
言語における普遍と特殊-うなぎ文の世界-

神田外語大学 奥津敬一郎

私は､ ｢ボクハウナギダ｣ではなくで､奥津でございますが､あいもかわらぬばかばか

しいウナギのお笑いを一席申し上げて､おあとと交代いたしたいと思いますo

お手元にハンドアウトを差し上げました｡特別講演というなんか立派な名前なんですが､

タイトルは､ ｢言語における普遍と特殊｣というこれまた大げさなタイトルで､サブタイ

トルは ｢うなぎ文の世界｣､あいもかわらぬ鰻の話でございます｡

この内容は､アルクの ｢日本語｣という雑誌に､88年に､2か月にわたって書いたもの

なんです｡ここには､くろしお出版からも福西君が来ておりますから､ちょっとコマーシャ

ルをやらせていただきますと､これが､かの ｢ポタハウナギダの文法｣という､私の本を

んですけれども､皐近の掛 ま､去年出ましたnそこに増補版として､この ｢日本語｣に書

きましたものを加えましたので､私の話しますことは､これに書いてあります｡あるいは

お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんO

今日は ｢ボクハウナギダの文法｣の文法的､あるいは言語学的な分析を申し上げるわけ

ではなくて､これに関して､日本人の言語観､あるいは日本人の日本人論というか､そう

いうようなものを申し上げたいと思っております｡

ハンドアウT･のまず最初の ｢うなぎ文論争｣というところです｡｢ぼくは太郎だ｣ とか

｢ソクラテスは人間だ｣という文は､同一文などと呼ばれているわけですね.つまり､

rぼくは太郎だ｣という場合､ ｢ぼく｣と ｢太郎｣という二つの名詞をイコールで結ぶ､

そのイコールで結ぶことを表すのが､この ｢だ｣であるというように言われています｡そ

ういうような論理的な意味を持っているのが､いわゆるcopulaだと､こう言われていて､

日本語ではそれが ｢だ｣であるし､英語ではbe動詞であるというようなことなんですね｡

私もずいぶん長い間日本語教育にも携わっておりましたけれども､例えば､日本語教育

でも､たいていの教科書は､ ｢これは本です｣とか､あるいは ｢私は日本人です｣ とかい

うような同一文から始まる｡英語の教科書も､私が習った中学校時代の教科書は､"Thisis

apen''とか"Iamaboy."とかいうようなものから､始まりましたO

ところが,我々は､そうじゃないような ｢だ｣の使い方をしている､ということなんで

すねoこれが､日常会話とか､コマーシャルメッセージとかなどに頻繁に使われています ｡

これは大分昔の話なんですけれども､金田一春彦先生が､ある時3チャンネルに出てい

らっしゃも､ました.留学生をたくさん集めまして､金田一先生が日本語学校の校長さんと

いう役割で､日本語に関するいろいろな質問に答えるという番組でした｡その中で､たぶ

んインド人かパキスタン人が､金田一先生に質問しました｡国で少し日本語を習ってきた､

つまり ｢これは本です｣みたいなものはもうすでに習ってきたんですね｡ところが､東京

-やって来まして､日本人の友達と一緒にそば屋に行ったというんです｡そうすると､そ

のそば屋で､友達の日本人が ｢ぼくはたぬきだ｣とか ｢私ほおかめよ｣というように注文

したというんですOそれで､その学生はびっくりしまして､自分が習ってきた rこれは本

です｣というような同一文とは全然違う｡ぼくイコールたぬきとか､私イコールおかめ､

というのはおかしい､というようなことを､金田一先生に質問していましたo実は､この
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うなぎ文に関することは､私は奉を一冊書きましたけれども､その起源をさぐると､どう
三_.ち､ゝi1_1Tl_1____ ;-_-
ヤりつ7iさ又については､金出-先生あたりが最初に問題にされたようですO我々日本人

は､日常会話でよくこのうなぎ文をやっているようですねoLかし､日本人はそれに気が

つかないで､外国人がそれに気がつく､ということはよくあるoこれは日本語教育を我々

はやっておりますから､日常経験していることで､日本人が気がつかないことを､かえっ
､プ･L7JEif7AJ､ぐと.1甘..nノLt､二三 プL.7ヽ｣㌦ヽふ1,1血 Lトユt､サー､サ_九｢ト.1,_4▲L.甘､甘由ErGaへ> コ聖.n+lーノす､日田
し'7｢ヒ当ノ＼jrメtJ〟4-ノ＼LV4~ノヽ てVノ/こ打ノy-珊ノではVl′つV4′⊃/dJL7芸:｣ーVJIPJ讃邑Ylつ､J冒､怖｣二V)ild〕

蓮やらを発見して､論文が書ける､ということなんですけれども､まさにうなぎ文もその

ひとつの例だと思いますC

濫自身卓､かれこれ40隼も前に日東誇教育を姶DET'まLJた.,その時に､十一一番最初にお孝一しろ

いなあと思ったのは､L=の rだ｣の問題なんです〔)それから､いろいろと調べて､いくつ

か論文を書いていくうちに､ひとつの本になったわけです.そんなわけで､日本人は案外

気がつかないんですけれども､このうなぎ文というのは､毎uEjのように使っている､これ

が日常会泰におけるうなぎ宴ということですね｡

･≡れは､筑波の方などはごぞんじかと思いますが､今東北大学にいらっしゃる大坪さん

という方から聞いた話なんですが､彼が元アメリカ U方ナダH大学日本研究セ:′ダーで仕

事をしておられたL'ろ,センタ一一は赤坂の辺にあったんですね｡そうしたら､パスで確か

虎ノ門から六本木あたりに衝 くjLがいたんですねo虎}門から六本木へパスで解くのに､

乗り換えをきゃいけないんです｡乗り換えはどこですか､どこで乗り換えますか､という

L=とをある人が闘い詫言｡それに対して ｢六本木は滑油です｣と答えたというんですね｡こ

れも､六本木と漕池は近いんですけれども､六本木イコ一両留池ではもちろんないOギス

タンプ-1L/に行 くのにはどこに行ったらいいかというとt_モスクワで乗 り換jきる､という

Fjに､ ｢十スタ:-デー舟はモスクワです｣というようなことも､日本人 だ っ た ら平気で言

うわけですねoそんなわけで､日常会着の率でも､うなぎ文というのはよく使われている

ということなんですoこれは､あげればきりがなhJ3んですけどO

まあ､そのくらいにしまして､それから､CMですが､今日ここに持って参りましたの

は､何年か前の新聞広告で､ちょうどお中元なんです｡これは例の壇ふみさんなんですが､

｢壇さんはコーヒーーです｣と書いてあります｡これは､コL--ヒレ の会社のコマーシャルメッ

セージですね.これもうなぎ文だろうと思いますo

テレビでは､もちろんたくさんあります｡私が一番初めに気がつきましたのは､もうだ

いぶ前ですが､今ジャイアンツでだいぶ格下げになってしまいました､原辰徳が東海大学

を卒業して､ジャイアンツに入ったころですo誰でも知っている人なんですねO車のコマー

シャルメッセージに出て参 りましたO確か背広を着てバットを担いで出てくるんです｡後

ろを車がひゅ一つと通りまして､｢僕はスバルです｣ということを言ったんですねoこれ

をもし知らない外国人が聞けば､ ｢あの人はスバルさんか｣というように思うでしょうねo

Lかし､日本人なら誰だって､これは原辰徳だっていうことは知っているわけですから､

｢僕はスバルです｣というのは,後ろを通っている車のメッセージである､ということが

すぐわかります｡

それから､しばらくしまして､今度は薬のコマーシャルメッセージがありました｡胃腸

薬を持って出てきまして､ ｢僕は武田です｣と､こう言ったんですね｡これは武田鉄夫が

出てきたんです｡薬の会社は武田製薬なんですね｡武田製薬の胃薬を見せて､ ｢僕は武田
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です｣と､こう言ったわけです｡これは､つまり ｢僕はスバルです｣ではおもしろくない

