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近代語学会 2020年度研究発表会
2020年 12月 5日（土）

中世・近世における従属節末の意志形式の生起
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1　はじめに

• 現代日本語の従属節は、その内包可能な要素の差異に基づいて、階層的に整理するこ
とができる。

（1） a.ケーキを食べさせ｛つつ／るので／るが｝紅茶を淹れ｛る／ない｝。
b.ケーキを食べた｛*つつ／ので／が｝紅茶を淹れ｛る／ない｝。
c.ケーキを食べるだろう｛*つつ／ *ので／が｝紅茶を淹れ｛る／ない｝。

• 南（1964, 1974, 1993）は、これら従属節のうち、ガ・カラ・ケレド・シをいずれもウ・マイ・
ダロウを包含することのできる C類に分類する。この、ダロウと一括されるウ・マイ
はいわゆる推量・否定推量を表す場合に限られ、話者の意志・否定意志を示す場合に
は生起し得ない。意志のウは、現代語においては主節末専用の形式である。

（2） a. 熊谷は暑かろうが、それを誇りに思っているところもあるだろう。
b. 熊谷は暑かろうから、アイスもよく売れるだろう。
c. 熊谷は暑かろうけれど、東京だって結構暑いよ。
d. 熊谷は暑かろうし、日傘を持っていこう。

（3） a. *明日は頑張ろうが、明後日は頑張りすぎないようにしよう。
b. *明日は頑張ろうから、今日はもう休もう
c. *明日は頑張ろうけれど、休息も大事にしよう。
d. *明日は頑張ろうし、明後日も頑張ろう。

（4） a. 明日は頑張ろう。だが、明後日は頑張りすぎないようにしよう。
b. 明日は頑張ろう。だから、今日はもう休もう。
c. 明日は頑張ろう。けれど、休息も大事にしよう。
d. 明日は頑張ろう。そして、明後日も頑張ろう。

• このことは一見当然のことのように思えるが、中世末期・近世期には以下のような例
がごく一般的に見られる。

（5） a. 「言語道断の事をいひおる、身共がくふたらば代物をやらふが、おのれがものを、
おのれとくらふて、身共にだせとはなんと 
 （虎明本狂言集・饅頭・40-虎明 1642_02030,11620）

b. *私が食ったのなら代金を払おうが、お前の物をお前と食って、私に代金を払え
とはどういうことだ。

c. 私が食ったのなら代金を払おう。だが、お前の物をお前と食って、私に代金を
払えとはどういうことだ。
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（6） a. ［玉］ほんにはやく。よく出来ますねへ［たき］みんなおめへに。あげやうから。
よんでみな　中にやあ。愁れにおもしろいのも有やせう 
 （花街鑑・52-洒落 1822_01062,56850）

b. *みんなお前にあげようから、読んでみな。
c. みんなお前にあげよう。だから、読んでみな。

（7） a. 今日の働き、半日払ひにせうけれどなまなか半手間取らうより、頼みの祝に皆
進上にさつしやれとお内儀様の言渡し （薩摩歌・51-近松 1704_06002,3470）

b. *今日の働きの分は半日払いにしようけれど、生半可半日分の手間賃を取るより、
結納の祝にみな差し上げなさい。

c. 今日の働きの分は半日払いにしよう。けれど、生半可半日分の手間賃を取るより、
結納の祝にみな差し上げなさい。

（8） a. 女子の手が薬ぢや．きさに据ゑてもらはうし、二郎兵衛に手伝ひさしよ 
 （今宮の心中・51-近松 1711_18002,6400）

b. *きさに据えてもらおうし、二郎兵衛に手伝いさせよう。
c. きさに据えてもらおう。そして、二郎兵衛に手伝いさせよう。

• これらの例のウを直ちに「意志」として扱ってよいかどうかについては問題があるも
のの、「主語が 1人称」「事態が未実現かつ意志的」「話者が事態成立に向けて働きか
ける」という点では一般的な意志文と同一の環境であり、かつ、これが従属節末にお
いて現代語とは異なる様相を呈するという点において、ひとまず注目に値する。

• 本発表ではこの、「意志と解釈できそうなウ＋ C類従属節」の歴史について考えたい。
 - なお、湯澤（1954）は以下の例を、主節末の例とともに並べて特に断りなく、「意

志（決意）を表わす」とする。
（9） a.酒はわしがふるまおうから、いゝようにたのみます 

 （酔姿夢中［1779刊］湯澤 1954：367）

b.どうとも仕ようから、マアわしが処へ来なさい （酔姿夢中［1779刊］湯澤 1954：367）

2　前提

• 以上の問題を議論するための前提として、まず、以下の諸点を確認しておく。
（10） a.ム系助動詞の用法について

b.意志の諸用法・諸形式について

2.1　ム系助動詞の用法について
• 終止用法について。古代語においてはムが意志・推量をともに表す。近世成立のダロ
ウが推量専用で用いられることでウの用法は縮小し、終止位置においては意志をウ、
推量をダロウという分担へと移行する（中村 1948、原口 1973、鶴橋 2013第 1部）。

