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1. はじめに 

本研究は，古代語（上代，中古）のラ行下二段の自然発生的自動詞とそれが構成する構文

を調査することで-(r)are-（以下ラレ）による構文との連続性を考察し，ラレ構文がなぜ自

発・可能・受身といった意味を発達させたのかを説明することを目的とする。 

 

2. 先行研究と問題の所在 

➢ 川村（2012ab）では，無意志自動詞（本研究の自然発生的自動詞）とラレ構文が不連続

であることが強調される。その理由として，以下の 2点を指摘している。 

A. 自動詞は「モノの変化」を述べるのに対し，ラレ構文は「人の身の上に事態が生ずる」

ことを表わしている点で，表される事態内容が大きく異なる。 

B. 自動詞は一項動詞であるのに対し，ラレ構文は二項述語であり，かつ対象がヲ格表示さ

れることもある。 

よって，ラレ構文は「出来文1」であるのに対し，無意志自動詞文は出来文ではないとする。

しかしその一方で，ラレが自動詞の活用語尾の類推から取り出されたとする説（釘貫 1991

等）が最も有力であることは川村（2012b）も認めるところである。 

➢ 自動詞の表す「自然発生（自ずから然る）」の意味には，次の 2つの意味がある。 

(1) 動作主の介在なしに変化＝事態が実現する。（志波 2020） 

ガラスが割れる，氷が溶ける，部屋が温まる，布団が乾く，花が散る，等 

(2) 動作主の意志（やコントロール）と関係なく変化＝事態が実現する。（志波・投稿中）（ 

  疲れる，惚れる，憧れる，呆れる，やつれる，（雨に）濡れる，気が狂う，等 

➢ 川村（2012ab）では，無意志自動詞の意味として上の(1)の意味を想定している。この

(1)の意味は，たとえ動作主が存在したとしてもその存在を背景化し，モノの変化を中

心に述べるという機能と表裏の関係にある。cf. 非情主語受身 

(3) 暖房を入れたら，すぐに部屋が温まった。 

➢ 一方で，上の(2)の意味は，ラレ構文が表す意味とほぼ同じ意味を表している。 

⇒古代日本語の自動詞と自動詞構文の意味と構造はどのようなものであったのか。 

 

3. 古代語の自動詞構文の特徴（特にラ行下二段動詞） 

3.1 上代・中古のラ行下二段動詞が表す意味的特徴（主に上代） 

上代のラ行下二段活用動詞を『日本語歴史コーパス（CHJ）』で調査すると，そのおよ

そ９割が自然発生的自動詞（無意志自動詞）であった。上代の四段動詞では約５割が他動

 
1 「出来文」とは，通常の他動詞文が個体から個体へのエネルギーの流れ（因果連鎖）として

事態を把握しているのに対し，「事態をあえて個体の運動（動作や変化）として語らず，場にお

ける事態全体の出来，生起として語る事態認識の仕方を表す文である」（尾上 2003: 36）とす

る。 



詞，約２割が意志的自動詞，そして残りの約３割が無意志自動詞であり2，下二段動詞全体

では，約６割が他動詞，１割が意志的自動詞，３割が無意志自動詞である3ことと比べると

ラ行下二段には無意志自動詞が相当に多いことが分かる。以下表１に，「品詞（中分類）

＝文語ラ行下二段活用」で検索した結果を，「語彙素」の多い順に表にして示す。

 