ので､もうひとつひねった訳ですね｡つまり武田鉄夫を起用することによって､僕イコー

ル武田だと､こういうことをまず言うわけです｡これは自己紹介､同一文です｡しかし､

同時に薬を見せて ｢僕は武田です｣と言いますから､これは ｢僕はスバルです｣と同じよ

うに､武田製薬のメッセージになるわけです｡そんなわけで､テレビにもめったやたらと

出てきます｡

それから､その次は､ちょっと高尚な話になるんですけれども､古典のうなぎ文です｡

現代語で､我々はめったやたらとうなぎ文をしゃべっておりますけれども､一体日本人は

いつごろからうなぎ文をやったんだろうかと､これは大体において､話しことばに出てく

るので､あまり書き言葉には出てこないんじゃないかと思うんですが､そういうことはな

いんです｡そこで､ハンドアウトの右側を見ていただきますと､万葉集なんです｡有名な

額田王の歌ですO長歌なんです｡まず､詞書がありまして､

｢天皇､内大臣藤原朝臣に詔して､春山の万花の艶と秋山の千葉の彩とを競燐はしめた

まふ時､額置主､歌を以ちて判る歌_邑

こういう文脈があります｡天皇が藤原朝臣に命 じて､家来たちに質問をして､歌を作 ら

せたわけですね｡その質問というのが､春の山､これはもう花が咲いて大変きれいである､

万花の艶です｡それから､秋の山､これはご承知のとおりで､紅葉､もみじが きれいで

あると､千葉の彩です｡いったい春の山と､秋の山とどっちがきれいなんだろうかという

質問をしたわけですね｡家来たちに ｢お前たちどっちがいいか､答えてみよ｣と､こうい

うような質問をされた｡そこで､額田王が歌で答えたわけなんです｡長歌なんですが､

｢冬ごもり 春きり来れば 鳴かぎりし 鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山を

茂み 入りても取らず 草深み 取 りても見ず｣

ここまでが､春の山に対するコメントです｡つまり春がやって参 りますと､今 まで鳴か

なかった鳥もやって来まして､にぎやかに鳴きます｡今まで咲かなかった花もきれいに咲

きます｡しかし､この春､あるいは初夏でしょうか､山は木の葉が茂って､なかなか入っ

ていって､そこで花を取って鑑賞するわけにもいかない｡つまり昔の女性ですから､長い

もすその衣装を着ていたんでしょうねo今の女の子みたいに､スニーカーはいてジーパン

でどんどん入って行 くというわけにはいかない｡それから､野原に行きますと､これもま

た革が非常に深くはえているんですね｡そういう草原に入っていって､花を取って見るわ

けにもいかない｡ちょっと春の山は困ると､彼女は考えたわけですね｡ところが､秋の山

に参ります｡

｢秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてそしのふ 青きをぼ 置きてそ嘆 く｣

秋山は､今度はもうそろそろ木の葉もあまり茂っていないので､女性たちも長いもすそ

を引きずりながら､山-入っていくことができる｡それで､紅葉したのを取って､それを

鑑賞することができる｡あるいはまだ青いのは､そのままにしておく｡結局彼女の結論は､

｢そこし恨めし｣というのは､今のお化けが言う ｢うらめし｣というんじゃないんだそう

です｡これは解釈がいろいろ難しいそうですが､要するに､秋の山は､私たち女の子で も

山の中に入っていって､いろいろ鑑賞することができるから､そこがいいんだと､彼女は

考えたわけですねO｢そこし恨めし｣です｡だから､次が一番大事なところでして､ ｢秋

山われは｣と､この長歌を彼女は結んでいます｡これはもちろん倒置文ですね｡正置文に
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しますと ｢我は秋山ぞ｣とこうなるわけです｡

つまり､現代語であれば ｢私は秋山です｣ということなんですね｡この 像 は秋山です｣

というのは､今は西武ライオンズをやめちゃいまして､ダイエーホークスで打っておりま

す､秋山というホームランバッターが言えば､これはもちろん同一文なんですが､この場

合の ｢私は秋山です｣は､もちろん ｢私は秋Lijがいいと思います｣というような意味にな
ー1.7̂ LbL.1イ71-亡FJ_Jrj 1t_.チ.ふ,↓.サt.l_(Ip!_シフ1_7-1_,.タ又7ユ}_ノーザー ｢ゴ:7

るわけなんて:nす｡I)まリ､LFLは私こ郡山引HJ-こしし相U'rJりQnりLlは'S＼し､ 亭々ム

ほ秋山がいい｣といううなぎ文の例になるんだろうと思います｡これは､当然文脈がある

からこそわかるんです｡つまり天皇が､ ｢春の山と秋の山とどっちがいいか｣と､こうい

I.響闇をtL_たのに野L_てk_ ｢諒lH･絹3LJiii一戸づ iJq- 下､ちミJ弓 ように答えれば､ F数はダイエー

ホークスの敢Lijです｣という意晩では車きちろ ん ないー ｢私は秋山がいい｣というように天

皇に答えた､ということになりますoこれが､▲私が知っているかぎりでは､一番古いうな

ぎ文､ということになります｡

その次が､かの有名な枕草子なんですOこれは､中学あたりで習うのでb日本丸なら誰

｢春はあけぼのo｣

二,.プルはもちろん初めはつも′1ていなかったんでしょうけれど/:.私の万葉集も枕老子も､岩

波の日本古典文学大系から親 書プましたn r春はあけぼの｣でマルですOつまり､現代語で

言 え ば ､ r春はあけぼのだ｣ということでしょTうO これは案は､ご承知,V773ように､尭寛子

の第一段､つま言プしょっぱなに出てくるわけでして､先程の万葉集のように､天皇がb春

(/U)山と秋の山とどっちがいいか､と質問した､というような文教なしに､だしぬけに畠で

参 をほ す√′したがって､これはおそらく日本人ならわかるけれど､外轟人が初めて､古典

のクラスなんかにLj二･八 j春はめ両君の｣こいうように表われもや-;Bと､おそらく意株は取

れないんじゃないかと思いますO春イコールあけば5)､というのは､r=紅はおかしいです

から｡で､わからないまま読み進めなければならなtJIo
｢やうやうしろくなり行 く､山ぎはすこしあかりてーむらさきだちたる雲のほそくたな

びきたる｡｣

ここで連体形で結んでおりますOつまり､山のところに､むらさきだちたる書が､細く
たなびいているの､が､どうなんだ､ということが､ここに書いてないですね｡つまり述

語がないんです｡名詞だけ､ぽこっと出てくるわけですね｡で､段落終わっちゃいます｡

そこでまだその謎が解けないわけですね｡その次の段落に行きますと､

｢夏はよる｣

だと､こうまた出てくるわけですね｡またしてもこれはわからないですね｡夏は夜がど

うなんだという述語が出てこない｡で､

｢月の頃はさらなり､やみも別 ま､ほたるの多く飛びちがひたる｡｣
と､これまた連体形で止まっておりますので､月の頃､闇､ほたるがたくさん飛び違っ

ているの､が､どうなのか､ということがまた書いてない｡

｢また､ただひとつふたつなど､ほのかにうちひかりて行くもをかし｡｣
と､ここで初めて､ ｢をかし｣という形容詞､述語が出てきて､文として完成するわけ

ですね｡つまり､ほたるが一つ二つなど､かすかに光って､飛んで行 くOそれはなかなか

｢をかし｣大変趣がある､なかなかよろしい､という意味になりますねOここで初めて謎
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が解けるわけなんです｡

