を

使うだけでも、

トハ言エ（古い既然形の生残り）

トハ言ウガ （デハアルガ）

ト（ハ）言ッテモ（デハアッテモ）

トハ言イナガラ

トハ言ウモノノ



発言のムウド（２）

これらは wa の力で文頭に立ち、 sikasi の意味になるが、次のものは前を受ける

受け方がもっと密接になる。

トイウノハ、 ト言イマスノハ

トイウワケハ

トオッシャイマスト

また“何トイッタライイカ？”、“何ト申シマショウカ？”は間投法として使わ

れる。

このような形式のうちでムウド並みに扱わなければならないものを発言のムウド

と総称するのであるが、それは普通のムウドとどこが違うか。比較のために、ま

ず普通のムウドと並べてみる。

率直ニ言イナガラ、相手ノ気ヲ損ネナイ。

率直ニ言ッテ、反省ヲ求メタ。

率直ニ言ッテモ、大丈夫ダロウカ？

率直ニ言ッテハ、マズイカモシレナイ。

率直ニ言エバ、君ハ気ヲ悪クスルダロウ。

率直ニ言ウト、気ヲ悪クスルダロウナ。

率直ニ言ウガ、気ヲ悪クスルナヨ。

率直ニ言ウカラ、ソノツモリデ聞キタマエ。



発言のムウド（３）

普通のムウドの性質として、係りと係り先との間には普通の呼応が成立っている。

たとえば、中立法“（率直ニ）言ッテ”は、預け先の“求メタ”に順応同化して

“言ッタ”ことになっている。

率直ニ言ッテ、“君ノヤリ方ハマチガッテイタヨ。”

率直ニ言エバ、“君ノヤリ方ハマチガッテイタヨ。”

率直ニ言ウト、“君ノヤリ方ハマチガッテイタヨ。”

率直ニ言ウガ、“君ノヤリ方ハマチガッテイタヨ。”

わかりやすくするために、発言内容にかりに引用カギをつけておいたが、これら

が引用法でないことは言うまでのない。引用句は to で受けるのがきまりである

が、以上の四例はそうなっていない。だから、もし引用法だとすれば、各係りは

係り先を失うことになる。

事実、発言のムウドは係り先を失っているのである。係り先を失ってはいるが、

それでいて安定している。それが発言のムウドである。

第一例の中立法“（率直ニ）言ッテ”は“マチガッテイタ（ヨ）”に順応同化し

て“言ッタ”ことになるのではない。次の“言エバ”、“言ウト”も仮定条件で

はないし、また習慣的、必然的な関係を示す条件法でもない。それでいて、文末

の“イタヨ”を体裁上の係り先として安定はするのである。 後の“言ウガ”の

テンスも普通ではない。



発言のムウド（４）

率直ニ iu ガ、気ヲ悪ク suluna ヨ。 （普通のムウド）

率直ニ itta ガ、気ヲ悪ク sinakatta。 （普通のムウド）

率直ニ iu ガ、君ハマチガッテ ita。 （発言のムウド）

このように、発言のムウドは普通の呼応を外れて成立つものである。そして既定

や完了を表す形でないものに限られる。めったに補足語をつけないが、一概に

impersonal ともきめられないようである。“率直ニ言エバ”と“率直ニ言ウト”

とでは、やはり後者にやや突然の気分がある。普通のムウドの八例中、取上げた

四例と取上げなかった残り四例とを比べれば、どの形が使われ、どの形が使われ

ないかがわかろう。もっとも“言ッテモ”は発言のムウドに使われることもある。

なお“早ク言エバ”、“早イ話ガ”、“話ヲモトニ戻シテ”、“モトヘ戻ッテ”

のようなものもあり、iu を伸ばして、

イワユル、イワバ、言ッテミレバ、言ウマデモナク

のように副詞化した語句もある。

普通のムウドと発言のムウドとの間も連続推移ということになるかも知れない。

（１）彼ニ iwaselu to、“俳句ハ第二芸術ダ” to iu（コトダ）。

（２）彼ニ iwaselu to、“俳句ハ第二芸術ダ” so ダ。



発言のムウド（５）

（３）彼ニ iwaselu to、 俳句ハ第二芸術ナ no ダ。

（４）彼ニ iwaselu to、 俳句ハ第二芸術ダ。

四例のまん中に境界線がくるが、その境界線をはさんで上下の（２）と（３）

には、やや過渡的な性質がみられる。伝聞の to sa は to を含むが、so にはそ

れが消えているし、反対に（３）の準体詞 no は意見取次ぎのモルフェムであ

る。だから、（３）をパラフレエズすれば、やはり“ダ to iu koto ダ”になる。



係り係られ



先行・後行談話と話線

これまでの議論だけでは、日本語文法はごく静的なものになってしまいます。さ

らに、談話におけるプロセスあるいは話線、テクストの流れもしくは道行きを見

て取らないと、談話やテクストの了解には届かないことは明らかです。つまり、

ムウドやサマやコトがどう転移していくのかが次の課題になります。

また、著述のプロセスを考えても、素人はすぐ次のような疑問に悩まされます。

なぜ書くのか分っているのか？ 誰に向って書いているのか？

情理を尽くしているか？ 明治維新以来の似非英文法に毒されてないか？

ことばにならない感情が表せているか？ 零記号が伝わっているか？

すっきり読めるか？ ムウド・サマ・コトの転移は首尾よくいっているか？

底が浅いのではないか？ 正論ばかり言い募っていないか？

少しは新しい中味が加わったか？ 紋切り型表現で退屈すぎないか？

三上文法は、文法を目指しますので、文末や句末の形式に着目して、これに接近

を試みております。中心となる概念が「係り係られ」そして「陳述度」になりま

す。日本語のムウド・サマ・コトに対する形式的な接近法が、内容的な接近法、

つまりイメージスキーマやゲシュタルト、感情・情動あるいは意図や動作、これ

らの転移にどこまで肉薄できているのかを問わなければなりません。

生産的・建設的立場から三上の文例にあたりたいものです。
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統括（１）：三上章