• 古代語においてはムが連体修飾用法を持つ。これに積極的に「仮定」「婉曲」などの
意味を認めることはできず、事態が非現実であることを示すものと考えられる（野村
1995b，尾上 2001第 3章・2012，山本 2003、高山 2005など）。
 - 原理的には、この非現実であることをマークする形式のムが主文末で用いられて
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ムード性を帯びることで意志や推量などの種々の意味を表し、主文末で用いられ
ない場合にはその意を帯びないものと考えられる（尾上 2001・2012）。

 - ただし、現代語のウにも同様にこのことが援用できるかどうかは疑問。連体修飾
用法は近世以降に衰退し（土岐 1992）、「～うものなら」「～うはずがない」「～う
ことか」など、特定の環境下で固定化していると言ってよい（藤田 2013）。

• 古代語において、従属節末におけるム系助動詞の生起は極めて限定的であり、
 - 種々の従属節のうち、ムは已然形をとってメドモの形でしか現れない（小田 1990）

し、その例も極めて少ない（井島 2011）。この点、むしろ現代語に比しても限定的
であると考えてよいかもしれないが、ひとまずは古代語・現代語ともに階層の外
縁にあるものと考えておく。

• その一方で、当初はウを内包しない中世以降成立の諸形式において、新たにウを内包
するようになるというケースが複数見られる。
 - ナラバ（小林 1979）、ホドニ（吉田 2007）、トモ（北﨑 2019a）、ガ（北﨑 2019c）など。
 - 従属節末におけるウ類の生起の傾向は中世末期までは活発で（福嶋 2011・2014）、

用例数を見ても、中世末期の従属節末の生起は古代語・現代語に比して高い（北
﨑 2019c）。

2.2　意志の諸用法・諸形式について
• 意志文の成立条件をひとまず以下のように規定すると、冒頭の従属節末の例はいずれ
も条件を満たす

1

。
（11） a.主語と話者が一致する。（??あなたが行こう）

b.話者がその実現を志向している。（??できたてのコーヒーを腕にかけよう）

c.その事態は意志的に実現可能か、もしくはその達成に向けて努力可能な事態で
ある。（??罪から救われよう）

• 現代語の意志表現は以下の用法に分化する（森山 1990、仁田 1991、安達 1999）。
 - 独話の場合に「意志の表出」「決意の表明」
 - 対話の場合に「意志の表明」「行為の申し出」「行為の提案」

 - 上の例は全て「行為の申し出」（私がやりましょう）であるように見えるが、対
話を主とする資料であるという制約によるか。

• ウ以外に、現代語では動詞基本形が上記の条件を満たす場合に意志を表し、ツモリ・
気などの形式名詞も意志表現を構成する。
 - 現代語では動詞基本形が一般に意志を表すが、古代語の動詞基本形は未来のテン

スを積極的に表さないので意志も表しにくく（鈴木 2009第 3部第 2章、土岐 2009）、

1　典型的には「意志」は主語が1人称であることにより、「推量」は主語が3人称であることによって区別されるが、
主語が 1人称であっても推量を表す場合はあり、このことは古代語も同様である（小田 2015：193）。結局のところ、
話者による意志的な実現に焦点があるかどうかを問わなければならない。
•　a. ［アナタガ私ヲ］うち捨てて入らせ給ひなば、［私ハ］いと心細からむ。  

 （源氏物語・総角・小田 2015：193）
•　b. ??私は明日、高知に行くだろう。
•　c. 私は遅くとも来年の夏には高知に行くだろう。



- 4 -

基本形によって意志を表すのが一般化するのは近世以降のことである（土岐
2014）。

 - ツモリは近世に動詞「積もる」の転成名詞を素材として成立し、近世後期に意志
用法が定着（土岐 2010第 2部）、近代にかけては話者の純粋な意志を表さない「思
い込み」の用法も増加する（川島 2018）。現代語では、「主語の〈意志〉や〈信念〉
であることをことさらに表示する」（高梨 2016：8）機能を持ち、従属節内にもご
く普通に生起する。

 - 他形式との関係性を考えるとき、直接的な関係を持つのは動詞基本形であろ
う。上の例を見ても、ツモリは意味的に合致しない。

2.3　問題再掲
• 以上を踏まえて、本発表では以下の 2点を考える。
（12） a. 従属節末において意志を表すように見えるウの実態と、それが容認されなくな

る過程
b. 当該現象の、従属節の階層構造の歴史における位置付け

3　調査

• 以下の調査を行い、ウ・マイが従属節に内包される例を抽出する。
• 調査対象

 - 国立国語研究所編『日本語歴史コーパス』
 - 室町時代編
 - 江戸時代編（Ⅱ人情本は非コア含む）
 - 明治・大正編Ⅰ雑誌（口語のみ）、Ⅲ明治初期口語資料

 - 検索対象
 - 語彙素：う and 品詞：助動詞
 - 活用形：意志推量形

• 会話文相当の箇所のみを採る。
 - 狂言は会話・引用 -会話指示
 - キリシタンは引用（韻文・手紙など）を除き、
 - 近松・洒落本・人情本は会話のみ
 - 近代雑誌・近代口語は参考データとして全て残しておく
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表 1　本発表で対象とした例
2