つまり ｢春はあけぼのがをかし｣という､最初の文は ｢をかし｣という述語があったは

ずなんですね｡これが省略されているんでしょう｡春はあけぼのがよろしい｡雲の細 くた

なびいているのが､またよろしいと｡で､夏になりますと､夏は夜がよろしい｡ほたるが

たくさん飛んでいるのがよろしいと､こういうことで､すべて今まで出てきた名詞句は､

主語であって､その主語に対する述語は ｢をかし｣である｡ということが､やっと第二段

のここに来てわかるわけですね｡ ｢ほのかにうちひかりて行 くもをかし｣ということにな

ります｡

そのあとは､やたらとをかしくなりまして､

｢雨など降るもをかし｡｣
とすぐまた ｢をかし｣が出て参ります｡あとは省略致しますけれども､

｢秋は夕暮｡｣で､もちろんまた秋は夕暮れがよろしい､とか､あるいは､

｢冬はつとめて｡｣冬は朝早くがよろしい､とか､そんな具合にして､この第一段が終

わるわけなんですね｡これはまったく文腺なしに出てきます｡そこで､なかなか理解 しに

くいんでしょうが､ ｢春はあけぼの｣とか ｢壇さんはコーヒーです｣とか ｢コーヒーギフ

トはAGF｣とか､こういうような言い回しが､日本語としては定着しているんでしょう

ね｡ ｢花は桜木､人は武士｣とか､あげればきりがない｡そんなわけで､たぶんもう一種

のパターンになっているので､文脈なしにいきなり ｢春はあけぼの｣と言っても､ ｢春は

あけぼのがも1いJという意味に､だいたい理解できるんでしょう｡

しかし､決していいとぽっかりは限らないと思いますね｡落語に ｢まんじゅうこわい｣

というのがありますけれども､これは､何がこわいかということを友達同士で話 していま

して､ねずみがこわいの､-びがこわいのと､こう言っていますね｡そうすると､-そ曲

がりの男がいて､ ｢僕はまんじゆうだ｣と､こういうわけなんです｡ ｢僕はまんじゅうが

好きだ｣とか ｢おいしい｣という意味ではなくて､ ｢まんじゅうがこわい｣と､こういう

意味になるわけですねoそういう場合もあり得ますから､パターンとしては､春はあけぼ

のがいい､とか､花は桜がいい､とかいうことになるんでしょうけれど､必ずしも常にそ

ういう意味ばかりとは限りません｡定型化している場合は､春はあけぼのがいい､と理解

されるんだろうと思います｡

そんなわけで､古典の中にも､うなぎ文があった､ということがわかります｡こうして

見ますと､日本人というのは､昔から現代まで盛んにうなぎ文を使っていたということが

裏づけ られると思います｡

なお､日本語教育の世界でも､いくつかの教科書を調べてみましたけれども､うなぎ文

がたくさん出て参 ります｡例えば､私が見たのは､もうずいぶん昔の話なんですけれども､

海外技術者研修協会の ｢にほんごのきそ｣ ｡あれは初級日本語なんですが､確か5週間の

コースで､全部で30課ぐらいですかね｡ずっと調べてみましたけれども､最初の方から終

わりの方まで､それぞれの課に､うなぎ文がたくさん出て参 ります｡たとえば､ ｢いつ 日

本にいらっしゃいましたか｣ ｢きのうです｣とか ｢ここからどこどこまで､どのぐらいか

かりますか｣ ｢30分ですJとか､こんな具合にして､教科書の中に､うなぎ文がた くさん

出て参 ります｡

ただ､ ｢にほんごのきそ｣は､そういうことはあまり意識しなかったと思いますが､川
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蘭さんの作った､国際交流基金の ｢日本語初歩｣には､もう意識的にうなぎ文が取 り上げ

られておりまして､かなりあとの方になってからですけれども､いろいろな文型が豊示さ

れたあとで､文型練習のように､うなぎ文を作る練習というのが出ています｡

例えば､ ｢僕はコーヒーを飲みます｣という文がありますと.､それは ｢僕はコーヒーだ｣

というんですね.うなぎ文に変えるとか､そういう練習をさせるような課が確かあったと

思います｡

そんなわけで､日本語教育の世界でも､無意識的にもちろんうなぎ文がたくさん出て参

りますし それから､意識的にそれをプラクティスで取 りあげるというような教科書も､
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が昔から今までたくさん取 り上げられていた.;ということがわかります｡

さて､先程最初に葡介しました外画人が､このうなぎ文の存在を脊妙に思ったんですね｡

というのは､彼の頭の中には､ ｢これは本です｣とか ｢私は太郎です｣というような､同

山文としての rだ｣のはたらきしかなかったわけです｡つまりcopuiaですねocop,Lliaとい

うのは､∵西洋の伝統で､このイスタンプ-1粘とかもあるいはアテネとか､古代の文化が栄

えたところで,∴アリス トテレスの古典論理学あたを?で始まったそうですけれども､

ct,pIJlaという言葉があるOこれはラテン語でC叩uieTという動詞､つまり終びつける､とい

う動詞の名詞化だそうですけれども､そのcoptliaというのは､つまり主語である名詞と述

語である名詞を､等 しを竜ものとLて審びつける､ということからcc'puiaという名前が出て

きたそうですoB本の論理学では､それを ｢繋辞｣､つまり ｢つなぐ言葉｣､というよう

に訳しておりますoあるいは～文法ではそのままコプラなどと優っている0時枝文法では､

確か ｢だ｣とか ｢で｣をコプラと言っていたように思いますけれども｡英語の場合ですと-i.

天ぴん塾で､真ん中に ｢だ｣があって､つま的 e動詞があって､二つの名詞を結びつけk,o

日本語は二つの名詞が最初に出できて､最後に 卜だ｣が来る｡そんなような構造は違いま

すけれども､要するに ｢だ｣とかbe動詞というようなものは､copu1aである｡西洋の文法

でも､copulaという言葉を優っている文法が多いようですねoそういうようなことが頭の

中に入っていますので､日本に来て､ ｢僕はたぬきだ｣とか ｢私はおかめよ｣なんてV,-う

と､外国人は大変奇妙に思うわけですo

外国人が奇妙に思うだけならいいんですが､そこから､日本語というのはおかしな言語

である､と｡copulaというのは､論理学の基本原則を表す大事な言葉であるにもかかわら

ず､日本人は ｢だ｣というのを､結びつかないものを結びつけてしまう､というおかしな

ことをやっている､と｡もっとも私の先生は西田哲学の先生でしたので､塵対矛盾の自己

同一なんていうことを平気でやるんですけれどもoそういうことで､西洋的な論理学から

いいますと､日本語のうなぎ文の ｢だ｣の使い方はおかしい､ということになります｡そ

んなことから､それを一般化 して､日本語というのはおかしな言語である､非論理的､非

文法的な言語である､というようなことを考える人が､外国人ならまだいいんですけれど

も､日本人でそういう人がいたんです｡

ここに石田先生がいらっしゃいますけれども､パリ大学で長く哲学を教えていらっしゃっ

た森有正先生という先生がいらっしゃるんですね｡有名なフランス哲学者です｡ICUの

客貞教授でもありましたので､私も王CUに長く教範ておりましたが､夏の休みなんかに

なってきますと､集中講義をして下さったので､講義をお聴きになった方もこの中にいらっ
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しゃると思います｡その森有正先生がパリ大学で哲学を教えていらっしゃったんですけれ

ども､同時に日本語も教えていらっしゃった｡ということは､ここにいらっしゃる方々は

もうご存知だろうと恩うんですけれども､他の日本人はあまり知らないですね｡だけど､

森先生も実は我々と同業者で､日本語の先生でもあった｡教科書も書いていらっしゃる｡

しかし､何と言っても本職は哲学で､その森先生が､1971年に ｢経験と思想｣という岩波

の ｢思想｣の10月号にお書きになった大変長い､むずかしい論文があります｡私も実は元

の職業は哲学だったんですけれども､哲学をやっていてさっぱりわからなかったんで､こ

ちら-迷い込んできまして､迷い込んだ方が蘇局良かったと思っておりますけれども､哲

学者の文章というのはめったやたらとむずかしいですね｡この先生の論文も相当むずかL

vlです｡

この ｢経験と思想｣という論文の中身は､森先生がフランスで日本語を教えておられて､

日本語についていろいろとお考えになられることがあったoそういうことから日本人の思

想というものを日本語を通して考えてみよう､という論文なんです｡例えば､これ､それ､

あれのような指示詞でうとか､人称代名詞とか､そういうものを通じて､日本人の思想 と

いうものを考えてみようというのがこの論文です.この論文の中と､もう一つほかの､確

か月刊 r言語｣の創刊号に川本茂雄先生との対談がありました｡その対談の中で､森先生

はうなぎ文にふれておられるんです｡つまり､森先生のお考えでは､フランス語というの

は大変論理的で､フランス人の思想というのは､明断判明であるとか､そういうようなこ

とをいうわけなんです｡それに対して､日本語というのは､非明断､非判明的な言語であ

るということになります｡つまり､同一でないものを結びつけちゃうわけですから｡した

がって､このうなぎ文の存在というのは､森先生にとっては､フランス語に比べて日本語

というのは､非常に非論理的な言語である､というように思われたらしいです｡そこのと

ころは､大事なところですので､ちょっと引用させていただきたいと思うんですが､これ

は､川本茂雄先生との対談のところですけれども､

｢『僕は魚です』をフランス語に訳すとJestlistlnpOisson.なんですけれども､どこにも

そんなものはありませんよね｡特に西洋人の先生が非常におもしろがって､日本語は不思

議な言葉だ､と言って､非常に神秘的に説明しちゃうわけですよ｡｣
次に､この ｢経験と思想｣の日本語についてのところを引用致します｡まずこういって

いるわけです｡

｢フランスの大学生に日本語を教えることは､非常に困難である｡｣
別にこれはフランスの大学生だけに限らないと思いますけれども｡どんな外国人に教え

るのも､大変困難であることは､言うまでもありません｡

｢普通それは記載法の相違､例えばアルファベットの代わりに､シラブルの記号である

仮名を使用すること､のせいにされているが､それは決して最大の困難ではない.｣

と森先生はおっしゃっています｡つまり､文字が難しいと普通はいわれているんですね｡

かなはたくさんあるし､漢字は二千､三千と覚えなければならない｡大変だといわれてい

るけれども､森先生によると､決してそれは最大の困難ではないとおっしゃっている｡で

は何が最大の困難かというと､

｢私は､一番大きい困難は､日本語は､文法的言語､すなわちそれ自体の中に､自己を

組織する原理を持っている言語ではない､という事実にあると考えている｡｣
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と､こう書かれているんで､すねoこれはなかなかわかりにくい文ですよ｡日本人が読ん