一まとめの語句を連接することを、あるいは語句を一まとめにして連接すること

を統括と言うことにしよう。単語に統括機能があるのは、当然であるが、接辞に

も、取分け接尾辞には多少の統括機能があらわれることがある。……

接頭辞にさえ、ごくまれには統括機能がみられる。

大手ヲ振ル（手ヲ大キク振ル）

小手ヲカザス（手ヲチョットカザス）

判官おん手を取りたまひ（弁慶ノ手ヲオ取リニナッテ）

接尾辞の例を挙げれば（ただしサセは単語）

実際アノ頃ハ実ニ“些末事”ガ多カッタ。……旗ヲ持ッテ並 バサ レタ リ、朝

早ク起キテ神社ニ参拝 サセ ラレ タリ、クダラナイ人間ノ長談義ヲ行儀ヨク聞

カサレタリシタモノデス。 （松田道雄）

“旗ヲモ タサ レ”、“朝早ク起キ サセ ラレ”なのである。

統括機能の大きさをある程度越えると、そのモルフェムを単なる接尾辞とは見な

しにくくなる。そのようなものとして、希望の“タイ”を取上げてみよう。

春ニナッタラ、老母ヲ連レテ京都へ行キ知恩院参リヲ 果ス ツモリ ダ。

において、名詞 tsumoli は“春二ナ……果ス”というかなり長い語句を統括して

いる。その前に連体法 hatasu 自身がそこまでを統括しているのである。そういう

長い名詞句なのである。ところが、ほとんど同じ意味を次のように言表すこともで

きる。
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統括（２）：三上章

春ニナッタラ、老母ヲ連レテ京都へ行キ知恩院参リヲ果シタイ。

今度は tai が全文を統括しているのである。つまり全体が希望なのである。しか

も tai の用法はかなり systematic であって、“春ニナ……ヲ hatas”まで差しか

かった瞬間に tai を持出しても間に合うような性質のものである。hatasitai とい

う形容詞（？）を記憶しておく必要のないことは言うまでもない。 tai を活用語

尾の中へ繰入れることは一つの理論的解決にはなるが、それでは活用表をあまり

に複雑にする。

近所に hatasi-yasui や hatasi nikui もひかえていることだし、それにいわゆる連

用形の hatasi は活用表の中の一形として健在なのである。hatasitai の二分を許

さないのは不経済である。

私は、このような接尾辞をしばらく準単語（sub-word）と見ることにする。自由

形式ではないが、現場で連結されるモルフェムであり、辞書の見出し語となるも

のであり、品詞分類中に席を与えられることを適当とするような特別な接尾語で

ある。たとえを使うと、ラングの倉庫からパロルの現場へ持出す“途中で”組立

ててしまわれるような部分品である。そして、このような準単語をも容れる品詞

が準詞である。
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単式 ……………………… 中立法

開き

軟式 …………… 条件法

複式

本筋 硬式 …………… 終止法（＋接続助詞）

閉じ（連体法と引用法）………………   開く

ワキ筋の遊式 間投法

タン式 不定法部分の譜代

ナン式 不定法部分の外様

オウ式 不定法部分と対抗

ユウ式 それと無関係だから、内部にあるときも治外法権的

昨日ノ、ネエ君、アノ可愛ラシイ少年ガスリノ手先ダッタテサ。

ト式 ト錠を下してどこへでももっていける（引用法）

（『現代語法序説』）

係り係られ



構造式（１）

a) 係り

日本語の語句の並べ方は、非常に大きな法則のもとに一貫している。その法則は

次の通り。

“A の語句が B の語句に従属しているとすれば、A は常に B の先に立つ。”

（金田一春彦“日本語”190ぺ）

これは一方的で単調な関係である。たとえば、

白イ花ガ咲イテイル。

において、siloi は hana に従属し、siloi hana は ga に従属し、また saite は ilu に

従属している、という具合である。従属を程度によって三種類に分ける。

(a) 前が後へ係る

siloi → hana siloi hana ga → saite ilu

(b) 後が前を受ける

siloi hana ← ga

(c) 以上二つの中間的な相互関係

saite ilu



構造式（２）

(a)は小節から外への関係であり、(b)は小節内の関係である。 (c)はその中間で、

堅い二小節間の関係と見られれば、ゆるい一小節の関係とも見られる。構文論で

重要なのは(a)の係り係られの関係である。

係り係られを普通係り受けと呼んでいるが、その呼び方はまちがいではないにし

ても、日本語の性質にピッタリしたものでない。一方的な関係が多いから、飾り

（修飾）と飾られ（非修飾）と同じく、係りと係られというふうに言っておく。

係られ B を係り A の“係り先”（山口光さんの用語）という。

“受ける”の方は、上記のように小節内で附属語が自立語を受けるとき、また小

節間では底としての名詞が連体法を受けるときぐらいに使いたい。むろん代名詞

が先行詞を受けるという言方もする。

b) 括弧式

センテンスを図式化したものを構造式と呼ぼう。代表的な構造式は括弧式と連結

式の二つであるが、両方とも根底は同じである。……

c) 連結式

連結式というのは、係りと係り先とを直線で結んで示す構造式である。係りが前

で、係られが後ときまっている日本語に好適する構造式である。……
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……連結式は係り係られの関係を示すだけで、係り方の種類（強弱硬軟など）は

全然表していない。その点は構造式の解読の問題になる。そういう構造式ではあ

るけれども、これはこれで構文の研究にかなり役立つのである。

言い忘れたことを付足しておく。係りは小節であるが、係られは必ずしも小節で

はない。むしろ単語である場合が多い。動詞では抽象的な語幹が係られであるこ

とが多い。係り係られは小節どうしの関係ではない。係りは係らなければならな

いが、係られの方は別に係られなくても困らない。そういう一方的な関係である。
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単式、軟式、硬式の三式は係りとしての強弱硬軟の程度の差を表してほぼ一直線

に並ぶけれど、しかしまた単式と複式（軟式、硬式）との間には単に程度の差と

言えない性質の違いがある。

単式の代表は中立法である。

原稿ヲ① ー 書イテ②

雑誌社へ③ － 送

末尾の“送”は、以後どういうふうに活用してもかまわない。このことは第五章

で述べた通りであり、送ッタ、送レバ、送ルトキ、送レ、……のどれでもよい。

ということは、中立法 kaite は次の動詞を少しも拘束しないことを意味する。こ

のような中立消極的な係り②を単式とする。ということとおそらく表裏をなして

kaite は補足語“原稿ヲ”を食止めず、その通過を許す。“原稿ヲ”は kaite に係

ってもその力を失わず、そのままつぎの“送”にも係って、“原稿ヲ送（ル）”

ことになる。

また“原稿ヲ”が“書”を拘束せず、書イタ、書イテ、書ケバ、書ク者……のど

れにもなれることは言うまでもない。補足語“雑誌社ヘ”が“送”を拘束しない

ことも同様である。“送”を拘束しない係りどうしで枝の順序を交換することが

できる。
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雑誌社へ

原稿ヲ － kaite － 送

“送”に対して②の kaite と③の“雑誌社ヘ”とは、ほとんど同じような形勢で

係っていると見られる。“送”が中立法 okutte となると、②も③も、ついでに

①もさらに次に来る動詞に係ろうという形勢になる。そこで①、②、③ともに

単式の係りということになる。つまり、用言の中立法と連用補足語（名詞＋格

助詞）とがおもな単式である。

中立三形の違いは次の通り。

kaki 文章的 溶接動詞、連成動詞を作る。

kaite 標準的 接合動詞を作る。

kaitali 交互 接合動詞を作るだけ。

三中立形の使用は文章（書き言葉）に偏してはいるが、次のような用法は談話（

話し言葉）にもあらわれる。

一語一語考エテハ kaki、考エテハ ka(ki si)ita。

アア言エバコウ ii、コウ言エバアア言ウ ー ホントニ天邪鬼ダ。

シ中立形とシテ中立形とは互いに背負ったり、背負われたりする。すなわち形と

しては次の二通りが行われている。
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｛（割レ～砕ケテ）（～裂ケ～散ッ）｝タ。