ガ カラ ケレド シ ホドニ

ウ マイ 全体 ウ マイ 全体 ウ マイ 全体 ウ マイ 全体 ウ マイ 全体

室町
キリ 2/3 0 79 - - - - 0/0 1 - 0/0 0 0/2 0 54

狂言 57/108 5/38 1154 - - - - 0/1 1 - 4/5 5 103/219 11/82 2026

江戸

近松 5/17 3/13 288 0/0 0/0 60 1/1 0/0 3 3/6 2/7 13 2/5 0/0 21

洒落本 6/34 0/9 547 6/9 0/1 301 1/15 0/3 167 2/11 0/25 59 1/9 0/1 48

人情本 14/98 1/49 400 8/25 8/20 443 2/8 0/11 69 3/9 4/52 33 1/1 0/0 5

近代
雑誌 1/23 0/2 1093 1/4 0/1 648 0/6 0/0 130 0/2 0/3 54 0/0 0/0 2

口語 8/48 0/8 766 0/4 0/1 439 0/1 0/2 55 1/1 0/2 44 1/1 0/0 4

3.1　ガ節
• 接続助詞ガは中世前期に格助詞ガを素材として成立する（石垣 1955）が、成立当初は
ム系助動詞を包含せず、ウ＋ガの例が見えるのは中世後期に入ってからである（北﨑
2019c）。そのうち、例えば以下のような例が意志として解釈可能である。

（13） a.「…則その米を、此ほねにこめたによつての、こめぼねでおりやる「是は尤でご
ざる、さあらば是をかひまらせうが、代物はいかほどでござるぞ 
 （虎明本・目近籠骨・40-虎明 1642_01018,18980）

b.「それならばただ今とりにこうほどに、たなをひいておきやれ「たなをばひいて
おこうが、おそくはだす程にさうおこころやれ 
 （虎明本・鴈盗人・40-虎明 1642_02003,6260）

• 近世以降の例。ガ節全体の量から見ると減少傾向にはあるが、近代口語にも依然とし
て見られる。

（14） a.入り婿のことなれば、家屋敷、家財にも芥子ほども疵は付けまいが、うぬが命
に疵つける．たつた今、間男を引き摺り出して見せうぞと．奥に飛び込み、 
 （心中重井筒・51-近松 1707_15001,38380）

b.此上は金輪際世話もしようしどふぞ早ふ身ぬけもさして遣うが斯ふ成からは此
後をれが顔の潰れるやうな事仕て呉なよ （南遊記・52-洒落 1800_01017,113300）

c.つる「そりやあぬしのことざんすから。おはなし申しもいたしいせうが。身の
うへをあかしいしたら。ぬしに愛相をつかされいせう 
 （仮名文章娘節用前編中・53-人情 1831_05002,60690）

d.長「ずいぶんお客を大切に勤めて浄璃理を精出しませうがどふぞ旦那をとるの
左文太さまのお世話になるのといふ事は堪忍しておくんなさいよ 
 （春色梅児与美 2編 6巻・53-人情 1832_02006,41110）

e.扨壱服やらかしましたから。是から又下手の長談義を始めませふが。そこで今
の御論では。…… （交易問答・60C口語 1869_01103,420）

2　ウ・マイの数字は、意志と解された例／従属節末の例、「全体」は、ガ・カラ・ケレド・シ・ホドニの全体数。
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3.2　カラ節
• 接続助詞カラは格助詞カラを素材として室町期にその萌芽が見え始め（湯澤 1929：

265）、近世前期に定着する（湯澤 1936：502）。ウを包含する例は推量も含めて見当たら
ず

3

（ただし、カラ自体がそれほど多くはない）、近世後期に至って以下のような例が見られ
始める。
 - この点において、「非現実のウ」が近世後期にも生産性を有していたかという問

題がある。
（15） a.綱 ほんにあの時はわつちもいつそ酔いしたよ 三 そんならちつとつぎんしようか

ら出しなんし （甲駅新話・52-洒落 1775_01010,60300）

b.米「もうおめへも余程たけ〴〵しいのういいはな其様おめへのやうに強情なら
証古を見せやうからそれで何とでも云なよ 
 （春色辰巳園・初編 1・53-人情 1833_04001,34440）

c.人間だ兎に角藩では人材の養生に力めて居るから君公に言ふて何とかお前の志
を達するやうにしてやらうから歸らんかと言ツて、翌年の夏連れて歸られた、そ
れが丁度二十六の年であツた。 
 （芳川顕正［1841生］青年時代の苦學・下・60M太陽 1901_02028,21030）

3.3　ケレド節
• 以下が全例であり、他形式に比して僅少である。
（16） a.今日の働き、半日払ひにせうけれどなまなか半手間取らうより、頼みの祝に皆

進上にさつしやれとお内儀様の言渡しと、言ひ捨て入れば、 
 （薩摩歌・51-近松 1704_06002,3450）

b.玉 深ひ訳でもおざりいす。客人ならそふいふ事も。致ひせうけれど。ばからし
い只一ととふりで。お出なんす客人へ。未練らしくそんな事を。致ひすも。 
 （花街鑑・52-洒落 1822_01062,183500）

c.紙入といふ証古があつてお阿ばあさんの心の底にも藤さんがわすれて置て行た

3　絵入狂言本（『翻刻絵入狂言本集』による）・紀海音浄瑠璃（『紀海音全集』清文堂 による）から、近世前期
のカラの例を示す。
•　助六聞「女房がもらふから．身におんはない」と「討ん」といへば．  