だって､1回や2回じゃわからない｡黒坂があれば､ツリーを書いて分析をしたいんです

が｡つまり､ ｢私はJと最初に主語､あるいは主題が出てくる｡｢私は何だ｣とすぐに述

語が出てくると､これはわかりやすいOところが ｢私は｣と出てきて､その次に ｢一番大

きい困難は｣とまた主題あるいは主語が出てきます｡ト 番大きい困難は何だ｣と出てく

れば､わかりやすいんですけれども､ ｢私は､一番大きい困難は､日本語はrjとまた ｢は｣
が出て来るD三つの主語あるいは主題が連続して出てきますので､ずーっといったあとで､

その主語に対する述語が三つ､ぼんぼんぽんと並んで出てこなくてはいけないですね｡そ

対応するかという､マッチングの作業をやらなければならないですねOこれは大変難しい

いうんですねLl串心に文が埋め込まれている､その外側にまた主語述語がある､そのまた

外債障 主語述語がある,と､こういうようを構造なんです｡こういうやつは -〟審理解しに

くいんだということをチョムスキトーがま960何年かに言っております｡彼は､英語をあげた

んですが､英語でも日本語でもどんな言語でも､あると思いますLl亡くなった方に対し,[:

失礼なんですけれどぜ1,.上森先生はパリ大学で日本語を数えでいらっしゃったにもかかわら

ず,残念ながら森先生の文はー作文の教師としてコは､ちょっといけをいんじゃないでしょ

うかO私だ.二)たら-もッとわかりやすく､くだいて､教える､書か凝る､あるいは自分で

も書くだろうと思いますけれども｡

要するに森先生は､日本語が鮭Li,甥 は､日本語に文法がか ′藩 らだ､というかなを3大

胆な発言をなさったわけですねOこれはもう､皆さんはNOと答えるに決まっているんで

すがO逆に言えば､森先生の頭の中では､フランス語というのは､大変合理的な言語で､

きちんとした文法がある､というように考えていらっしゃるわけですoこの時は71年です

が､私ははずかしながら知りませんでしたoこれに対 して､洗剤をしたのは､外国人でし

た,それは･.ドメ二コ qラガナという人です｡この人はイタリー系で､国籍はア)i'ゼンテ

ンですOたまたま日本語にふれて､取りつかれちゃったんですね｡東学で勉強したそうで

す｡で､日本にいちして､もうずいぶん昔の話ですけれど､朝日新聞やなんかに､ ｢ラガ

ナ一家の日本日記｣とか､そういうのを連載されて､それが本になったりとかして､大変

活躍された方ですO法政大学の教授で､何年か前に電鼓した時には､もう病気で大学には

ほとんど来ておられなくて､一番最近は 『これが日本語か』という本を出していらっしゃ

るんです｡

これはだいたい､私はやり玉にあがらなかったんですけれども､井上和子さんとか変形

文法で日本語をやっている人たちがあげている例文が､これが非文だというのが､実は正

文であったり､正しいと彼らが言う文が非文であったりすることが多いので､ラガナさん

は､法政大学やなんかのたくさんの学生に､調査をしました｡何千という調査をしたんで

す｡その結果､ 『変形文法と日本語』とか､久野さんの 『日本文法研究』とか､そういう

ところに出ている例文の中で､日本人の学生が見ると､著者はいいといっているけれど､

だめJ･だ､というのがたくさんあるし､著者はクエスチョンマークやアステリスクがついて

いるけれども､いい､というのが､80%も90%もあるんですね｡そういうことを非常にて
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いねいに調べたのが､ 『これが日本語か』という本で､私たちも大いに気をつけなきゃい

けない､と､私は胃々思います｡祭訂な前ですけれども､なるべくならば､作例によらず

実例をできるだけ集めて､その上で､必要ならば作例を作って文法研究をやるというのが､

方法としては正しい方法だろうと思っております｡

このラガナさんが､森先生のこの論文を読まれて､1975年に文春から出てもう絶版になっ

た 『日本語と私』という､彼の論文集というかエッセイ集､この中に載せられているんで

すけれども､1970年にペンクラブで講演をされたんです｡その講演の中で､ラガナさんが

森先生のこの論文を批判されたんです｡それは､そのまま引用したいと思いますが､

｢ろくにテこヲハの使い方も心得ていない私がこんなことを言うと､あつかましく聞こ

えるだろうが､森氏の主張は独断のように思われてならない｡最大の困難は記載法の相違

ではなく､文法の相違である､というぐらいのことなら､異議はあるまい｡｣
つまり､森さんは文法がない､と言ったんですけれども､妊しいのほ､文法が違うから

なのだといっなら､それならわかる､といっんですね｡

｢しかし､日本語は文法的言語､すなわちそれ自体の中に自己を組織する原理を持って

いる言語ではない､と言われては､納得がいかない｡森氏には失礼だが､このような断定

の裏には､日本人をユニレクな人間とする心理が働いているように思われてならない｡私

の考えでは､どの言語でもそれ自体の中に自己を組織する原理､法則を持っていると思う｡｣
このようにラガナさんは､森先生を批判されたわけです｡つまり､フランス語だけに文

法があるんじゃない｡日本語は文法がないと言うが､そんなことはない｡どんな言語でも

文法があるのであって､文法が違うから難しいんだ､と､ごくごくあたり前のことを､言

語学の常識でしょうけれど､こういうことをラガナさんはおっしゃって､森さんを批判さ

れたわけですね｡そのとおりだというように思います｡残念ながら森先生は言語学者では

なくて､哲学者でしたから､そういうことに気がつかなかった｡これは私自身の自己批判

でもあるんですけれども､つまり明治以後日本の近代化においてほ､我々の目は西の方を

向いていた｡なんかあっちのものは､みんなよろしいというように思っていたんでしょう

ね｡それが明治以後､おそらく現代に至るまでの､日本人の西洋観､それをひっくり返 し

ますと､日本語あるいは日本文化､日本人に対する一種のinferioritycomplexになるんじゃ

ないかと思います｡あるいはそれを少し拡大すると､非西欧的な世界､アジアの世界 とか､

そういうものに対する一種のコンプレックスにもなるんじゃないかと､そして､逆に言え

ば､今日本は経済大国ですけれども､それがアジアの諸国に対する優速感にもつながって

くるんじゃないかという､そういうような間蓮を､実ははらんでいるんではないかと思う

わけです｡森先生には失礼ですけれど､森先生も､なにか彼は明治の文明開化の時の､文

部大臣の森有礼さんという方の御子孫だそうです｡森文部大臣は ｢日本語をやめて英語に

しろ｣とか言ったということを聞いたことがありますけれども､そういうことを言った人

の子孫でいらっしゃるので､日本語というものに対する--種のコンプレックスを持ってい

らっしゃったのかもしれません｡しかし､それを外国人のラガナさんが批判してくれる､

というのは､負うた子に教えられる､と言うんでしょうか､恥ずかしいような気 もします

けれど､事実ですから仕方がない｡

それに対して､また､その次に､本多勝一という人が､これまたご承知かもしれません

が､かつて朝日新聞の新聞記者をやっていた｡だいたい新聞記者というのは､鼻っ柱が強
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いんですけれども､この人は人一倍強い人で､ベ トナム戦争の時なんかは､猛烈に反ベ ト

ナム戦争の論陣を張った人ですね｡この本多さんは､1976年に 『日本語の作文技術』とい

う本を書きましたOこれは一枝は物書きですから､朝日カルチャーセンターでー非常に実

践的 ･経験的な文章論というか､表現法というクラスをやって､これを書きました｡大学

には表現法というクラスがあって､私もこの本を優って､日本女子太の時にやったことが

ありますo彼らしく､その頃は果甲田にEj不語の文法とか､言語学の不とかを読んでいま

して､その頃私も彼と会ったんですけど｡この 『日本語の作文技術』の中で､彼は､森さ

んの論文と､ラガナさんの論文を覇介しまして､また､これはラガナさんとは違って､相

当痛烈を敦華を書いた∠rで す )ナ1,-･i達-F>ヨー耐えjて泌r-.､f-,ぎ鼻-わい レ誠一′､達tii- 満々j

の論文を引摺し､それからラガナさんを引用したあとで､こう言-:>ています｡

｢まことにそれ自体の中に､自己を組織する原理を持っていないのは､森粛正氏日新 だ

あろう｡｣
私の方でちょっと紹介しているだけで､私が批判しているわけではあ妄プませんOこれは

う ごいんで璃 よ,_.