｛（割レテ～砕ケ）（～裂ケテ～散ッ）｝タ。

しかし後者の方が優勢である。もちろん後者においては小括弧どうしは共存（継

起ではなく）を表す場合が多いのであるが、シ中立形の方が負担力が大きい点に

ついては、共存の方が継起よりもゆるいということに付加えて、次のような事情

も参考にしなければなるまい。

花ヲ ikete、茶ヲ立テタ。（継起）

は文章でも談話でもこれでいいが、文章体の

花ヲ ike、茶モ立テタ。（共存）

を談話体に直すと、次のようになるだろう。

花ヲ iketali、茶ヲ立テタリ sita。

花モ iketa シ、茶モ立テタ。

文章の中立形 ike は、談話のインフィニチヴ iketali や終止法 iketa に匹敵する位

置に使われているのである。シテ中立形よりも負担力が大きくなるわけである。
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アア言エバコウ ii、コウ言エバアア言イマス。

においては、単式の中立法 ii が軟式の条件 ieba を背負っているが、中立法 ii は

係り先の終止法 iimasu に同化して、

アア ieba コウ iimasu。

の資格になっているからとも言える。単式と軟式の違いが単に程度の差を言えな

いのは、このように逆の背負い方が起るからである。上の文は次のようにも言う。

アア ieba コウ iimasusi、コウ言エバアア言イマス。

中立三形はすべて単式であって、固有のムウドもテンスも持っていないことは共

通である。いずれも係り先（預け先）である後続の活用形のムウドに順応同化す

るのである。補足語を食止めないということも、恐らくこの三形に共通な性質だ

ろう。交互形の kaitali だけは食止めるか否かの見分けが困難であるが、

原稿ヲ読ンダリ聞イタリ site、批評シ合ッタ。

においては、“原稿ヲー批評シ合ッタ”という係り係られを取出すことができる

のじゃあるまいか。

もっとも交互形本来の用法は、上のように添動詞 sulu に伴われるインフィニチヴ

だから、固有のムウドを持たないというより、ムウド以前の場合が多いわけであ

る。
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準詞のついた kaki-nagala や kaite kalae などは、いわば底がはいって補足語を

食止めてしまうが、固有のムウドもテンスも表さず、係り先をも拘束しない点

で単式を出ない。

音楽ヲ kiki nagala 、原稿ヲ書イタ。（音楽ヲ kiita）

妻子ガ alinagala、素行ガ改マラナイ。（妻子ガ alu）

助詞の wa や mo がつけば、もはや単式ではなくなるが、

kaite wa 破リ、書イテハ破リ sita。

のように、その都度を表すものは特別で、補足語を通すようである。

単式でない係りを複式とする。これは係り先を多少とも拘束する係りである。名

詞＋係助詞 wa は複式の一代表である。そして名詞＋格助詞の単式とよい対照を

なす。補足語代表として X ga を取り、 X wa との対照を指摘しよう。

格助詞は中立法だけを通過し、その他のムウドで阻止される。次は括弧内に注し

た一例ずつが通過で、あとはすべて阻止である。

彼 ga 来テ、イロンナ話ヲシタ。 （彼 ga 話ヲシタ。）

彼 ga 来テモ、アノコトハ話スナ。
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彼 ga ガ来レバ、イロイロ聞イテミタイ。

彼 ga ガ来タガ、アノ話ハ聞ケナカッタ。

雨 ga 降ッテ、予定ヲ狂ワサレタ。

雨 ga 降ッテモ、決行ダヨ。

雨 ga 降レバ、中止ダヨ。

雨 ga 降ッタガ、決行シタ。

格助詞は中立法を通過して、次の動詞にも係ろうとする形勢にあるが、その余力

は次の二つの場合に阻止される。同格の新手に取って代られる場合と、次の動詞

が、意味上その補足語を受付ないような場合とに。

雨 ga 降ッテ、予定 ga 狂ッタ。

雨 ga 降ッテ、中止ニナッタ。（雨 ga 中止ニナルはおかしい）

友人ｏ誘ッテ、会場へ急イダ。（友人 o 急グとは言えない）

ただし、X ga が後へ係る場合でも、中立法のフレエズ全体に係ると見られること

もある。

雨 ga 降ッテ、（ソノコト ga）予定ヲ狂ワシレタ。

雨 ga 降ッテ、（ソノタメニ）予定ガ狂ッタ。

雨 ga 降ッテ、sole ヲ口実ニ欠席シテシマッタ。
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指示詞があらわれると、補足語も中立法も引括めてそれに吸収されてしまうが、

その場合でも自立法は自己のムウドもテンスもあらわさない。上の 後の文例

の“降ッテ”も、やはり“シテシマッタ”に同化して初めて“降ッタ”になる

のである。

格助詞と中立法との関係は、だいたい係助詞 wa と終止法の関係である。題目 X

wa は、終止法をも通過して、後続するセンテンスに及ぼうとする余力を持つが

、次の二つの場合に阻止される。後続のセンテンスが同種の新しい題目を持つ場

合と、意味上その X wa が係れないようなセンテンスが後続する場合とに。

将軍吉宗 wa 伏見宮理子王女ヲ正妻ニムカエ、宝永三年ニ挙式シタガ、結婚

ワズカ四年目ノ、宝永七年の六月ニハ、モウコノ世ノ人デハナカッタノダ。

題目“吉宗 wa”は阻止されていないから、文法的には、吉宗が宝永七年に死ん

だことになる。事実は、理子の方が死んだのであるが。

中立法のフレエズ全体が次の動詞の補足語になるように、 X wa のセンテンス全

体が次のセンテンスの題目になることも多い。

彼 wa、雨ノ中ヲマッ先ニヤッテ来タ。

（ソノコト wa）彼ニ似合ワヌコトダッタ。
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終止法さえ通過するぐらいだから、 wa は中立法はもちろん、その他のあらゆる