 （絵入狂言本・傾城二見の浦［1689演］上 265上 5）
•　…皆がしぬるからおれもしぬる．此ばの物は皆しぬる」といへば．  

 （絵入狂言本・大商都名物［1698演］下 537上 5）
•　毎日こちへござつても摸様がお気にいらぬから。むだあしひかすも気毒などうで買ねばならぬ物。  

 （袖の白しぼり［1710頃演］34-1）
•　あんずる事はちつ共ない外には人もしらぬから。一先内へいなしやんせ。 （袖の白しぼり［1710頃演］42-10）
•　二人の者ははじめよりわが身のうへと思ふから。立ぎゝしてゐたりしがやしほ見かねはしり出。  

 （なんば橋心中［1710演］100-5）
•　お姫様のおわずらいはおせん水の水のへりじや。殿様のおつぎ山ずきなさるゝからじやといわしやんしたと。 

 （鬼鹿毛無佐志鐙［1710演］114-4）
•　げにことはりと思ふから両人の人々も。涙ながらいとま乞やかたを。さして帰りけり。  

 （鬼鹿毛無佐志鐙［1710演］118-1）
•　朝むつくりとおきるから扨やかましき商売やと。しばしのびして大あくび。 （傾城三度笠［1713演］355-10） 
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ろうと少しは思ひもしようけれどうぬが麁相でとられた金取つくしまがねへゆゑ
に邪も非もかまはず藤さんを相手取気になつた 
 （春色梅児与美 4編 10巻・53-人情 1833_02010,17260）

d.こゝじや一番悪心を。ひるがへして直 朴になり。他の言事を聞気なら。老年役
に仲へ這入て。詫言もしてやららうし。又それ〳〵に大なり小なり。訳も付て遣
ふけれど。何様だの箇様たのと小理屈を。言なら自己ア構はねへ 
 （花廼志満台四編下・53-人情 1838_01012,72360）

3.4　シ節
• 接続助詞シは文献上、マイシという形式で現れるのが早い。このマイシは、所謂不十
分終止の標識であった「～シ」を既に不変化助動詞化していたマイに付与することで
不十分終止の形式としたもので、接続助詞シはここからシが分離したものであると説
かれる（鈴木 1990）。

• 中世末期の段階のマイシには、明らかに否定意志と解せる例があり、
（17） a.「申〳〵、うちにござらぬと仰らるるが、声がいたす、今からは酒もたべまひし、

ましていさかひも致まひ、このたびはかんにんしてくだされひ 
 （虎明本・武悪→乞聟・40-虎明 1642_02031,29340）

b.道すがらなぶつて、ちがふたらばやくにたたぬばうずじやあらふ程に、おくま
ひし、あふたらばしゆせうな事じや程におかふ、まづ名をとふてなぶらしめ 
 （虎明本・乞聟→腹不立・40-虎明 1642_03013,23700）

• マイシから分離したシはその後、肯否で対立するウや他の助動詞・動詞へと上接語を
拡張していく。

（18） a.恥を捨てて言うたらば、国の迎ひが蔵屋敷でつい金を調へ、国へ連れて帰らう
し時にはこなたと縁切れる。 （心中刃は氷の朔日・51-近松 1709_17001,30590）

b.今日は私も覚語をしておまへがうち解ておくれなら一晩止宿てゆる〳〵といろ
〳〵の咄しもしようし看病もしてあげる気だからお長さんによくのみ込せて来た
からその気でおいでな （春色辰巳園 4編 11・53-人情 1835_04011,48260）

c.悪心を。ひるがへして直朴になり。他の言事を聞気なら。老年役に仲へ這入て。
詫言もしてやらうし。又それ〳〵に大なり小なり。訳も付て遣ふけれど。何様だ
の箇様だのと小理屈を。言なら自己あ構はねへ 
 （花廼志満台 4編下・53-人情 1838_01012,72140）

  
3.5　ホドニ節
• 中世に因果の用法を獲得するホドニは、ニヨッテの成立と侵出を受け、中世後期に新
たにウホドニの承接を獲得する（吉田 2007）。このウホドニにも、意志と解釈できる例
が多数見出される。

（19） a.「…たすけておくりやれ、身共をたすきやつたらば、たから物も何もある所をし
つた程に、案内者をいたさう程に、命をたすきやれ「たすけう程にあんないしや
をするか「中〳〵仕らふ （虎明本・杭か人か・40-虎明 1642_04031,12530）
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b.「そなたのたのふだ人が、いかやう成人じやも身どもはしらぬ「それならばただ
今とりにこうほどに、たなをひいておきやれ 
 （虎明本・鴈盗人・40-虎明 1642_02003,6260）