｢日本語をフランス語に訳す初歩的な力がはたしてある0)だろうか｡その森有正氏がパ

リ大学で濃く日本語を教えていたというのだから､ことは一学者の無知にとどまらず､Ei

弘両国の公的文化接触での盛大なミスキャストでもある｡これもまた植民地塑知識人の一一

人をのであろう｡言葉についての森粛正氏の無知 ･鈍感が彼の専門としての哲学､ひいで

は rものの考え方｣の本質にまで及んでいなければ幸いだがO｣
と､こう書いてあります｡この批判､植民地塾知識Åというのは､彼のキーーワ一一ドですLl

つまり､彼のE3本文化論ですよねo私自身も､かつて学生時代は_bドイツの哲学やら何や

らやっておりましたので､削孟酉の方を向いていた､植民地塑知識人の-,人であったO幸

い日本語教育をやったおかげで､日本語というものをあらためて見直すことができた.｡tIj

本譜というものに誇りも持つし､いろいろな開港もあるし､要するに世界中の言語はみん

な同じようなもので､それぞれの特色があり､文法があるんだ､ということにやっと気が

ついた｡そういうことで､本多さんは森先生のこの論文を痛烈に批判 しておられた､と同

時に､これは単なる言語の問題ではなくで､日本人の日本語観､日本人観､さらには､日

本文化観というものとつながってくる､と､そういうことですOたった一つのうなぎ文の

間蓮が､日本語全体､あるいは言語､文化の問題などに拡大 して行った､一般にはあまり

知られていなかった論争ですけれども､それが日本の一部で小さい論争として行われてい

た､ということをtまず申し上げたわけなんです｡

そういうわけで､うなぎ文というのは､これはあとで申し上げますけれども､決して､

日本語だけのものではないんですが､日本語の特色の一つであるかもしれません｡だから

といって､うなぎ文があるが故に､日本語は非文法的である､ということは言えないであ

ろうし､うなぎ文自体が文法的に説明ができる､ということで､私はこの本を書いたわけ

です｡しかし､うなぎ文に気がついていたのは､元祖は私ではなくて､金EfL-先生なんです｡

1955年に出た､例の 『世界言語概説』という大きい二冊の本があります｡これはこの時

点での､つまり戦前から1955年にかけての､日本の言語学のレベルを示す､それを集大成

した､大変立派な本だと思います｡その中に､日本語の部分があるわけですけれども､こ
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れを金田一先生が担当されたO大きな本の中の一部ですから､そう詳しいことは書けない

んですけれども､しかし､その中で金田一先生は､断定の助動詞､と言われている ｢だ｣

を取り上げられて､うなぎ文の例を挙げていらっしゃいます｡今日それは持って参 りませ

んでしたが､要するに､この ｢だ｣というのは､ふつうは同一を表すんだと､でも､かな

り特殊な用法があって､例えば雨が降っていますと､ ｢雨だ｣と言う｡あるいは料理屋へ

行って､ ｢君はなにを食う?｣ ｢僕はうなぎを食う｣そう言う代わりに ｢僕はうなぎだ｣
と短く言う｡ ｢僕はうなぎを食う､と言う代わりに｣という言葉を彼は使っています｡こ

れがなかなかいいヒントなんですね｡私も ｢だ｣を述語の代用というように考えるわけで

すけれども､ ｢僕はうなぎを食う｣という代わりに ｢僕はうなぎだ｣と短く言う｡彼はそ

のように言っております｡ほんの数行なんですけれども､うなぎ文の例を挙げて､ しかも､

そのうなぎ文の解釈をかなり的確にやっておられたと思うんです｡私の解釈も､結局うな

ぎ文のポイントは ｢だ｣だと思いますが､ ｢だ｣にいろいろか またらきがあるのでcopula

としてのはたらきだけではなくて､述語の代用というか､そういうはたらきをしていると
}サヽ _ ､ゝ.I_I,i

いつU)が､私U)考えカです｡そついつ｣こ甘､すでに金田一先生が言っておられるので､

うなぎ文の元祖は金田一先生である､ということを申し上げたいと思いますoその二代 目

というのか､たまたま論文を書いているうちにでき上が りましたのが､ 『ボクハウナギダ

の文法』ということでして､くろしお出版の先代の岡野さんに､三上さんの 『象は鼻が長

い』に対して､こっちはうなぎで行こうということになりましたので､じゃあ 『ボクハウ

ナギダの文法』というのを書こうと言いましたら､彼はよかろうと言うので､こういうう

なぎの表紙､これは決して私が注文したのではなくて､岡野さんが勝手にやったんです｡

筑波大の北原さんが 『国語学』に書評を書いてくれましたけれども､北原さんのうちの子

供がこの本を見て､ ｢漫画の本だ｣と言ったとか｡どうせ漫画の本程度のもんなんですけ

れども｡そういう本ができたのが1978年ということで､幸いくろしおから何版か版を重ね

て出しております｡

最後は､丸谷才一という人が出てくるんですけれども､丸谷さんは､ご承知のとお り､

芥川裳作家で活躍しておられる｡彼は､当然物書きということもありますけれども､国語

問題､日本語問題に､大変興味を持っておられる方ですね｡いろいろなことを書いている｡

ただしかなりコンサーバティブで､歴史的かなづかいをいまだに使っているという人です

ね｡彼がたまたま1986年の､文峯春秋ですから､別に論文じゃないんですけれども､ ｢う

なぎ文の大研究｣という､エッセイのようなものを書いて､ちょうど私が何回目かに中国

-行く直前に､丸谷さんから送って下さいました｡

これは ｢うなぎ文の大研究｣ということで､最初のうちはもっともらしく､於下大三郎

とか引用しまして､ ｢は｣と ｢が｣の関連とかをやっているんですけれども､要するに丸

谷さんが興味をもたれたのは､このうなぎ文ですね｡別にそれは文法の間蓮ではな くて､

｢僕はうなぎだ｣という例文とか ｢うなぎ文｣というのが､日本語学､国語学の術語になっ

たようなので､そういうものがかたっくるしい言語学､国語学のタームとしては大変おも

しろいということで､作家らしくそういう点に興味を持って下さったようです｡これは､

その後また､1987年に文峯春秋から出ました 『夜中の乾杯』という彼のエッセイ集に再録

されております｡そのコピーがここにあるんですけれども､なにかうなぎが ｢僕はうなぎ

だ｣と言っておりますねO前に猫が座っておりまして､つまり､激石の向こうを張ってい
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るんだろうと思いますけれども､ ｢我が輩は猫である｣というのはもちろん同-文なんで