表１：ラ行下二段活用語全 49 語（上代資料のみ，他動詞のみの語に網掛け） 

忘る 97 慣る 11 羸る 3 免る 1 

濡る 69 隠る 10 生まる 3 腫る 1 

別る 61 入る 10 戯る 2 た忘る 1 

乱る 48 枯る 9 狂る 2 浮かる 1 

離る 38 ぬる 7 晴る 2 結ぼる 1 

触る 30 生る 7 溺る 1 下焦がる 1 

遅る 27 疲る 5 目離る 1 漏る 1 

流る 26 知る 4 溢る 1 割る 1 

荒る 23 群る 4 行きかぐる 1 島隠る 1 

うらぶる 16 扱入る 4 萎る 1 しわぶる 1 

垂る 15 優る 3 雲離る 1   

暮る 14 破る 3 毀る 1   

現わる 14 分かる 3 薄る 1   

➢ 以上のラ行下二段動詞には，先の自然発生の意味(1)よりも(2)の意味を表すもの

が多いようである。 

➢ 「忘る」（97 例）は，東国方言では対象4が主格表示されることが知られ，本来は

無意志的な自動詞であったと言われている（有坂 1957，柳田 2011）5。 

(4) 我が面の忘れも（阿我母弖能和須例母）しだは国溢り嶺に立つ雲を見つつ偲はせ（万

葉集 14・3515 番） 

➢ 「濡る」（69 例）の対象は，1 例を除いて，人，もしくは「袖，衣手，裳の裾，床」

など有情者の広義所有物である。 

(5) ぬばたまの黒髪山を朝越えて山下露に濡れにけるかも（山下露尓沾来鴨）（万葉集 7，

1241 番） 

➢ 「別る」（61 例）も，95％以上は人もしくは所有物が対象である。そして，基本的

には無意志的な事態を表していると考えられる。 

 
2 四段動詞は，語彙素の多い順に 30 語は「給ふ，思ふ，行く，奉る，坐す，立つ，宣る，言ふ，会う，

鳴く，持つ，知る，聞く，待つ，降る，申す，す，渡る，咲く，置く，取る，散る，成る，漕ぐ，去る，

返る，継ぐ，打つ，吹く。刈る」となっている。 
3 下二段動詞全体は，語彙素の多い順に 30 語は，「出づ，見ゆ，寝，仕ふ，給ふ，掛く，越ゆ，収む，思

ほゆ，絶ゆ，兼ぬ，立つ，忘る，経，寄す，終ふ，しむ，濡る，消ゆ，告ぐ，別る，定む，明く，更く，

得る，かつ，始む，放く（さく），授く，乱る，出」となっている。 
4 以下，自動詞の第一項を対象と呼んで行く。  
5 以下，用例には当該述語動詞に下線，事態実現の要因に波下線を施し，述語の対象を太字にす