• 近世以降はホドニそのものが衰退するものの、以下の例を拾うことができる。
（20） a.コレ長蔵おれは後から往のほどにそちは寺町の久本寺様、長久寺様上町から屋

敷方回つて、さうして内へ往にや （曾根崎心中・51-近松 1703_11002,1820）

b.くはしや あい。わたしも。そふ申そふほどに。おまへも。そふいいなんせ。そして。
おまへは。いつが勝手じやへ。 （月花余情・52-洒落 1757_01008,39110）

c.駄賃とやらは何ぼでもあげませふほどに。主をもともに脊負ふてなりと。こよ
ひ一と夜さどこへなと。おとめなされて下さりませ。 
 （明烏後の正夢 5編巻 15・53-人情 1824_08014,21550）

3.6　対照から見る衰退過程
• 仮に人称・命題が意志文の成立条件を満たしていても、話者の事態実現への志向の有
無を判定し得ない以上、そのウが意志を表わすのか、非現実の標示であるのかは客観
的には判定し難い。そこで、2時代間の対照を行うことにより、当代話者の当該形式
に対する認識の手がかりを得たい。

3.6.1　虎明本から虎寛本へ
• 一対一で対照可能な例に限定して、虎明本と虎寛本の対照を行う。虎明本においてウ
（意志）＋従属節で現れる箇所が、虎寛本（1792写）

4

においてどのように現れるかを見
ると、概ね以下のグループに分類できる。

• ウ→ウ（31-33例）
5

（21） a.「あのやうなおとこは、もちかねはいたさぬ程に、いねといはばもどりまらせう
が、わらはがよめいりをした時、十二ひとえをきてまいりたるを、あのおとこが、
酒手のしちにしはてて御ざる （虎明本・どもり・40-虎明 1642_05009,6810）

b.（女）さりながら、こなたの仰らるゝ事で御ざるに依て出ていにませうが、其儀
ならば、わらはが嫁入の時分着て参た、十二ひとへを戻せと仰られて被下い。 
 （虎寛本・どもり・中 316-1）

（22） a.又ていしゆばうずに、さいぜんは、あまりみじかくて、みたらぬ程に、なが〳
〵とまはせられひ、ここに某に、にあふたまいがある、まはふほどに、はやいて
くだされひ、何とはやしまらせう、ぢざうまいをみまいな、

  （虎明本・地蔵舞・40-虎明 1642_06003,18640）

b.（シテ）夫成らば爰に私に似合ふた舞が御座る。是を舞ませう程に、こなたは囃
いて被下い。 （虎寛本・地蔵舞・下 70-8）

4　笹野堅校訂（1942-1946）『大蔵虎寛本 能狂言 上・中・下』岩波書店 による。
5　基本形であるか～ウであるかが確定できない「買ふ」「云ふ」の例がある。
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• ウ→基本形（4-6例）

（23） a.「それならばただ今とりにこうほどに、たなをひいておきやれ 
 （虎明本・鴈盗人・40-虎明 1642_02003,6030）

b.是は尤じや。夫成らば今戻て、代りを取て参る程に、其内見世を引て置てくれ
さしめ。 （虎寛本・鴈盗人・上 285-15）

cf. 扨も〳〵、不念な事を致いた。急で戻つて代りを取て参う。 （同・上 286-3）

（24） a.「いやそなたは一だんおかしひ人じや、ぜひにおよばぬ、それならば、大法をや
ぶつて宿をかさう程に、おくへとおつて、ゆるりといさしめ 
 （虎明本・地蔵舞・40-虎明 1642_06003,11060）

b.（アド）大法を破て宿をかす程に、寬りと休ましめ。 （虎寛本・地蔵舞・下 68-3）

cf.（アド）扨々おもしろい出家で御ざる。大法を破て宿を貸うと存る。 （同・下 68-2）

• ウ→ヨウト思ウ（4例）

（25） a.「追付て国本へ下らふが、さりながら、此中某が事に色々きもをいらせられて、
御馳走なされたる衆を、ふるまふて下りたひと 
 （虎明本・鴈盗人・40-虎明 1642_02003,300）

b.「其上で国許へ下らうと思ふが、何と有うぞ。 （虎寛本・鴈盗人・上 284-13）

（26） a.むすこに刀をささする程に、汝はかまくらへいて、かねのねをきひてこひ、の
しつけをこしらへてささせう程に （虎明本・鐘の音・40-虎明 1642_04029,1880）

b.（主）夫成らば迚の事にこがねの熨斗附にしてさゝせうとおもふ程に、汝は太儀
ながら今から鎌倉へいて、附がねのねを聞てこい。 （虎寛本・鐘の音・中 48-10）

（27） a.「扨国本へ追付くだらふが、さりながら、在京のあひだあふた人に、いとまごひ
して下りたひと思ふが、何とあらふぞ （虎明本・墨塗・40-虎明 1642_02004,680）