ムウドをも通過する。もっとも連体法や条件法の場合には、活用形を通過すると

いうより、そこを迂回するといった方が当っていよう。

鳥 wa 飛ブトキ、足ヲチヂメテ羽ヲヒロゲル。

彼 wa 来レバ、キット一人デ来ルダロウ。

の“鳥 wa ”や“彼 wa ”は、“飛ブ（トキ）”、“来レバ”のかたわらを迂回

して、直後に“チヂメテ”、“ヒロゲル”、“来ルダロウ”に係るのである。そ

の際迂回するのは X wa であって、X wa に代行されている X ga の方は、ついで

に“鳥 ga 飛ブ（トキ）”、“彼 ga 来レバ”という意味をも表すのであるけれど

も。

係り助詞 wa と格助詞とは係りとして強弱の両極端にある。いろんな係りが係ら

れに及ぼす緊張の有無にはその中間のものが出てきて、有無よりも多少という程

度の問題になる。そういう連続的な多少強弱の両端が係助詞 wa と格助詞 ga、o、

ni であり、その他の係りがその間を埋めて並ぶのである。

中立法と格助詞のほかに、並立助詞、いわゆる様態の副詞、形容詞の連用形、そ

れに連体法のかなりの部分などが単式の係りをなすが、単式だけを含むフレエズ

は、意味上全く客観的であり、単調であって、完全に一体化している。括弧式で

表すときには、その部分全体を小括弧に入れておくこともできる。
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a) 連体法の内部

単式の単調一体化に次いで、連体法もまとまった部分である。連体法は底の名詞

に向って一たん閉じるからである。

W 刑事ハ、tsi-mamile ni natte、逃ゲタシタ賊ヲ追イカケタ。

のロオマ字のフレエズは両義あいまいであるが、このような両義は連体法に関し

て もよく起る。問題のフレエズが連体法の内にあるか外にあるかという両義で

ある。括弧式によって区別してみれば、

W 刑事ハ[{（血マミレニナッテ逃ゲダシタ）賊ヲ｝追イカケ]タ。

W 刑事ハ[{血マミレニナッテ｝｛（逃ゲダシタ）賊ヲ｝追イカケ]タ。

このために、連体法の内外の区別がかなり重要になってくる。連体法よりも一そ

うよく閉じているのは引用文形式の引用法である。これはセリフの部分を引用符

で閉じてしまう。そしてその内外を、会話の文と地の文というふうに呼び分けて

いる。それほど顕著には対立しないが、というのは、引用法の全閉じに対して、

連体法は半閉じの程度だから、談話体と文章体というほどには対立しないが、連

体法の内、すなわち装定（junction）と、外すなわち述定（nexus）とはやはり対

照的である。
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全閉じ “会話の文” 地の文

半閉じ “装定” 述定

述定は話手に直接であり、装定は話手との間をいわば名詞（底）で隔てられて間

接である。間接であるから、そこには語句を結びつけるセメント（接合剤）が不

足している。連体法の内部では、結合力のかなり強い語句どうしでないとうまく

連合しないという点を利用して、連体法の内部を硬式、軟式を分ける場所とする

のである。

ところで、中立法の持つ三つの特性は、連体法ではどうなっているだろうか。

（１） 固有のムウドとテンスを持たないか。

（２） 補足語を食止めないか。

（３） 係り先を拘束しないか。

連体法は範囲が広い。

watasi no カバン

sizukana 部屋

kino kata 帽子

というふうに下って、用言の活用形を含めばムウドとテンスを持つことになり、

それは平叙終止法に対応するけれども、中立法、条件法、終止法などとはいくら
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か次元の違った特別なムウドであり、テンスも終止法のそれより抽象的である。

もっとも終止的な連体では終止法のテンスに近くなるけれども。

次に（２）の補足語の通過を許すか否かも、他の活用形と同列な問題としては意

味をなさないのであるが、比べ場所を一つずつずらしてみると、次のような類似

が求められる。

（a） 原稿ヲ kaite（ソレヲ）送ッタ。

（b） 原稿ヲ“ kaite送ッタ”。

（c） 私ノ kaban to （私ノ）帽子

（d） 私ノ“kaban to 帽子”

それぞれ、一度務めの（b）の解釈を斥けて、二度務めの（a）を採用する方が妥

当である。連用“原稿ヲ”は中立法 kaite を通過して次の活用形“送ッタ”に及

ぶが、連体“私ノ”も無格の名詞または kaban to を通過して次の名詞句へ“私

ノ”が一回だけ係ると見る（b）の解釈は窮屈である。中立法とともに、単純補

足語“原稿ヲ”も単式としたのならば、“私ノ”の位置を占める連体法にも単式

の資格があるとしなければならない。中立法は名詞 ＋ 格助詞の通過をも許すの

であるが、連体法は名詞（無格）を通過するのである。
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（３）として連体法は係り先を拘束するかどうかというのは、これは一概に言

えない。たとえば lokuna yatsu の次には否定が来るという点で、連体法 lokuna

は係り先を拘束するが、

美シイ①

粉屋ノ② － 娘

甲ガ

乙ニ － 紹介シタ③ － 丙

の“娘”や“丙”の次には、どんな助詞でも準詞でも来るから①、②、③のよう

な連体は結果から見て単式である。
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b) 硬化と軟化

複式の係りを硬式と軟式とに分ける。連体法に収まる方が軟式で、収まらない、

あるいは収まりにくいのが硬式である。硬と軟とは程度問題であってカク然とは

二分できない。程度問題であることから、これを方向を表すためにも使う。フレ

エズの勢が中立法に近づくことを軟化と言い、終止法に近づくことを硬化という

ふうに。

軟式と硬式の代表として次の形式を取上げる。

軟式 連体法 ＋ node （準用詞）

硬式 終止法 ＋ kala  （接続助詞）

連体に収まるか否かを見よう。

雨ガ降ッタ node

遠足ヲ － 中止シタ連中（成立）

雨ガ降ッタ kala

遠足ヲ － 中止シタ連中（不可）

もっとも後者が不可と言っても、それは絶対的ではない。たとえば次のような連

体は成立するようである。少なくとも成立したような恰好になっている。



軟式と硬式（６）

アソコニイル連中ハ、雨ガ降ッタ kala、遠足ヲ中止シタ連中ダヨ。

これは底の名詞“連中”がそのまま述語になっているために連体法の内外の区別

がぼかされている場合だろう。つまり、

アソコニイル連中ハ、雨ガ降ッタ kala、遠足ヲ中止シタノダ。

と似た効果のセンテンスなのである。

このようにわずかな例外はあるが、kala は普通の連体に収まらない。収まりにく

い点では、すべての助詞の中で一ばんである。 node は連体に収まるけれども、

むろん楽に収まるわけでない。楽に収まるのは単式だけであり、軟式は収まりも

するという程度である。

終止法 ＋ kala は、話手の提出する理由であり、きっぱりしている。連体法 ＋

node は既定の事情を述べて、相手の察しを期待する形式である。だから、 dalo

kala は成立つが、dalo no da や dalo node は成立たない。

次の表現は後のものほどまずい。

三時ニ会議ヲ開キマス kala、オ集リクダサイ。 （上）

三時ニ会議ヲ開クコトニナッテオリマス node、オ集リクダサイ。（中）

三時ニ会議ヲ開キマス node、オ集リクダサイ。 （下）
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中がいくぶんましなのは、事情を既定の形にしているからである。下は未来を事