すが､ ｢僕はうなぎだ｣はうなぎ文ですoそういう対照がなかなかおもしろい､と彼は言っ

ております｡

丸谷さんが興味を持ってくれたのは､うなぎ文という術語とか､ ｢僕はうなぎだ｣とい

う例文がおもしろい.なぜそん射 こうなぎ文がはやったのか､ということを､彼はいくつ

か菅いてjSr)まして､ E第-a)埋田は賃へることがあらゆる人間の関心畢7=ろつ｣といっ

ように書いています｡｢国語学者だって人の子だから､食べることに興味を持たないはず

はない｣というのが第一一ですくつそれから､第二に日本人のうなぎ好きということをあげて

いますV ｢あれ は､日奉gr'J代表 申 告額喪産 なのであるGそ巧,観弛夏を投じ来 っ た とこ ろ重宝､

例文作りの手柄で､これが例/＼ば､ ぎ僕はウドンだ｣とか ｢僕はラーメンだ｣では.これ

ほどの人気を博さなかっただらうJというように書いておりますO

日本人のうなぎ好きは万葉集以来でして､大伴家持の数れ歌がありますOちょうど今､

夏ですけれど､ ｢石磨｣､いわまろと読むそうですけれど､ ｢夏やせによしというものぞ､

むをぎとりめせ｣というんですね｢最初は､ ぎー石麿に親もと71)､夏やせによしというものぞー

むなぎとを3めせ L｡昔は､ rむなぎjと言ったそうですけど｡というような歌 もあるくら

いで､ ぎ夏にいいんだからゝ栄養のあるうなぎを食べろ､と､おまえはやせっぽちだから｣

というわけですぬoそうV巧 ことで､.万乗以来日本′射,iうなぎが好きだということがあY,a

ます Ll

古 代Th7--マに関しても､ 『喜代ロ･--マの射愚書』という大き怒寒が三省堂から出ていま

す ｡ 紀元前300 年 ぐ ら いですが､これを早速､すっと見ていましたらtやっfFjl空,311なさも

ありまして､地中海ですから､;1をぎの審理を古代ローマ人も食べていたOベネチアにも

うきき適S･､といっ過言タもあるんですC詳 しくその本には､つなぎ覇選のL/シピ尊さ出てい

まLて､どんなソースを使う､というようをことも書いてありますOそんなわけですから､

うなぎというのは､決して日本だけではなくで､古代ローマでも食べていたOあるいはイ

スタンブールでも､食べるでしょうかOそんなわけで､ 恒t,コ語で ｢僕はうなぎだ｣とい

うのは何というか知 りませんが､ ｢benうなぎ｣とか､benというのは､ ｢私｣だそうで

すが､一夜漬けでいレコ語を勉強したんですけれども､それから､be動詞もあることはあ

るんですけれども､ ｢私は奥津｣というのは"BenOklltSu"でいいんでしょうかねoそれか

ら母音調和もありますから ｢う､な､ぎ｣だと､ ｢う｣と ｢ぁ｣と ｢い｣で､これはちょっ

と具合が悪いですね｡つまり､frontvoweiとbackvowelとは､調和しますので､ ｢うなぎ｣

はちょっと具合悪いから､ ｢うなぐ｣とか､ウムラウトをつけまして､ ｢ゆぬぎゅ｣とか

言えばいいんだろうと思いますけれども､そんなわけで､うなぎというのは､世界中で食

べていたんじゃないかと思いますけれども､それは余計な話ですが.そんなわけで､日本

人は昔からうなぎが好きだった､だから ｢僕はうなぎだ｣という例文がよかったんだ､と

いうように､丸谷さんは書いています｡以上が第一章の終わりなんです｡

うなぎ文の文法についてはもう省略致します｡第二章のうなぎ文の文法については､先

程申し上げましたように､述語の代用という考え方で､つまり､ ｢君は何を食べる?｣と

いうような文脈があると､これはdiscoursegrammer談話文法ですね｡前撞､あるいは文

脈があれば省略があるoこれはなにも日本語だけじゃありません｡どんな言語だって､省

略という現象はあるし､あるいは代用という現象もあるわけでして､それ自身は決して珍
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しい言語現象ではない｡それぞれの言語にそれぞれの談話文法があるわけですから､どん

な場合に省略をし､どんな場合に代用形を使うか､これは各言語によって違うと思います

けれども､要するに､省略とか代用という現象自体は､ユニバーサルな言語現象である｡

その言語現象の中の日本語的な現れが､うなぎ文である､という解釈 も成り立つだろうと

思うんですね｡

そこで､例えば､天皇が ｢春の山と秋の山とどっちがいいか｣という質問があれば､

｢私は秋の山がいい｣という代わりに ｢私は秋の山です｣ということができる｡あるいは

｢君は何を食べる?｣という文脈があれば､ ｢僕はうなぎだ｣という ｢だ｣で伝えること

ができる｡ ｢僕はうなぎだ｣というのは､ ｢だ｣の位置に､最初 ｢食べる｣というのがあっ

て､ ｢食べる｣というのはもう前提とされていますので､これは省略することができる｡

もちろん ｢僕はうなぎ｣と言うこともできますし､ ｢僕は｣ということもわかっているん

ですから､これも省略可能ですね｡したがって､一番簡単なのは､ ｢君は何を食べる?｣
｢うなぎ｣これで十分です｡つまりフォーカスだけ言えばいいわけです｡それに対 して､

-∵応 ｢僕は｣というように主蓮も入れようと､だけど ｢僕はうなぎ｣だけではちょっとぶっ

きらぼうで､日本語というのは､最後に述語が来ないと終わりませんが､ ｢食べる｣ とい

えば繰 り返しですので､ただ省略する代わりに､その ｢だ｣を置くという､したがって､

これは述語の代用形であろうというのが､私の解釈です｡この解釈については､いろいろ

な別の解釈 もありまして､-回目の増補版で､いくつかの説に対して､たとえばサミュエ

ル ･マーチンですとか､あるいは北原さんとか､池上義彦さんとか､そういう人たちの説

に対する反論を私は書きました｡あるいは柴田先生 も ｢春はあけぼの｣などについて解釈

をしておられますし､川本先生もそういうことをしておられますOいろいろな説がある.

ただし､うなぎ文そのものは､もちろん日本語として正しいとして､解釈をしています｡

以上が第二章ですo

ところが､はたしてうなぎ文は日本語だけか､という問題｡我々は日本語教育をやって

いますから､日本語と同時にいろいろな言語も､対照研究に興味を持たざるを得ない｡言

語というのは､決して単に日本語なら日本語が特殊である､というだけではなくて､その

底にユニバーサルなものがある｡これはチョムスキーがずっと追求しているところですけ

れども､個別言語というのは､そういうユニバーサルなものを根底において､最近ではパ

ラメタ-というんですか､そういうものがあって､それを適用すると､いろいろな言語の

特殊性というものができる､ということを言っているわけです｡個々の言語は普遍 と特殊

の稔合されたものである､という解釈は一応成り立つんじゃないかと思います｡私がこれ

から申し上げるユニバーサルというのは､決してそんな大げさな､チョムスキーみたいな

深連なものではなくて､要するに､うなぎ文というのは､案外ほかの言語にもあるんだ､

ということをちょっとこれから申し上げたいと思います｡

まず､英語なんですけど､これはもう間違いないですOこれから紹介致しますHofferと

いうのは､テキサスでPh.D.をとった人で､ハワイ大学で教えていた人です｡このHofferが

宮内秀雄先生のための､三省堂から出た還暦記念論文集の中で､日本語の基本文型につい

て書いています｡その最後のところで､日本語の ｢だ｣について書いておりますO ｢だ｣
はもちろん同一を表すんですけれども､同時にうなぎ文もあるということを書いたあとで､

英語にもあるよ､ということを彼は書いていますo彼が挙げた例も料理屋なんですけれど
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も､料理屋に行きまして､二人の人が注文する､vealpaTmeSal-Aというんですか､パルメ

ザンチーズで子牛を覇垂 したものでしょうか､それと､スパゲティ-を注文したんです｡

それをウェ-トレスが持ってきまして∴ Ẁhoisthespaghetti?"とこう聞くんですね. iど

なたがスパゲティですかJとOこの"Whois"ですから､be動詞があって､スパゲティ-が

あるO そうしますと､一人のお客さんが､ ｢彼がスパゲティ-だ｣ということで∴,Heis
lJ⊥ HLI､二三.Lトも.1eh.A- >二三IpL_三,少し｣､ざ三 三り L､一三1～Lb_)サTT." 1>l三重ト､__→〆､､I.J>

lLhespaglleLu (_V.~Jイノり しブ｡L-)V4-jLLJJ4日ん匂､こい-)ふ-)yJiO王-ler7jl曹V止し∨ユ話

すo

なお､もっと注針すべきことは､Hofferは､そういう場面だったら､′テltlelSthe

いう意味になるんだけれども､例えば､コックさん同士がL｢誰がスパゲティ-をクック

したのか｣と､こういうような質問があった時に"hTeistlh_espaghetti'7と言えば/,IHIe

c()okedthespaghetti"という意味だというんですねO｢彼がスパゲテ-i-を斜遷したんだ｣

という意味にもなるO あるいは､絵を措いている_,という輝に､誰がそのスパゲテ で山の

絵を暗いたかというと､篠が播いた､という場面もあるO要するE,=､どんな場面でも文脈

がありさえすれば､英語でbe動詞を使って∴'iTdeisthespagh如tl..'ということが言えるとい

うことを､H(jffeTは書いてt,,JますC.

それから､もその次が久野さんですけれど､1978年は､例の 『談藩の文法』ですが､まさ

に こ れ は 談 話 文 法 の 問 題 で ､英語にも日本語にも省略という現象があって､日本語の場合

に省略をして､ ｢うなぎを食べる｣なら ｢食べる｣～ ｢蘭る｣なら ｢釣る｣というのがあっ

て､それを省賂する｡その省略したとL=引 こ､つまりその空き間にh ｢だ｣を入れる､と

いうように彼は言っておりますので､久野さんの解釈と､述譜代周という解釈は同じだと

い う よ うに鋸 ま思っていますOそういう解釈を久野さんはやっていますOこれはE3寓語の

うなぎ文ですけれどもlー同時に英語でも言えるということを久野 さんは誇っていますOこ

れもまた食べ物なんですけれども､大勢の人がハンバーガー店でまとめて買ってきたいろ

いろなハンバーガーがあるOその時に､誰がどのハンバーガ-という時に､'Tmacheese

harnbtlrger."というような表現が､たまに聞かれることがある､というように書いてあり

ます｡これは彼の実際の経験でLよう｡｢僕はチ-ズハンバーガーだよ｣ という意味で､

英語でも言うというように久野さんは書いてt/1ます｡

その次の中野道雄さんというのは､1982年､これは大修館の国広さんの編集の 『日英語

比較講座』第4巻の ｢発想と表現｣の巻なんですけれど､そこに中野道雄さんが ｢発想と

表現の比較｣という論文を書いていらっしゃいまして､日本語にうなぎ文はもちろんある

んですけれども､英語にもある､ということを実例で示 しています｡

これは､皆さん御存 じでしょうか､アメリカのMortWalkeTという漫画家がおりまして､

BeetleBaileyという日本で言えば ｢のらくろ｣みたいなもんですね｡｢のらくろ｣は犬で

すけれども､Beetleはtアメリカの一番下っ端の兵隊で､毎日毎日へまなことをやる､と

いうような漫画なんですね｡中野さんから実物を送ってもらいました3コマの漫画ですが､

兵隊Aが､上官B､C､Dにコーヒーを配っている.上官にはそれぞれランクがありまし

て､B､C､Dの順に高 くなるんですけれども､まずhBeetleがBに"Lerssee,sir"と言って､

''Yo7j'relJh.eblackcoffeewithsugalr?iiと､ここでまずコーヒー文と言うんでしょうか､出て

参 ります.｢あなたはブラックコーヒーですか｣というように聞くわけですから､be動詞
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がまさにうなぎ文的に使われているわけです｡I-withsugar"もちろん ｢砂糖入りのブラック