b.扨夫に付、明日は国許へ下らうとおもふが、彼の人の方へ暇乞にいた物で有う
か、 （虎寛本・墨塗・上 292-6）

• ウ→ 2文（10例）

（28） a.「たなをばひいておこうが、おそくはだす程にさうおこころやれ 
 （虎明本・鴈盗人・40-虎明 1642_02003,6260）

b.（売手）いかにも引て置ませう。去ながら、遅いと見世を出しまするほどに、さ
う心得さしめ。 （虎寛本・鴈盗人・上 286-1）

（29） a.「もつはづならばもたせう程に、先おまちやれ 
 （虎明本・犬山伏・40-虎明 1642_03019,6950）

b.（茶や）持せて能事成らば私が持せませう。先是を私へ預けさせられい。 
 （虎寛本・犬山伏・中 470-9）

（30） a.「きやつはぢやうごうがあおつ、今度とるならば、地へ三尺打こまふほどに、い
ひたひ事があらばいひおけ、国本へとどけてとらせうといへ 
 （虎明本・鼻取相撲・40-虎明 1642_02010,4410）

b.（シテ）ムヽ、今度取た成らば、地へ三尺打込う。さう有らば命が有るまい。国
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許へ云置度い事が有らば云置け。とゞけてとらせうといへ。 
 （虎寛本・鼻取相撲・上 248-1）

• 以上より、
 - ウト思ウに可換な例、意志文と後続文の 2文に可換な例があることは、虎明

本の従属節末のウに「意志」と解してよいものがあるということを裏付け、
 - 基本形に可換な例があることは、従属節末のウの生起が義務的でなくなって

いくことを示唆する。
 - 一方で、同様の例が虎寛本でもそのままウで表されることも多く、この時代

にはまだ、従属節末における意志のウは忌避されていないと言える。

3.6.2　近世語資料と近代の「新訳」
• 近世語資料を近代に口語訳した「新訳」作品においては、ウ（意志）＋従属節が容認
され難くなっていたことが確認される。

• 近世の版本「狂言記」に見られるウ（意志）＋従属節の例は『新訳狂言記』（佐久間春山・
1919）において何らかの手段によって置き換えられており（北﨑 2020）、

（31） a.▲取手　如何にも取りましよほどに、お相手をくだされと仰せられ。▲冠者　心得た。
如何にも取りましよほどに、お相手をくだされと申します。 
 （狂言記拾遺巻 1・文相撲・397-1）

b.取手『はい、それぢや御免を蒙つて取りませう。何卒、お相手を出して下さい。 
冠者『よし〳〵。‥‥早速取りまするから、お相手を出して下さいと申しまする
が。 （新訳狂言記・文相撲・58-8）

（32） a.まをし、ものを仰らねば何とも迷惑でござる。重ねては最早参りますまいほどに、
平にお許させられて、返させられてくだされませや。 （続狂言記巻 2・瓜盗人・260-5）

b.瓜盗『…もし、さう黙つてゐられては、怖しう御座います。之からは決して参
りませんから、何うか御免下さい。 （新訳狂言記・瓜盗人・234-4）

• 近世後期の『春色梅児誉美』でも未だ保持されているが、「新訳」
6

ではやはり、見ら
れない。

（33） a.丹「マア今にくわしく咄そうがおめへは兎も角も梅次さんにはやく酒でも 
 （春色梅児誉美 2編巻 4・53-人情 1832_02004,11690）

b.『追々と委しく話すが、梅ちやんに早く一杯……』 （熊谷為蝶訳・65）

c.『まあ俺から詳しく話すが、兎も角梅次さんに早く酒でも……』 （太田柏露訳・73）

（34） a.長「ずいぶんお客を大切に勤めて浄璃理を精出しませうがどふぞ旦那をとるの
左文太さまのお世話になるのといふ事は堪忍しておくんなさいヨ 
 （春色梅児誉美 2編巻 6・53-人情 1832_02006,41140）

b.『お座敷は大切に勤めて、語り物を精出しても、どうぞ旦那を取るの、古鳥様の

6　『春色梅児誉美』の新訳には大正 2［1913］熊谷為蝶訳、大正 7［1918］太田柏露訳、大正 9［1920］中内蝶
二訳の 3種があるが、このうち前 2者が口語訳を行っており、特に先行する熊谷訳に改変が多い（北﨑 2021予定）。
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お世話になるのといふ事丈は、堪忍して下さいまし』 （熊谷為蝶訳・109）

c.『…随分お客を大事に稽古に精出しますから、どうぞ旦那取りをする事や、左門
太様のお世話になる事丈は、堪忍しておくんなさいよ。』 （太田柏露訳・131）

（35） a.文「藤さんか ナニ今日はもう寄もなさるめへ もしお出なすつたらいいやうにい
はふからマア帰んなせへ （春色梅児誉美 2編巻 4・53-人情 1832_02004,67800）

b.『藤さんなら、今日はもうお出はなからう、もしお寄りなすつたら、何とか何し
て置くから、一先づお開きとした方が可い』 （熊谷為蝶訳・83，太田訳に対応箇所なし）