情にしているために もまずい。kala のきっぱりさを遠慮して、下の言方をする

ことがふえているのであるが、node で相手の察しを期待するくらいなら、いっそ

二文に切分けた方がよかろう。

三時二会議ヲ開キマス。オ集リクダサイ。

次の node も呼応が少しおだやかでないように感じられる。

外務大臣ハ日本国民ノ運命ヲ長期ニワタッテ拘束スル安保条約改正ノヨウナ

重大……明確ナ見通シヲモッテオラレルト信ズル node 、コノ点ニツイテ大

臣ノ見解ヲ聞カセテ下サイ。 （安保問題研究会）

接続助詞 si は一個だけでも使うが、もとは si ～ si で列挙したものだろう。列挙

から言いわけ（理由）の気分が出る。その言いわけにしても、それだけが唯一の

理由ではないという含みがある。

雨 mo 降リダシタ si 、集リガ悪イダロウ。

これは、雨以外にも集まりが悪くなりそうな事情があったような言方である。

終止法 ＋ si も硬式であるが、単なる列挙の場合には軟式になって連体に収まる。
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ケレドモ考エルトイウコトヲシナイ si、知ラナイ（職業野球ノ）選手ニトッ

テハ、自分ノ向イ合ッテイル孤独トイウモノノ正体ガ掴メナイ。（今東光）

格別理由でもないただの列挙の si の後に疑問文を続けるのは感心しない。

次の文は、兵庫県知事が夏の開キン主義の言行不一致に対する弁解である。

降参シタウエハ、決シテ弁解ガマシイコトハイワナイガ、夏ノ首輪（ネクタ

イのこと）廃止論ハ正シイ si、ねくたいヲツケテイラッシャル皇太子様ト同

席シテ開きんデハ失礼トイウ気持モ、ソボクニ受ケ入レテモラエナイダイロ

ウカ。 （坂本勝）

逆接の ga や keledomo は、kala 以上に硬い感じがするが、しかししばしば連体

内に入込む。そうなるには、連体の内外の区別のぼやけという事情も考えられる。

雄大デハナイ ga、美シイ景色ガ眼前ニ展開シタ。

この ga の前後は連体内とも外とも解釈できる。

｛（雄大デハナイ ga、美シイ）景色｝ガ眼前ニ展開シタ。

｛（雄大デハナイ） ga｝、｛美シイ景色ガ眼前ニ展開シタ｝。



軟式と硬式（１０）

kala の前後は交換できないが、逆接の前後は、ちょっと重点を動かせば交換でき

る。

美シイ景色が眼前ニ展開シタ ga、雄大デハナカッタ。

“美シクハアル、雄大デナイ”景色ガ眼前ニ展開シタ。

このような事情のために、 ga がはたして連体法内におさまっているか否かも簡

単にはきめられないし、そのために何となく連体内に入込むということにもなる。

眼前ニ、雄大デハナイ ga、美シイ景色ガ展開シタ。

では、語順から見て決定的に連体内にあるように思われるが、これも“雄大デハ

ナイ ga”だけをソウ入句と見なせないこともない。次のような断りの ga との間

に明リョウな一線を引くことはむずかしい。

（粗末ダ ga、丈夫ナ机ヲ買ッテヤリマシタ。）

粗末デシタ ga、丈夫ナ机ヲ買ッテヤリマシタ。

粗末デシタ ga、机ヲ買ッテヤリマシタ。

私ノ弟子カラ、女デス ga、国画会ノ会員ヲ出シマシタシ、一水会ヤ春陽会ノ

常連入選者モ何人カイマス。田舎デモ指導イカンデ相当ヤレマスヨ。



軟式と硬式（１０）

これらを見比べると、連体句“粗末ダ ga、丈夫ナ”さえ少し怪しくなってくる。

と言っても、すべての ga を連体内から締出そうというのではない。終止的な連

体法へ逆接を持込もうとすれば、やはり ga は も簡単だから、しばしば持込ま

れるのである。私の解釈は、逆接の ga を含んだままの連体は、そこにゆるみの

起っている連体であって、 ga や keledo はやはり硬式の助詞だというのである。

連体のゆるみを避ける方法を列挙しておく。

（１） 譲歩の提示法などに変える。

（２） 引用連体などに改める。

（３） 連体法で切って、daga で続ける。

（１）は、差支えない限り、次の表現に乗換えたいというものである。

眼前ニ、雄大デハナク temo（ナイ mademo）美シイ景色ガ展開シタ。

眼前ニ、雄大デハナイ nagala、美シイ景色ガ展開シタ。

眼前ニ、雄大デハナイ noni 美シイ景色ガ展開シタ。

（２）は次のような形式の起用である。

コノ（Pasteur 伝ノ）伝記作者ハ、慎重ナ実験ニ固執スル ga、他面、直観ニ

ヨル飛躍ヲモイトワヌ to itta yona 天才的二面性ヲモツブサニ語ッテイル。ダ

カラ、政体ヤ体制ハ全然異ッテイル ga、人口ダケハ等シイ yona 二ツノ国家

ハ、集合論ノ立場カラハ同一ナノデアル。



軟式と硬式（１１）

（３）は次の用法である。

眼前ニ、雄大デハナイ、daga 美シイ景色ガ展開シタ。

粗末 na、 daga 丈夫ナ机ヲ買ッテヤリマシタ。

進んで接続詞 daga もはぶいて、逆接もやめてしまうことのできる場合もある。

言換えると、逆接は相手の察しに一任して、文面にはあらわさなくもよい場合

がある。

粗末デ、丈夫ナ机

実験ニ固執スル一方、直観ヲモイトワヌ天才的二面性

政体ヤ体制ガ全然異ッテイテ、人口ダケガ等シイ二ツノ国家

以上、終止法 ＋ 接続助詞という硬式について、それが軟式に近づく場合をも合

せて考察した。次に活用形として軟式を代表するのは条件法 suleba である。そ

して、条件法の他の形や条件法相当は、それより軟かかったり、硬かったりす

る。

誘ワレルト、ドコヘデモ行ク習慣ダカラ

誘ワレレバ、イヤト言エナイ性分ダカラ

誘ワレタラ、イヤト言エナイ性分ダカラ
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このうち sitala はやや硬くて、連体法に収まりにくい。だから、上のような語順

になっていても名詞“性分”には係らずに、たとえば次のような係り方をする。

イヤト言エナイ性分ダカラ、（モシ）誘ワレタラ、ソコヘ行ッテイタコトダ

ロウ。

しかし、万一 mosimo でない、既定の sitala は連体に収まる。

貸シテヤッタラ、ソレナリニナッタ書物ノ中二……

硬軟は程度問題であってカク然といかないが、条件を表す型式を硬から軟への順

序に並べると、ざっと次のようになるだろう。

誘ワレルナラ

誘ワレタラ

誘ワレルテハ

誘ワレレバラ

誘ワレルト

誘ワレルテモ

中立法や連体法が準詞やある種の助詞と一しょになると硬化が起る。中立法 ＋ 助

詞はもはや単式ではないし、条件法の suleba、nala は軟式であるのに、sulu（イン

フィニチヴ）＋ nala は硬式に近い。連体法 ＋ 準用詞の軟式も多い。
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誘ワレタ noni、断ッタ連中