コーヒーですか｣というように聞くわけです｡すると､上官Bが"Right."｢そうだ｣ と言っ

て､今度は次の上官が､これは2コマ目ですけれども､"Ⅰ'mthecoffeewithcreamand

sugar,Beetle."と､こう言うわけです｡｢僕はクリームとシュガー入りのコーヒーだよ｣ と､

ここでまた-'Iam"の"am"が､また使ってあります｡これが2コマ目ですね｡そしてBeetleが､

''okey."と言って渡す｡最後の上官に向かって､"Thenyollmustbethecreamandsugar

withnocoffee,sir."と言うわけです.じゃあ残った一つですから､ ｢あなたはコーヒーぬ

きのミルクと砂糖に違いない｣と､こういうように言うわけですね｡これも"YotlmuStbe"

ですから､"you"と"thecreamandsugarwithnocoffee''という名詞がbeで結びついている､

要するにbe動詞が使ってある｡

こういうわけで､最後は漫画ですから､オチがあるわけで､このオチは､中野さんから

送ってもらった漫画を見てやっとわかりましたが､このDというのが､大学出の将校なん

ですね｡最初のBとCが軍曹とか､アメリカの軍隊映画によく出てきますね､バー トoラ

ンカスターとか､ああいうのが出てくるやつでう｡最後のDが､若い青二Aの上官なんで

す｡ですから､最後に残ったのは､あんたのような子供は､コーヒーを飲まないで､コー

ヒーのないミルクとお砂糖､ということなんですねoそこで､この上官が怒っで'Idon't

likeyourtoneofvoICe!''と言う｡これがこの漫画のオチなんですね｡それがやっとわか りま

したけれど｡いずれにしても､3コマのそれぞれに､コーヒー文が出てくるわけです.Be

動詞がちゃんと使ってあって､これを見ますと､英語にも間違いなく､うなぎ文があると

いうことがわかります｡

そのほか､例を集めれば､いくらでもありまして､きりがないのですが､つい最近は､

私は今神田外語大学に勤めておりますが､お昼ご飯を食べながら話を聞くという会があ り

まして､私もなんかやれと言われたもんですから､例によってうなぎ文の話をしましたら､

アメリカ人の英語教育専門のデシルバさんという人が､言ってくれました｡駐車場があ り

まして､どの車が誰の車か､という話をする時に､''Ⅰ'mtheBenz." ｢僕はあのベンツだ｣

ということが言える､というように彼も言っておりましたので､間違いなく英語のうなぎ

文はあるだろうというように思います｡

ここでもう一度丸谷さんに登場して頂かなきゃいけないんですけれども､丸谷さんは､

日本語のうなぎ文に興味を持ちましたが､英語にはうなぎ文がないだろうというように思っ

たらしいんですね｡｢うなぎ文の大研究｣のエッセイの中で､テレビのCMに､"Forklift

isTOYOTA"｢フォークリフトはトヨタです｣というのがあったと書いています｡丸谷 さ

んは､これは日本語のうなぎ文を直訳した､間違い英語です､と書いていますoLかし､

念の為に､彼は､イギリス人の詩人で､日本女子大学で教えている､デニスキーンに質問

したら､やはりこれは誤 りで､"Ifyouwantaforklift,chooseTOYOTA"が正しいと言って

くれたそうです｡

それから､"FloppydiscisSONY''というような電車の中づり広告が出ていたんですね0

これも間違いだと､丸谷さんは書いています｡更に丸谷さんは続けますO

｢という話を､先夜一杯やりながらしゃべってゐると､バーのマダムが昔､日本航空の

スチュワーデスだったといふ人で､かういふ話を聞かせてくれました｡新米のスチュワー

デスが､乗客に機内食を配る時に､"Areyouachickenorasteak?"と訊いた｡これはもち
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ろん ｢あなたはチキンですか､それともステーキ?｣といふうなぎ文を直訳した､間違ひ

英語ですが､この時､乗客は､''iamnotachlCken,bt'tipreferchicken"と答-たといふの
ナ言 I(､-0｣

お客さんもなかなかしゃれた人なんです｡ ｢私はチキンではないけれど､チキンが好き

だから､チキンください｣と､こういうわけですね｡

!注をつけると､ ｢チキン｣には子供という意味もあります｡｣
とこう書いてありますO''Areyouachicken?"｢あなたは子供ですか?｣と開かれたので-～

"i'mnotachicken,ipreferchicken.ン】と言ったわけです｡私も､念の為に辞書を調べまし

｢いや､そうじゃない､だけど､チキンが好きだ｣とi{･.うように答えたという､怒かなか

Lやれたお客さんです｡.

ところが､どうも私が調べたところでは了3如 eyoll at:hickel10TaSteak?"というのは､

い いはずなんですねOそこで､デニス キ々ーンを訪ねましたI,, ｢丸谷さんはこう書いてい

るけれども､/ A-IeぎOuaChicke王10.JaSteak'/芦というのは､だめですか?｣と言ったら､

巨や ､大丈夫ートこう言ってくれました｡スチュワ一一デスは忙しいですからねI,面倒怨こ

とを言ってられませんから/′Å柁 _youaCljicke‡10首-aSteak?′ヲで､もちろん大丈夫だと｡

E3本譜のわかる人の英語というのは､ちょっと危険なところがありますけれども｢､イギ

リス人の詩人で､もうや獲)ましたが､日本女子太の英文学の教授がちゃんと言ってくれて

いるんだから､多分間違いはないだろう､tというように思います｡そんなことですので､

さすがの丸谷さF,irJも､英語にうなぎ文があるというこ∴とは気がつかなかった､･Lかいうのが､

英語のお語です ,3

英語以外のヨし-tコツバの言語はどうか､ということも､機会がある度に調べてみたんで

すが､国際交流基金の海外日本語教師研修会というのが､長期 わ短期､毎隼ありまして､

私もずーっとそれに昔から出ておりまして､私のクラスには韓国人とか､ ドイツÅとかフ

ランス人とか､よく来るんです｡その人たちに聞いてみましたoこれもずいぶん昔の藩で

すけれども､フォ)i,ヤンティさんという方に､ ｢ドイツ語でうなぎ文があるか｣と聞いた

んですoそうしましたら､注文したものが､コ-ヒ-とか紅茶とかいろいろあって､ ｢ど

なたがコーヒーですか?｣と聞きますと､お客さんが ｢私はコーヒー-です｣というように

答えることができる､ということを言ってくれましたので､ ドイツ語でもたぶん言えるん

じゃないかと思いますが､その次の隼に､ドイツから来た先生に､ ｢私はコーヒーです｣

と言えるかと間いたら､ ｢言えない｣というんですね.｢去年来たフォルヤンティさんは,,

言えるって言ってましたよ｣と言ったら､ ｢ああ､あいつはいなかもんだから､あいつの

ドイツ語はだめだ｣と言ってましたので､ ドイツ語で一体コ-ど-文が言えるかどうかと

いうのはわかりませんけれども､言えるという人がいたことは間違いない｡これが ドイツ

語ですね｡

それから､フランス語は､研修会に出てくる人に聞いても､たいてい ｢だめだ｣という

否定が多いんですよ｡ところが､元慶応大学で､今杏林大学の鈴木孝夫さんという有名な

言語学者が､うなぎ文に興味を持ってくれて､何かみつけると私に教えてくれるんですが､

例えば､ ｢スポーツで何やりますか｣という着をしている時に､ ｢あなたはゴルフです｣

というようなことが言える､というように彼は言っていました｡メグレ警部の例を挙げて
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くれまして､交換手がツーロンを呼んだ時に､ ｢あなたはツーロンですか｣というように