（36） a.由「…その内藤さんがお出ならおまへのお咄しをいたそうがおまへのお宅はど
ちらでございますか （春色梅児誉美 4編巻 10・53-人情 1833_02010,20490）

b.『…その内藤さんがお見えでしたら、お前さんの咄をしますからお宅はどこなん
です』 （熊谷為蝶訳・159）

c.『…其中藤さんがお出でなら、貴方の親切をよく話して置きます、あのお宅は何
処ですへ。』 （太田柏露訳・204）

4　現象の解釈

• ここまでのまとめ。まず、各従属節における意志のウの包含について、
 - 接続助詞ガは中世前期に成立するが、成立当初はウ類を含まない。ウ類を含める

ようになるのは中世後期に至ってからであり、意志と解せる例も同時期に現れる。
 - 接続助詞カラは近世前期に定着し、定着期においてはおそらくウ類を含まない。

ウ類を含めるようになるのは近世後期に至ってからであり、意志と解せる例も同
時期に現れる。

 - 接続助詞ケレドは中世後期にマイを素材として成立するものの、意志と解せる例
は僅少である

7

。
 - 接続助詞シは中世後期にマイを素材として成立し、当期のマイシにも否定意志の

例が見える。
 - 接続助詞ホドニは中世前期に成立し、当初はウ類を含まない。ウ類を含めるよう

になるのは中世後期に至ってからであり、意志と解せる例も同時期に現れる。た
だし、ホドニそのものの衰退に伴い、近世以降にはほぼ見られなくなる。

• 2時代間の対照に基づけば、
 - 虎寛本においては「ウト思ウ」や、意志文と後続文の 2文と対応する箇所が見ら

れ、近世前期～中期において従属節末に意志のウが生起できたことが確かめられ
る。一方で、ウが保持される例も半数以上あり、近世期にはまだこれが忌避され
ているとまでは言えない。

 - 近代の新訳資料においては明確にこれを忌避する傾向があり、この段階において
は容認されにくくなっていたものと思われる。

• 以上の諸現象に対しては、以下の 2通りの解釈が可能であろう。ここで特に問題とな

7　形態的には現れ得る意志のウ＋ケレドモの例がほぼ見られない理由はよく分からないが、同一の領域を占め
るガの使用率が近代に入るまでケレドより優勢であったこと（宮内 2007）が影響するか。
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るのは、近世後期において新たにカラ節内にウが生起するようになることであるが、
ウの連体修飾用法が近世後期において僅少である（土岐 1992，北﨑 2019c）こと、近世の
ウ＋従属節の例に、（意志でも推量でもない）単純未来の例が見出しにくいこと（矢島 2013

第 4章）に基づき、本発表では暫定的に後者を採りたい。
（37） a.中世後期は非現実事態をウで標示することが義務的であった。これは近世後期

まで引き継がれ、このことを背景に、カラによるウの包含も可能となった。
b.中世後期において未だ義務的であったウによる非現実事態の標示は、近世には
積極的には行われなくなったが、意志・推量を表す場合においては引き続きウの
生起が可能であり、カラにも新たにこれが適用された。

• 以上を踏まえ、「意志のウ＋従属節」を中心とした諸形式の歴史に、以下の 3段階を
想定したい。

（38） A 中世後期のウは、非現実的事態を表す場合に従属節・連体修飾節内に義務的に
生起し、それが意志と解せる場合もあれば、実際に（二次的に）意志を表す場合
もあった。

B 近世においては、従属節・連体修飾節内での未来（非現実）の標示は義務的では
なくなったが、前代のものを引き継ぐ形で、引き続き推量のみならず、意志も生
起できた。

C 近代において、意志のウは従属節末での生起が容認されなくなり、主節末専用
形式になる。

• Aの発達段階、中世後期におけるウの接続の拡張には、ベシ（ベイ）・マジ系の意味を
引き継ぎつつも、肯否ではウと対立するマイが、橋渡し的に寄与している。
 - 例えば、ホドニ・ガにおいては、ウホドニ・ウガよりもマイホドニ・マイガの出

現が早い（別稿を予定）。
• A→ Bの過程においては、動詞基本形が未来という非現実事態を一般的に表せるよう
になり（福嶋 2011）、非現実事態を表す際にウと基本形が選択可能になったことにより、
ウの生起が任意的になったと考える。
 - このとき、意志・推量の場合にはウで有標的に明示したが、そうでない場合には

基本形を用いるという選好があったとすれば、それが、C類従属節内のウが意志・
推量に限定される要因として想定できるのではないか。ウの連体修飾用法が衰退
した近世後期において、カラ節内に新たに意志のウが生起可能であった理由はこ
こに求めたい。

• B→ Cについては、対人的な意味を持つ命令・疑問が主節末にしか配置できないのと
同様（*餃子を食べろが、僕は食べない／ *チャーハンを食べるかし、ラーメンも食べるか？）、意
志のウもまた、主節末専用の形式になったと考える。
 - 「意志」は、その表出が話者に依存するという点では推量と共通し、しばしば「主

観的」意味として捉えられるが、動作の実現を表明する機能がウにあると考えれ
ば、伝達的な側面も持ち合わせる。

 - cf.「いわゆる意志の表現と命令の表現は、提出段階の意向構造で（発表者注：
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受け手の存在を前提とする）直接関与の性格を持ち、さらに表出段階で、前者は
自身志向、後者は他者志向の性格をそれぞれ持つ」（南 1993：232）

 - これは、意志にウ、推量にダロウという分担が進んだ近世後期～近代においてこ
そ、意志を表す形式としてのウを主節末へと配置する動きとして起こり得たもの
と理解される。

5　おわりに

5.1　従属節の階層構造史に関して
• 南の従属節の分類は大まかには汎時的ではあるが、その成員には出入りがあるので、
あくまでも歴史的な産物であると言える。本発表ではこのことに加えて、そもそもの
「C類」が含み得る要素も、時代によって異なるということを示したことになる。

 - 出自のおかげで結果的に C類になったもの（シ・ケレド）と、そうでないもの（ホ
ドニ・ガ・カラ）があり、階層構造が「大まかには汎時的である」であると考えた
とき、元々の出自とは異なる拡張・縮小が起こるのは体系的要請によるか。

5.2　日本語の文構造の変化に関して
• 近代語に至る過程において「従属節の自立性の弱まり」が指摘されることがある（cf.