誘ワレタ node、行ッタ連中

これらは非常によく使われる形式だから、suleba、node、nomi で軟式を代表させ

たい。

提示法 X wa が硬式であることは前節で述べた。連体法に収めない方が普通の用法

である。連体に先立っているときに、一見それに収まりそうに見えていても、じつ

はそこを迂回して次の述定に収まるのである。しかし強いて連体に収めると、当然

軟化が起る。

君 wa 知ラサレテナイ事ヲ、私ハチットモ知ラナカッタ。

君 wa 即答スル事デモ、私ニハナカナカキマラナインダ。

連体内の X wa は、X dake wa または X nala の意味になる。一方では dake が軟化

を手伝うわけだし、今一つの nala は suleba と同じく軟式の条件法である。

係助詞 mo の係りは中間の軟式に落ちつく傾向がある。

有題 乙 mo 来タ。（“乙 wa？”に対する返事）

無題 乙 mo 来タ。（乙ガ来 mo シタ）

有題の mo は wa の硬式よりは軟かく、無題の mo や o の単式よりも硬くて、結局

すべて中間に落ちつくようである。



フレエズ（１）

係り係られは結合して一体となり、さらに結合を重ねて次第に大きいフレエズを

作って行く。結合して一体となること、つまりフレエズを作ることを連合と名づ

けよう。

フレエズはそれぞれ一定の構文的資格を備えるが、その資格を受持つのは、普通

は末尾の単語またはモルフェムである。このような単語またはモルフェムが先行

の語句をまとめてフレエズを作るはたらきを統括と呼んでおく。

連合の次第は括弧式で表すことができる。括線（upper line）｛ 註：ここでは下

線（underline）で示しておく}は、もちろん小括弧よりなお小さい。

[｛（政体ヤ体制ハ全然異ッテイルガ）（人口ダケハ等シイ）｝ヨウナ]二ツ

ノ国家ダカラ[｛（政体ヤ……ノ国家ハ｝｛（集合論ノ立場カラ）ハ同一ナノ

デア｝]。

連合の次第はだいたい単式、軟式、硬式の順である。

ただし単式の中立法は預け先のムウドに同化するから、同化によって得る資格で

連合することがあるらしいことは前にも書いた。ここにもう一度繰返しておく。

[｛（右ヲキレバ）（左ヘトビノキ）｝｛（左ヲキレバ）（右へトビノキマス）｝]。
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単式の tobinoki が次の“左ヘキレバ”へ連合するよりもさきに、前方の軟式の

“右ヲキレバ”がそれへ連合している。中立形 tobinoki は文末の終止法に同化

して、tobinokimasu の資格に準じているとも考えられる。第二小括弧の中は、

“左ヘトビノキマス si ”と直すこともでき、そう直せば硬式となって硬軟の順

序と合ってくる。

“間違ッタト気ガ tsukeba、直チニ改メル”dake ノ良識ヲ持ッテホシイ。

条件法 tsukeba が連体法に収まるのは当然であるが、この場合は準体詞 dake が

長い連体句を統括しているのである。一たいに準詞は統括力が大きい。普通の連

体には決して収まらない接続助詞 kala でも、準体詞 no には統括される。

アノ場合ハ、“人数ガ少ナカッタ kala ウマク行ッタ” no ダロウ。

連合の順序を、明リョウにするのに苦心の払ってある一例を上げよう。

x ニ就イテノ、任意ニトッタ特定ノ命題ニツキ、ソレガ x ノ 1 ナルトキニ

成立 si 、且任意特定の自然数 x ニ対シテ成立 suleba ソノ直後ノ自然数 x’

= x + 1 ニ対シテモ成立 sulu nalaba 、ソノ命題ハ総ベテノ自然数ニ対シテ

成立 sulu。

（数学的帰納法）
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骨組を連結式と括弧式とで表していよう。括弧式の方が構造を一そうよく表す。

成立シ

成立スレバ ー 成立スルナラバ － 成立スル。

｛（成立シ）（成立スレバ成立スル）｝ナラバ

この苦心はだいたい成功していると思われる。長いセンテンスの連合秩序を混乱

させないためには、硬軟の取合せや語順に注意を払わなければならない。

魚津ノ出勤ハらっしゅあわあヲ少シハズレテイタ node、座ルトイウワケニ

ハイカナカッタ ga、ツリ革ニブラ下ッテ、新聞ヲヨムクライノユトリハア

ッタ。 （井上靖）

うっかり読むと、軟式の node が硬式の ga に包まれかねない。“ハズレテイタ

node、座レナカッタ”のかと思いかねない。次に正解を連結式で示す。

魚津ノ出勤ハ

らっしゅあわあヲ少シ － ハズレテイタノデ

（座ルトイウワケニハイカナカッタガ）

ツリ革ニブラ下ッテ

新聞ヲ － ヨムクライノユトリハ ー アッタ。



フレエズ（４）

括弧した枝だけは、倒置して後へまわした方がよいと思われる。

……文部省ノ意向通リニ動ク教師ヲ作ルコトガ勤務評定ノ狙イナノデス。

sitagatte、オ父サンヤオ母サンガ、道徳教育ニ期待ヲカケ、勤務評定ニ何

カアワイ望ミヲカケラレル気持モヨクワカルノデスガ、我々ハドウシテモ

勤務評定ニ反対セザルヲエナイノデス。

これも、“オ父サンヤ……ワカルノデスガ”だけをそっくり後へ持って行くと、

わかりがよくなる。でなければ括弧か両棒かでソウ入句であることを明示する

必要があるが、倒置の方が優れていると思う。

また丁寧体は次への連合を遅らせる傾向がある。前章で述べたように、係りは

硬式に近いほど丁寧化しやすい。逆に言えば、丁寧体がムウドを硬化させると

いうことにもなろう。

マタ病床ニしんぎんセラルオ子様方ニハ出来ルダケ十分ノ治療ヲシテイタ

ダケルヨウ方法ヲ kozite、一日モ早ク御全快 salemasu yo オ祈リ申上ゲテ

オリマス。 （中毒事件の謝罪広告）

文法的にまちがっているというほどではないが、中立法 kozite が正当に文末の

olimasu に係る前に硬化した salemasu に出会うために、数秒間、被害者側が



フレエズ（５）

“方法ヲ kozite、全快 sulu” ような錯覚を起しかねない。kozite を丁寧化兼硬

化して kozimasite とすれば、その連合が遅れるから、錯覚の心配がなくなる。

一般的に言えば、軟い係りと係り先との間に、より硬い語句がはさまれるときに

錯覚や誤読の危険が生じる。

談話では休み（pause）の長短によって連合の順序を示すこともできるが、文章

では両義的になることの避けられない場合が起る。連合の順序を示すために、句

読法に新しい工夫が必要である。次は応急処置であって、句読法への示唆である。

黒イ（馬ノ影） － 黒イ馬影

（黒イ馬）ノ影 ー 黒馬ノ影

A ト（B マタハ C）

（A ト B）マタハ C

甲ハ[｛乙ニ勝ッテ（丙ニ勝ッタ）｝丁ニ勝ッタ]

