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はじめに一 碑敗と文法書

一つの需 吾に文字が与えられその識字人口が増えることは,間違いなくその言語にとって確かな存立基盤を提供するO-方,

ことばの研究者にとって文字化(transcription)は,研究対象をデータとして扱うために欠くことのできない過程であるoこの

意味で,ことばは書かれて初めて考察の対象にされる,と言い換えていいかもしれない｡以下で話題にする辞典(dictionary)

と文法書(酢am mar)は,書かれたことばがこうして幾度となく反廃された後に産み出された,二つの書物と見なすことが可能

である｡当面 近年の日本語で書き分けるようになった｢辞典｣(あるいは｢字典｣)と｢事典｣(encyclopedia)の区別については,無

視して話を進めることにする(辞典の類型に関する重要な指摘は :坂本ほか 1964,Ch.10)O

これら二つの書物は,私たちが頭の中に蓄えたことばの知識をなぞろうとする限り,ことばをことばによって描いた自画像

である｡このような言い回しが単なる比聡にとどまらないのは,ここから別の重要な問題が喚起されるからである｡それは例

えば 辞典と文法書とは二枚の別々の自画像なのか,あるいは図と地が反転する図形にも似て,もともと十枚の自画像なのか

という問題であるoこの点に関する三人の言語学者の考えを以下に覗いてみよう(以下Ei内は小論で使用する用語への証言功O

(1)

ソシュ､-/レ

｢語 は,各人の脳裡に貯蔵された印刻の総和の形をなして,集団のうちに存在する,そのさまは,同じ辞書を各人が一

部ずつ所有するのに似ている｣(1916;邦訳,p.33£)

イェスペルセン

｢文法は語 の一般的事実を扱い,語謝酔歩紬ま特殊的事実を扱う｣(1924;邦訳 p.20)

ブルームフィール ド

｢辞嚢[辞典lは,文典[文法書】の付属物である,基本的不規則性のリス トである｣(1933;邦訳,p.365)

ト 言語中の形態素の総量が,その言語の辞嚢【辞剣である｣(1933;邦訳,p.211)