言うとか､そういうことで､フランス語でもどうも言えるんじゃないか､というように思

いますが､これもわかりません｡言えるという人もいる､ということは間違いない｡

そういうことで､ヨーロッパの言語にも､けっこううなぎ文があるんじゃないか｡それ

から､NHKのスペイン語のテキス トを読んでいましたら､ ｢何を食べようか｣｢私はサ

ンドイッチとコーヒーだ｣というように言うんです｡ただし､この場合はbe動詞がないの

で､動詞が省略されたのか､それともbe動詞が省略されたのか､わかりませんが､ラテン

系の言語の中で､スペイン語とか､ポルトガル語でも言えるという人が実はいたんです｡

欧米の言語で､英語はまず間違いない｡そのほかの言語で､言えるという人がいないわけ

ではない､というようなことが､ご報告できると思います｡

そして､あとは､ほかの言語はどうだろうか､という蔚なんですが､韓国語 ･朝鮮語な

んですけれども､そこに書きました､まだワープロソフトが､ハングルがなかった時なん

で､手で書きましたけれど､ナヌンキムチイムニダと､こう言います0｢ナ｣というのが

｢私｣､次の ｢ヌン｣というのが ｢は｣にあたる係助詞ですね｡その次の ｢キムチ｣とい

うのが､もちろんキムチです｡｢イムこダ｣の ｢イダ｣というのが､日本語の ｢だ｣にあ

たるんです｡この ｢ムニダ｣というのが､ていねい体を表す接尾辞､ということで しょう

か｡｢私はキムチです｣ということが､韓国語で言えるかどうか､というように､韓国人

に聞きますと､間違いなく ｢言える｣というように答えてくれました0

それから､最後は中国語なんですが､これは､遭元任という著名な言語学者がいます｡

UCの言語学の教授で､アメリカ言語学会の会長までやった､大変立派な言語学者ですが､

彼の1968年というのは､UCプレスから出ました"AgrammerofspokenChinese"という､

大変大きい文法の本なんですが､その中で､この例を挙げています｡私の中国語の発音 は

めちゃくちゃですが､ ｢他是一個美国丈夫｣､ ｢他｣というのは ｢彼｣または ｢彼女｣､

｢是｣というのは''is''にあたるbe動詞です｡｢一個｣が'a"ですね､不定冠詞.それか ら

｢美国｣がもちろん ｢アメリカ｣ですね｡｢丈夫｣というのが ｢夫｣､ ｢夫｣という字が

ありますからいいですね｡この ｢他｣は､人偏も女偏 もあるんですけれども､人偏であっ

ても､heでもsheでもどちらでもいい､この文脈では､実はこの ｢他｣は ｢彼女｣なんで

す｡ですから､直訳しますと､''sheisanAmericanhusband."｢彼女はアメリカ人の夫で

す｣ということになります｡｢夫｣が ｢丈夫｣というのは､なかなかおもしろいんで､ 日

本でも ｢亭主丈夫で留守がいい｣というようなことを言いますが､その ｢丈夫｣なわけで

すが､そういうわけで､ ｢彼女はアメリカ人の夫です｣という､女イコール男､というこ

とですから､とんでもない話なんですが､ちゃんと言える｡どういう文脈かといいます と､

奥さん方が集まって話をしているO｢あなた誰と結婚しているか｣と言うと､ ｢私は日本

人と結婚しています｣､ ｢じゃあ､彼女はどうですか｣と言うと ｢彼女はアメリカ人の夫

です｣というように言うんですね｡そういう文脈がありますと､be動詞にあたる ｢是｣ と

いうのがちゃんと使える｡｢彼女はアメリカ人の夫です｣ということが言える｡と､遭元

任は書いています｡もちろん彼は言語学者ですから､これは省略である､というようにちゃ

んと解説も加えています｡ただ中国語では言えるが､英語では言えないであろう､ という

ように書いてありますけれど､さすがの､超元任も英語のことまで知らなかったようです

ねo
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その次は､日本人の大河内康憲さん､これは大阪外大の中国語の先生ですが､大阪外大

は留学生別科がありますし､大変日中対照研究をエネルギッシュにやっているところです

けれども､その大河内廉意さんが､1982年に､明治書院の ｢講座日本語学｣､これの最後

の方､全部で13巻の11､12､13が対照研究にあてられています｡その中で大河内さんが文

法について書いておられまして､日本語のうなぎ文は中国語にもある､結局遵元任と同じ
J._ヽ▲_■し _- LI._ヽ ヽ --

ですけれどoつまり空港で飛行磯を待っている.どこかへいuこ駅まっていますから､そ

ういう文脈で､ 碓 是北京唱?｣｢唱｣というのは､疑問の終助詞ですね(,｢あなたは

北京ですか｣という文を作れるわけですねoL=れも ｢あなたは北京に行きますか｣という

意味ですOそうしますと､ ｢鬼､葦是北京｣最初の ｢是 jは ､ ｢ほqy,､｣とい >･書鮭h7%÷

｢私は北京です｣､ ｢健是上海j｢彼は上海です｣ということですから.中国語でもう告

ぎ文があるということは､大河内さんも認めていらっしゃいますO

最後は私の直接の経験なんですo中国は何回も行きまして､今､会場にいらっしゃる坂

本先生ともご-賭したんですが､その時に､国慶節の休みかなんかに､北京から汽尊で5

時間ぐらいの承徳という避暑地で､中国の清の時代の皇帝の別荘があったところで､ミニ

故宮というんでしょうか､そこに旅行しましたO私について来てくれたのがタン君という

男の子で､大変日本語の達者な北京譜言学院の日本語科を卒業したばかりの男の子でした｢｡

彼と一緒に承徳賓館というホテルにチェックインしまして､キ-をもらって,､階段を上 り

ながら､.私の部屋は307号室で､彼の部屋は308号室です｡本当にタン君は､自然に､ ｢衆

愚308｣｢僕は308号壷だ｣と言d:)たんですねO ｢あ､うなぎ文､言った､言った｣と､こ

う言い蓋したら､タンJ君が ｢なるほど中国語にもうなぎ文がありますねJと納得し,てくれ

ましたO

そんなわ右手で､告本譜のうなぎ文から始まって､森先生のように､うをぎ文があるから

日本語はでたらめである､文法がない.Yという鋭､しかし そうじゃない､日本語にも文

法があるL､フランス語にもすべての言語にはそれぞれの文法があるとtllうこと｡それか

ら､うなぎ文も文法的な説明ができる､しかもユニバーサルな言語現象の中の日本語的な

特殊性の一つとして､説明できると言いましたけれど､実は､調べてみますと､ほかの言

語にもtCOpulaのはずであるものが､うなぎ文的に使われている例がたくさんあるoただ

し､それぞれの言語についてそう詳しく調べたわけではありませんから､日本語のように

額繁に使われているかどうか､という間違とか､あるいは､そういうbe動詞なり､主辞な

り､中国語の ｢是｣､韓国語の ｢イダ｣のように､そういうものが､どういうように文法

的に解釈できるか､ということはわかりません｡そんなところまではやっておりませんけ

れども､とにかく､一応copulaと言われているものが､うなぎ文的に使われている､とい

うことは､世界の言語のうち､わずかなもんですが､ある､ということです｡じゃあ､ ト

ルコ語はどうか､"BenOkutsu.''というのは同一文ですが､私の知っている料理はキョフテ

と言うのですが､肉団子ですね｡"Benkyofte"とか言えますか?

(セルチュク :｢言えます｣)
ああ､言えるそうですO-つ勉強になりましたOそういうわけで､ トルコ語と日本語は､

文法的にある程度似ている言語ですし､アルタイ系の言語ですから､案外同じ系統かもし

れませんが､今伺いますと､ トルコ語にもある｡そこで､終幕は､ ｢徳は敦をらず､必ず

隣あり｣ということでして､非常におかしな､世界で唯一の言語であるというところから
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始まりましたけど､案外､日本語という特殊言語が､近くにも遠くにも､同じような現象

があるんだということが､うなぎ文でもわかる｡そうしますと､人間の議 書ですから､チ ョ

ムスキーが言ったように､どこかに普遍的なものがあるだろう｡しかし､全部がまった く

普遍的であったら､我々が何も日本語教育で苦労することはないので､その普遍性が底に

あるけれど､特殊性がそれぞれあるからこそ､我々日本語教師は､外国人に日本語を教え

るのに大変苦労をするわけなんですね｡外国語教育､あるいは日本語教育が成立すること

自体は､やはり日本語とほかの言語の底に､普遍性があるからであろう｡ですから､すべ

ての言語は､普遍と特殊が統一されたものであろうから､我々は言語における普遍性 と特

殊性というものを勉強した上で､日本語教育をやっていこうじゃないかというのが結論で､

｢徳は孤ならず､必ず隣あり｣､ トルコ語も実はやはり我々の隣人で､うなぎ文があると

いうことを今発見数 しまして､1時間半儲けた､ということになりまして､どうもあ りが

とうございました｡
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