甲ハ（乙ニ勝ッテ）｛（丙ニ勝ッタ）丁ニ勝ッタ｝

本節には秩序なく数例を並べたにすぎないが、フレエズの作り方も重要な研究課

題である。



陳述度
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陳述は、一般的な叙述から文法専用の一面を取出したものである。叙述対陳述の

関係は文章対センテンスの関係に等しい。陳述の前隣は統覚である。すなわち、

統覚作用の終ったところから陳述作用が始まる。次の仮定を設ける。

単式 単式 不定法 シ（ハスル） 0/4

単式 中立法（中止連用形） シ（テ） 1/4

軟式 条件法 スレバ 2/4

複式 硬式 準終止法（係り） シタ（ガ） 3/4

硬式 終止形・命令形 シタ、セヨ 4/4

→ 分類の基準

第1則 連用補語を食止めるか否か。

第2則 連体として収まるか否か。

第3則 丁寧体への変更がふさわしいか。

（現代語法序説』）

陳述度
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陳述度は、いわば、述語で終止する勢い （話線） を指す。

手紙を書いて、何度も読み返した。 手紙をは次の動詞にも係る力をもつ。

手紙を書いたら、よく読み返してみよ。 手紙をは書いたらで係りは終わる。

手紙を書いて、雑誌を読んだ。 雑誌が邪魔をしている。

手紙を書いて、散歩に出かけた。 散歩に出かけたは不可能な接続である。

手紙を書きながら… 底（名詞句をつくる）がはいると、補

語を通さなくなる。だから、補語を食

手紙を書いてから… 止めず、ムウドを示さない「書き」と

「書いて」を一括することが必要にな

手紙を書いても… る。第１則によって、活用形を単式と

複式にわける。

陳述度：第１則
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冷淡そうに見えても、こちらから頼んで行けば、ずいぶん世話を焼いてくれる男

条件法「行けば」の係りは連体形「くれる」で結び、全体として連体法のはたらき

をして名詞句を作っている。条件法は連体法に収まって、間接性のクロウズドにな

っている。

軟式 （雨が降るので遠足を止めた連中）が… 連体法に収まる。

硬式 雨が降るから （遠足を止めた連中） が… 連体からはみ出す。

接続助詞（終助詞）からはオウプ

ンに逸れる。

陳述度の高い活用形は、途中の心変わりを食いとめるのであるが、少し弱いと連体へひき

こまれることになる。逆接を連体法中に持込む言い方を並べてみよう。

狭イナガラ（モ）、楽シイ我家 動詞なら中立法

狭クテ（モ）、楽シイ我家 中立法

狭イノニ、楽シイ我家 連体法

狭イ（連体）、ダガ楽シイ我家 接続詞

狭イケレド（モ）、楽シイ我家 終止法

狭イガ、楽シイ我家 終止法

狭クハアルガ、楽シイ我家 終止法

（『続現代語法序説』）

陳述度：第２則
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第３則は連体形の陳述度を決めるためのものである。

丁寧体を基調とするセンテンスにおいては、途中の活用形は丁寧体のほうが陳述

度が高く、普通体のものが陳述度が低い。普通体のセンテンスなら、まず言切り

を丁寧体に改めてみて、それにつれて係りの活用形を丁寧体に変更することが適

当か否かをためしてみる。そういうスタイルの変更を必要とするほど、そこの活

用形の陳述度が高いことになる。

雨が降るので、遠足は止めました。

連体

雨が降りますから、遠足は止めました。

終止

陳述度：第３則
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いろいろ試してみると、連体形に予想した平均値は2/4はまずいいようである。

仮定法3/4は少し過大で、5/8くらいがよいようである。（註：後に2/4に変更

した）しかしこれらの分数値は基数ではなく一種の序数だから、順序さえ狂わね

ば多少過大でもかまわないわけである。

活用形を裏付けている形式感、あるいは活用形に裏づけられる形式感というもの

は相当強いのである。たとえば終止形は一たん言切る形だから陳述度が非常に高

く、従って終止形の箇所はすべてスタイル（註：体；敬語法）の変更を要すると

言ってもよいくらいである。 私は活用形を重視して、終止形に続くものだけを接

続助詞とし、「なにやら然形＋ば」だの「連体形＋ので」だのは別扱いにする。

ともかく同一の活用形が用法によってひどく陳述度を異にすることは少ない。終

止形の使われるムウドを列挙してみれば、一種の不定形の役をするほかは、

１ 言切り

２ 引用句の言切り

３ 疑問法

４ 接続法

などであって、何れも陳述度が高い。

陳述度の順序づけ
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文の形を図示するとき、欧文は下に根を張り、和文は上に枝状をなす。

He                                            丙助が 英語を

studied

English  by himself. 独習した。

枝どうしが前後に並んだとき（我々は一直線にしゃべることしかできない）後の

枝は前の枝に対して「閉じ」ているという。活用形の開閉の程度は、次の順になる。

全開き 中止法と終止法 彼は、一等になって、大いに喜んだ。

全開き ファイナル 彼は、一等になったから、大いに喜んだ。

半開き 仮定法 彼は、一等になれば、大いに喜ぶだろう。

半閉じ 連体法と半引用法 彼は、一等になることを、切望した。

全閉じ 全引用法 彼は、「一等になる」と、断言した。

「彼」の優勝であるか否かは、提示語「彼は」の磁線がそれぞれの活用形の中を

通って流れるか否かで決まるといえよう。「彼」は 中立形とファイナルとの中を全

部通るが、仮定形に出会うと、2/3 位しか通らず、連体形を通るのは1/3位に減る。 話

線の方向に対して、各活用形は 30度 ずつくらいな開きで、傾いているとみなす。

文の開（オウプン）と閉（クロウズド）
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全閉（全引用法）

半閉（仮定法）

半開（連体法）

中止法とファイナル

話線 話線の方向

開（オープン）： 話線のつながり（文の勢い）が続く。

閉（クロウズド）： 話線のつながり（文の勢い）が、（段階を追って）途切れる。

註： 「言切り」になる５つの活用形を「ファイナル」といいます。

（『現代語法新説』）

陳述度：文
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開きは、次の三つ。

寝坊シタタメニ、遅刻シタ。 単式

寝坊シタノデ、遅刻シタ。 複式 軟式

寝坊シタカラ、遅刻シタ。 複式 硬式 カラは接続助詞

閉じ（連体法と引用法）の連体法に変えると、

寝坊シタタメニ遅刻シタ回数ハ、少ナイ。

寝坊シタノデ、遅刻シタ回数ハ、少ナイ。 硬式に近いが単式の意味にもなる。

寝坊シタカラ、遅刻シタ回数ハ少ナイ。 ファイナルはこれだけ

上の動詞（寝坊シタ）は同形だが、名詞だと、

病気ノタメニ 病気ナノデ 病気ダカラ

逆接にも三式ある。

早起キシタクセニ、遅刻シタ。 単式

早起キシタノニ、遅刻シタ。 複式 軟式

早起キシタガ、遅刻シタ。 複式 硬式

病人ノクセニ 病人ナノニ 病人ダガ

（『現代語法新説』）

註：係り係られ 用語早わかり
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係っては結び、結んでは係るリレエにおいて、各活用形は前を受けて結び、次