阪倉 1970）。
 - （現代語の埋め込み文において相対時制の性質が強いこと、ウ類を用いることができないことに

ついて）「文の様相的な意味を主文でまとめて表そうとする性質が強い現代共通語
の性質」（金水 2011：115）

 - 「かつて節と節が、あるいは文と文が、緩やかに自立性をもって並列していたの
に対し、近世期以降、相互に緊密な関係において、文としての一本的まとまりが
強められる流れがあったのではないか」（矢島 2013：443）

 - 古代語の不十分終止の一部に「現行の句読点のシステムでは、これを適切に示す
ことができない」（小田 2006：30）ものがあることの指摘。

• 古代語と近代語の自立性の差異を示すものとして、
 - 阪倉（1970）は係り結びやいわゆる「はさみこみ」を「開いた表現」に位置付ける。

成立の側から考えると、むしろ文が「開いた」構造であったことが、連体形係り
結びの成立（野村 1995a）の前提条件となったと考えられる。

 - 古代語において同様の位置付けが可能な現象に、命令形の条件形式化（北﨑
2019b）、不十分終止（小田 2006第 1章）があり、

 - 室町に至っても、文相当を包摂するナラバ（小林 1979）、間接疑問文の成立（高宮
2004）、終助詞ガナの副助詞化（e.g.～がな欲しい、此島 1966：347-350）、例示形式の成立（岩
田 2007）が見出される。

 - 一方で、室町以降に見られる、接続助詞の異分析による接続詞の発達（トコロ系・
ガ・ケレドモなど、小柳 2016）は、文の切れ目への意識の高まりを窺わせる

8

。

8　この背景には、終止形・連体形の合一と已然形係り結びの衰退を経て、文終止の形態が終止形に一本化され
たことが大きいように思う。
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 - 連体形係り結びの衰退も、「文内部での疑問形式の生起」という一般的な線条性
に反する現象を避ける動きとして捉えることができる

9

。
• 本発表で扱った現象においても、Aに至るまでの背景に自立性の高さが想定され、

A→ B，B→ Cのそれぞれの段階に自立性の弱まりを見出せる。
• 全体的な傾向を見るとき、

 - 意味変化の一般的な傾向として指摘される「主観化」「間主観化」（(inter)

subjectification）の「反例」が時代を通じて複数見出されるのは、この自立性の高さ
を背景として複数の文が結合しやすい環境にあったことが理由であり、

 - ヴォイス―アスペクト―テンス―肯否―モダリティという階層が古代語にも現代
語にも一定して見出される（小田 1994）一方で、これに反する構文が生まれ得る
理由も、このことに求められるだろう。

 - ということを見据えつつ、文構造史・階層構造史のことを考えたい。
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# 雑多なメモ
- 論旨
  - 「内包要素が文に近い C類」が、意志文を含むことができたという路線で考えていく
  - 従属節と主節でテンスを言い分けないようになること
  - 「文末で述べるようになる」こと
  - そこをツモリが補填したということ
- それ以前のムニ・ムヲとかはどうなのか？
- 申し出に限定される？場面が聞き手存在の場合に偏るというだけ？
- 仁田（1991）は以下の例の比較をもって、人称制限の差異を文末形式の段階に求めるが、
稿者の感覚では、bは「確信的な判断」の読みでしか容認されず、もし文脈条件を揃える
ならば、aも容認される。

a. *君は学校へ行くだろう｡
b. 君は学校へ行くだろうが、僕は行かない。
a. どれだけ忠告しても君は学校へ行くだろう。
b. どれだけ忠告しても君は学校へ行くだろうが、僕は行かない。
- 土岐 1992の問題
  - 意志のウガがなくなるとするが、まあまあ普通にある（本稿は近代が境目と考えたい）
  - ウホドニはここでいう「準連体」に入れるべきもので、そもそも近松にはホドニがな
い（形式名詞系統の従属節がトコロくらいしかない）から、連体法には中世後期～近世にそんな
に変化はないだろうと思う

- 尾上（2001，2012）は、古代語には認められるが、現代語では意志・推量の意で固定し
ているように認めてよいと思う？

 - 対人的要素を主節末に配置する体系の中で、文脈依存的に申し出を表すだけで、
「積極的に表しているわけではない」無標の形式だけが、それを従属節末で担え
たのではないか。

 - 推量ガが OKで意志（申し出）ガが NGなのは、対人的要素を主節末に配置する
体系へと移行したことを示すものと考えてよい。ただし、それがなぜ起こったの
かはよく分からない
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