る。 



(6) 白たへの袖別るべき（袖可別）日を近み心にむせひ音のみし泣かゆ（万葉集 4，645

番） 

➢ 「乱る」（48 例）も対象が人とその所有物の割合は 8 割以上。「思ひ乱る」が 17

例と多い。 

(7) 恋ふること増される今は玉の緒の絶えて乱れて（玉緒之絶而乱而）死ぬべく思ほゆ（＋

万葉集 12，3083 番） 

➢ 「離る（はなる）」（38 例）は基本的に人が主語で，自分の意志の及ばない位置変

化を表している。 

(8) 障へなへぬ命にあればかなし妹が手枕離れ（伊毛我多麻久良波奈礼）あやに悲しも（万

葉集 20，4432） 

➢ 「触る（ふる）」（30 例）は意志的行為に見える例も数例あるが，基本的には特に

自分の意志に関わらず「触れる」という意味で用いられているように見える。 

(9) 玉津島磯の浦廻の砂にもにほひて行かな妹も触れけむ（妹触険）（万葉集 9，1799 

➢ 「遅る」（27 例）も人の無意志的な行為を表すと考えられる。 

(10) まそ鏡見飽かぬ君に後れてや（見不飽君尓所贈哉）朝夕にさびつつ居らむ（万葉

集 4，572 番） 

➢ 「流る」（26 例）は「川，霞，雪」などの自然現象を対象とする例が多い（(11)）

が，上代に「涙」等の所有物が 5 例あり，(12)のような詠み重ねの歌もある。中

古には「涙」と詠み重ねの例が「流る」全体の半数以上となる。 

(11) 石走り激ち流るる泊瀬川（流留泊瀬河）絶ゆることなくまたも来て見む（万葉集

6，991 番） 

(12) 泊瀬川流る水沫の（流水沫之）絶えばこそ我が思ふ心遂げじと思はめ（万葉集 7，

1382 番） 

➢ 「荒る」（23 例）の対象は，「海」が数例あるが，ほとんどが「都，道，門，宮，

家，寝床」など，人の広義所有物ないし存在場所である。 

(13) 秋されば春日の山の黄葉見る奈良の都の荒るらく（寧楽乃京師乃荒良久）惜しも

（万葉集 8，1604 番） 

➢ 「暮る」「晴る」等は上代には「日暮る」のような自然現象を詠むもののみである

が，何らかの感慨を持ってその様子を詠む歌が多い。このためか，中古になると

「涙にくる，心くる／はる」のような意味の拡張が見られる。 

(14) あかねさす日の暮れぬれば（日之暮去者）すべをなみ千度嘆きて恋ひつつそ居る

（万葉集 12，2901 番） 

(15) 尼君，のぞきて見たてまつるに，老も忘れ，もの思ひもはるる心地してうち笑み

ぬ。（源氏物語，松風）  

以上見られる例の多くは，「動作主を介さずに対象の変化が実現する」という自然発

生の意味(1)ではなく，「人に対して，その人の意志に関わらず変化＝事態が実現する」

という意味での自然発生の意味(2)を表している。中古のラ行下二段動詞では，人の身

の上に生じる変化を述べる動詞のバリエーションがさらに豊富になる。 

(16) 離る（散り散りになる），呆る（途方に暮れる），憧る，あぶる（落ちぶれてさま

よう），現る（人に知られる），焦らる（気を揉む），思ひ浮かる（動揺する），埋もる



（引きこもる），うらぶる（悲しみに沈む），遅る，恐る，おびる，溺ほる，面馴る（見

慣れる），愚る（放心状態になる），隠る 6（亡くなる），頽る，暗る，気圧さる，穢る，

焦がる，潮垂る，萎る（打ちひしがれる），時雨る（涙がこぼれる），痴る，知る，

優る，倒る，疲る，慣る，離る（官職をとかれる），放る（さすらう，落ちぶれる），

ひかさる（引き付けられる），惚る，紛る，纏はる（とらわれる），丸かる（（涙で

髪が）丸くなる），乱る，羸る（やつれる），結ぼほる（気がふさぐ），睦る（親し

みなつく），やつる等（以上あいうえお順，志波（投稿中）より）  

 

3.2 自動詞構文の構造的特徴 

➢ 和文資料では，自動詞構文の対象が人の広義所有物（「心，涙，紐，衣，袖，心，

髪，声，目，胸，手，心地，愛嬌」等）であることも少なくない。こうした自動詞

構文は，所有者である人に視点が置かれる次のような構造を持ち，視点のある人

＝所有者に対して変化＝事態が実現する，という意味を表している。 

(17) 構造１［【所有者視点】 （要因） 人の広義所有物-主格 自然発生的自動詞 ］ 

(18) 見し人のかげすみはてぬ池水にひとり宿もる秋の夜の月と独りごちつつ，殿にお

はしても，月を見つつ，心は空にあくがれたまへり。「さも見苦しう。あらざりし御癖

かな」と，御達も憎みあへり。（源氏物語，夕霧） 

のように用いられるとき，対象である「心」の所有者に視点があり，所有者である人

に対してその人の意志の及ばないところで「あくがる」という事態が実現することを

表わしている。 

➢ さらに，所有者が主題に立って，二項構造を取っているように見える例も散見さ

れる（先の(15)も参照，主題に立つ人に二重下線，志波（投稿中）より）。 

(19) 構造２［有情者-主題（視点）（要因） 非情物-主格 自然発生自動詞］  

(20) 屋形といふものの方にて押す。されど，奥なるは，たのもし。端にて立てる者こ

そ，目くるる心地すれ。早緒とつけて，櫓とかにすげたる物の弱げさよ。（枕草子，う

ちとくまじきもの）  

(21) 何ごとかあらむとも思したらず，さぶらふ人々の泣きまどひ，上も御涙の隙なく

流れおはしますを，あやしと見たてまつりたまへるを。（源氏物語・桐壺）  

(22) 御母にものしたまふ人も、かくののしる乳母なども、はじめより知りそめたりし

方に渡りたまはんとなん急ぎ立ちて、この御事をば、人知れぬさまにのみ、かたじけ

なくあはれと思ひきこえさせたまへりしに、御心乱れけるなるべし。（源氏物語・蜻蛉）  

➢ 「古代語において，自発・可能構文で視点の置かれる有情者が格表示される例は

なく（川村 2012b: 174，201），特に非情物対象と共起するラレ構文における有情

者は未だ主題として添えられるのみで，ラレ述語とは強い格関係を結んでいなか

ったと考えられる。」（志波・投稿中） 

(23) 構造３：ラレ構文の実現構文（自発・可能）の構造形式（志波 2020 を改変） 

［有情者
動 作 主

主題（大主語）（事柄
要 因

修飾句）（非情物
対 象

-φ/主格/対格小主語／補語） 動作主必須動詞-(r)are］

 
6 意志的行為の意味も持つ。  



(24) 【ひどく真っ赤な薄様の手紙を真っ赤な唐撫子に結びつけたのを】取り入れたるこそ，書き

つらむほどの暑さ，心ざしのほど浅からずおしはかられて，かつ使ひつるだにあかずおぼゆ

る扇もうち置かれぬれ。(枕草子・いみじう暑き昼中に) 

(25) とうち誦じたまひても、鼻の色に出でて、いと寒しと見えつる御面影、ふと思ひ出られて、

ほほ笑まれたまふ。（源氏物語，末摘花） 

➢ 対象のヲ格表示：近藤（1980），竹内（2008）等 

(26) たらちねの母を別れてまこと我旅の仮廬に安く寝むかも（万葉集 20，4348 番） 

(27) まことにも思して，男君，いはでをこひに身をこがれましとて，やがて男君，埋火のいきて

うれしと思ふにはわがふところにいだきてぞぬるとて，かき抱きて臥したまひぬ。女君，「い

とさがしきことなり」とて笑ひたまふ。（落窪物語） 

(28) 人の嫉み深くつもり，やすからぬこと多くなり添ひはべりつるに，横様なるやうにて，つひ

にかくなりはべりぬれば，かへりてはつらくなむ，かしこき御心ざしを思ひたまへられはべ

る。これもわりなき心の闇になむ」（源氏物語，桐壺） 

(29) さりとて，かき絶え音なうきこえざらむもいとほしく，人の御名の朽ちぬべきことを思し乱

る。（源氏物語，葵） 

 