にくる活用形に対して係りになる。活用形の構文的機能は係りと結びの両方面

から見て行かねばならない。係りとしては自分を受け結んでくれる活用形に向

ってどういう影響を及ぼすかという、その拘束力。結びとしては上のどれどれ

の係りを自己にまとめるかというその負担力。ある活用形の拘束力と負担力と

には関連があるが、簡単に比例するとは言えない。

活用形 係る力 結ぶ力

単式の中立形 無 不足 何々シ、何々シテ

軟式の仮定形 弱 小 何々スレバの係り

硬式の自立形 強 大 ファイナルに限る。カラ接続助詞

副詞以下の品詞を四式に割り当てよう。

単式 ー 連体詞、連用詞、格助詞、並助詞、準体詞

軟式 － 係副詞、係助詞、何々スル「ト」

硬式 － 承前詞、係副詞、係助詞、接続助詞

遊式 － 間投詞、間投的切（キレ）助詞、接続助詞、（動詞活用はいろいろ）

（『現代語法新説』）

註：係る力 結ぶ力



まとめ：日本語のイメージスキーマ（１）

繰返しになりますが、ものを書くとき、素人はいつも次のような疑問に悩まさ

れます。

なぜ書くのか分っているのか？ 誰に向って書いているのか？

情理を尽くしているか？ 明治維新以来の似非英文法に毒されてないか？

ことばにならない感情が表せているか？ 零記号が伝わっているか？

すっきり読めるか？ ムウド・サマ・コトの転移は首尾よくいっているか？

底が浅いのではないか？ 正論ばかり言い募っていないか？

紋切り型表現で退屈すぎないか？ 少しは新しい中味が加わったか？

三上文法は、文法を目指しますので、たとえば転移なら、文末や句末の形式に着

目して、これに接近を試みます。中心となる概念が「係り係られ」そして「陳述

度」でした。日本語のムウド・サマ・コトに対する形式的な接近法が、内容的な

接近法、つまりイメージスキーマやゲシュタルト、感情・情動あるいは意図や動

作、これらの転移にどこまで肉薄できているのかを問わなければなりません。

そのためのモデルは残念ながらまだ立てられませんが、なけなしの勇を鼓して仮

初めのイメージスキーマを次ページに掲げておきます。これからの課題がどこに

あるのかを、少しでも示唆できていたら幸いです。



まとめ：日本語のイメージスキーマ（２）

矢印は、必ずしも因果関係ではなく、呼応や相関一般などを表しています。太いのは大ま

かな相関、細いのは少し因果性の強いものです。

＜ヒト：個体発生＞

頭； ことば/概念・
イメージスキーマ・
ゲシュタルト

心； 感情・衝動・情動

体； 行為・体動・反射

＜ことば：日本語＞

感嘆文

平叙文…

ムウド 文断片

語句

零記号

助辞

サマ
助動辞

名詞

コト 形容詞

動詞

準詞…

述語一本やり
係り係られ

陳述度

＜母語：系統発生＞

現代日本語

中世語

古語

＜世界・関係・状況＞

書き手（日本人）の

立ち位置

意志域

推量域

形容域

存在域

時制/相域

……



まとめ：日本語のイメージスキーマ（３）

残されたいろんな課題の一つに、日本語を母語とする書き手の立ち位置、なかでも

その思考作法の傾向や性（さが）を詰める作業があります。次のような視点によっ

て、意志域や推量域あるいは存在域の中味が違ってくるような予感がします。

相手に対する立ち位置については、

一緒に情報を共有して、共通な題目で話を進めるのか

相手と距離を置いて、自分の情報を対置して話を進めるのか

という談話閾のあり方が問われます。前者を述語的とすれば、後者は主述的とも言

えましょう。

状況に対して取る立ち位置については、

自分は状況の中でその他大勢の一つに過ぎない、とみなすか

ほかでもない自分こそが状況や世界と対峙しているのだ、とみなすか

という状況閾への態度の取り方が問われます。前者を主格補語的とすれば、後者は

主語的です。

思考に対する立ち位置については、

現場の只中で試行錯誤を繰り返して、低みから廻りと共に題目を論じ進めるのか

神や理念を前提にして、高みから題目を論じ切ってしまおうとするのか

という思考閾が問われます。前者は帰納的で開いていますが、後者は演繹的で閉じ

ています。国営放送ことばや全国紙ことばは、遂にこれらを旗幟鮮明にしません。



まとめ：日本語の立ち位置と認知的思考閾

＜立ち位置＞ ＜言語＞ ⇔ ＜思考閾＞

状況 場フレーム 題目の「ハ」 存在域 形容域

関係 コト 「その他大勢」

「そんじょそこら」

「低み ↔ 高み」

相手 共同注視プロセス ムウド 意志域 意図・目標など

対話 サマ 「と一緒に」

「題目を分ち合って」

思考 創造的模倣/活動スクリプト 題述 推量域 確言・推量など

活動 係り係られ 「試行錯誤」

帰納的 「ものは試し」

註： 思考閾にあるそれぞれの域は、概念・ことばだけでなく、イメージスキー

マやゲシュタルトも含みます。また、狭い意味の関連性、つまり対話者の

認知環境＝想定の総和 だけでなく、広い意味の関連性、つまり感情・情動

と行為・体動の総和 にもつながっています。たとえば、立居振舞い、表情、

母語、踊り、歌、…など。



まとめ例：「述語一本やりことば」「主語述語ことば」
話し手・聞き手の立ち位置

フレーム（場：臨場的・低み） フレーム（場：鳥瞰的・高み）

スクリプト（関連性：伝達的・感情的） スクリプト（関連性：認知的・情報的）

対象・出来事 話し手 聞き手

話し手 聞き手 対象・出来事

プロセス プロセス

（間：相・輪廻・試行錯誤） （間：時制・継起・計画実行）

スクリプト（関連性：伝達的・感情的） スクリプト（関連性：認知的・情報的）

対象・出来事 話し手 聞き手

話し手 聞き手 対象・出来事
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