3.3 自動詞構文から不可能，受身へ 

➢ 古代語のラレ構文の自発と可能は，共に「動作主である人に対して変化＝事態が実現す

る」という意味で共通する。本研究ではこれを実現構文と呼ぶ。実現構文は，肯定では

上述のように「人の意志に関わらず事態が実現する」という自発の意味を表す。一方，

否定では，「人が実現を意図しても，事態が実現しない（＝実現の許容性がない）」（尾

上 1998の可能の定義参照）という不可能の意味を中心に表していたと考えられる。 

➢ 古代語の自動詞構文の否定の例を見ると，多くは次のように事態が実現しないという

単なる「不実現」の意味を表している。 

(30) 三位、横笛、四位少将、拍子とりて、蔵人少将、伊勢の海うたひたまふ、声まぎれずうつく

し。（提中納言物語） 

自然発生的自動詞の 2つの意味に対立する否定の意味を考えたとき，「動作主の介在や意志

の関わらないところで変化が実現しない」という意味は，あまり表現価値がない。通常は，

「何らかの外的な力（要因）が加わっても変化が実現しない」という意味になりやすいと考

えられる。例えば(30)のような自動詞構文は，「（管楽の音があっても）声がまぎれず」とい

う意味になっている。 

一方，ラレ構文は動詞の表す事態に必ず動作主が関与する動作主必須動詞で構成される。

つまり，動詞の語彙的な意味に必ず動作主が含意されるため，否定の場合は，「動作主の意

図や力が加わっても変化＝事態が実現しない」という不可能の意味に優先的に解釈される

ものと考えられる。可能が否定に偏るのは，こうした事情によると考えられる。 

➢ 最後に有情主語の受身は，先の実現構文の構造における要因（原因）が人＝動作主にな

ることで成立するものと考えられる。 

(31) 構造 4：ラレ構文の受身構文 

［有 情 者
対象／所有者

主題（大主語）（有情者
動 作 主

-ニ修飾句）（非情物
対 象

-φ/主格/対格小主語／補語） 動作主必須動詞-(r)are］ 



(32) 昔の蔵人は、夜など人のもとにも、ただ青色を着て、雨に濡れても、しぼりなどしけるとか。

（枕草子，成信の中将は、入道兵部卿宮の御子にて） 

(33) 大臣も宮も、今日のけしきにまた悲しさあらためて思さる。（源氏物語，葵） 

(34) 法師なれど、いと心恥づかしく、人がらもやむごとなく世に思はれたまへる人なれば、かる

がるしき御ありさまを、はしたなう思す。（源氏物語，若紫） 

➢ 一方，古代語の非情主語の受身は，タリと共起する状態受身もしくは潜在的受影者のい

る受身に多くの類型が偏っていると言われるが（志波 2018，川村 2012b），この特徴も

自然発生的自動詞構文と重なっていると考えられる。状態受身は先の自然発生の(1)の

意味の延長にあり，動作主を背景化した受身となっている。潜在的受影者のいる受身の

意味は(1)と(2)の意味の両方の側面を持っている（先の「荒る」の例もこれに近い）。 

(35) 橘の木の埋もれたる、御随身召して払はせたまふ。（源氏物語，末摘花） 

(36) とのたまふに、薄二藍なる帯の御衣にまつはれて引き出でられたるを見つけたまひてあやし

と思すに、また畳紙の手習などしたる、御几帳のもとに落ちたりけり。（源氏物語，賢木） 

(37)聞きしより物を思へば我が胸は割れて（我胷者破而）砕けて利心もなし（万葉集 12，2894 番） 

(38) かの明石の舟、この響きにおされて過ぎぬることも聞こゆれば、知らざりけるよとあはれに

思す。（源氏物語，澪標） 

 

4. まとめ 

古代日本語は，話し言葉に近い資料では，特にラ行下二段の自動詞構文は(2)の「人の意

志に関わらず変化＝事態が実現する」という意味で多用されており，こうした意味はラレ構

文の意味と連続している7。構造的にも有情者の主題を取る点でラレ構文と共通している（こ

れはすべての自然発生的自動詞構文に言える）。よって，ラレ構文の説明に「出来文」（尾上

1998ab-1999，川村 2012ab）という説明装置は必要なく，自動詞の表す「自然発生（自ずか

ら然る）」との連続として捉えられると考えられる。 
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7 なお，ユ・ラユについては調査不足だが，基本的には同様の連続性が認められるのではないかと考えて

いる。 