三人の発言のうち最も理論的な提言をしているのはソシュールである｡注意が必要なのは,後にチョムスキーが言語の基藤

を文に求めたのに対し,ソシュールにとって個別言凱 mgue)の基礎は単語だという点であるOところで,ソシュールのいう,

個人が頭の中に蓄えた単語の総体をここでは｢辞書｣Gexicon)と呼ぶことにすれば,それは一生を通じて不変とはいえない｡ま

た,二人として同じ見出し語の総体を持つ人がいないことを考えれば,彼が 陀葺義男で述べたとされるほど,簡単にはその実

相を捉えることができないことも確かである(宮島1967;林四郎 1968;Miller1991,Ch.7)0

一方,イェスペルセンもプンレ-ムフィール ドも,-ンリー ･スウィー トにならって辞典は文法書の付属物だという｡上に示

した引用の後でイェスペルセンはデータを示しながら,ことばの中の様々な現象が単純には辞典と文法書に二分できない事情

を語るが,ブルームフィール ドは,それより前のページで形態素の総量が辞典だというOしかし,辞典や私たちの頭の中に蓄

えられた辞書は,品詞情報さえも与えられず音形だけを記して無内容な形態素の集まりであり,文法の付録にすぎないのだろ

う掴 この指摘については :Gleason1967)｡小論で示したいのは,個人の中において単語の総量は有限だが,単語こそが個々

人のことばの基礎であり,文法や表記に関する情報は不正確であったとしても,そこを窓口として書き込まれる以外に場所が

ない吐,eve且t1989,Ch.6),という推測であるO最初の比橡にもどれば,このような推測から導かれるのは,辞典と文法書と

を反転する関係にある一枚の自画像と見なすことであるOあわせて,文法と辞書のような二分法は,他方を切り捨てるために

行なわれるわけではなく相補的な関係にあることを,様々な形で反転する例を以下にあげながら示すことにしたし㌔

ところで,単語を窓口として呼び出される情報のうち,表記は日本の辞典で最も重視される情報の一つであるO 次の節では

この点に関連して辞書記述の問題を考える｡

辞典における見出し語の表記- いくつかの提案

最初にも述べたように,紙を媒体とした辞典を編纂するにはその言語に表記システムが与えられることが前提になるOさら

に次の前提として,そのような表記システムを支える文字の間に-定の順序が定められる必要がある｡ここでは,この個事を

仮に｢配列規約｣と呼ぶことにする｡

日本のワ- ドプロセッサーで使用されるローマ字入力では,｢きょうは｣は Ekyoowa'ではなく k̀youha'と入力するOつ

まり,仮名による表記形が分からなければローマ字入力はできない(-ボンの採用したロ-マ字表記は,現代から見れば助詞
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ハとヲや長音表記に揺れが見られる :-ボン 1886/1980)Oこのことからも分かるように,日本語で正書法の概念が辛うじて

通用するのは,仮名のレベルに限られる(野村 i988,pp.120･131)｡ところで,一般の国語辞典に見出し語として登録される

単語は,ひらがなあるいはカタカナで表記された後 単語の先頭から五十音順を適用して配列される｡酉汐.規約がなかったと

すれぼ 表記された単語は無秩序なままに収録されて容易には検索できなくなるだろう(ただし,日本語の配列規約に内在す

る問題点と,各出版社が異なる規約を採用している点についてはそれぞれ ･.Unger1987,Ch.2;林大 1965)O例えば｢いちご｣

という単語は,アクセントを不問にすれば,i毒ヨだけでなく ∈十期日十語】などの漢字表記形にも対応するが,市販の国語

辞典では,これら三単語は｢いちこ｣【市子】と｢いちごう｣g十合】の間に,そして｢メロン｣という単語は例えば｢めろめろ｣

と｢めん｣貢面∃の間にそれぞれ酉汐りされる｡あるいは,見出し語がローマ字で表記される外国人向けの日本語辞典では,英語

で使われるアルファベット順に従って単語が配列されることになるO(このような日本語辞典では m̀en' m̀emmem'

rjie託l弘'調和こなる('Tjで.いうまでもなく配列講約は個々の表記システムに従属する｡ただし,たまたま見かけた相良守峯

編(1957)『和独辞抱月のように,動植物をひらがなで,外来語をカタカナで,それ以外の単語を-ボン式ローマ字によってそ

れぞれ表記し,これら三種の表記形すべてをアルファベット順に配列するという珍しい例もあるO)

ここで仮に E 3で示した漢字表記形は,市販の辞典では,仮名で表記された見出し語に対して漢字を最大限まで朕めこん

だ可能性を示すもので,通用度の高い表記形を示すために使われているわけではない｡外来語である｢メロン｣はカタカナで登

録された後に,g 遠に表記形が示されることは蜘 ､｡ 逆に.和語である｢いちご｣の漢字表記 監竃選が示されることはあって

ち,通用度の高い 監イチゴ 葛 が 表記 形 と して 示 され るこ と も3まL:(1-や見 出 し語 と して示 され 若をこ と も な い C

(2) a. メロン

b. いち ご 監葦 遷 夏☆イ チ ゴ讃 ⇒ 幼イチゴ 監蓄ヨ

C. いち ご 覧- 期 署

は い ち ご 富一 語冨

Lかし,外来語であることとは無関係に,現代の日本語では果物や野菜あるいは動植物などはカタカナで表記されることが

深い按本 且963;そC/rj享碑 j的検討は こ宮島 1988)O日本語で書かれた標準的な文書から漢字が減れ∈墓 別の手段にたよって擬

似的に分かち書きの効果を得るほかないので,今後賢イチゴ運のようなカタカナ表記は増えることはあっても減ることはない｡

市販の辞典でも,通用度の高い表記を併記するか見出し語形とすれば,紙を媒体とする辞典と,もともと表記に関する情報で

は私たちの頭の中の辞書に近い性格を持つ語 処理屑の辞書との区別は今後とも,ますます暖味になっていくはずであるO

ちなみに,漢和辞典はその名称とは塞栓に二言語辞典ではなく,｢字典｣の表記が好まれるように文字リス トとしての性格が

強いoこのような文字リス トはもちろん,アルファベットを使用する国々には見られないO漢字の数は万単位にも及んで私た

ちの記憶容量をはるかに超えるので,そこに配列規約を定めることは不可能に近い｡漢字の検索に,総画数 部首の画数 そ

の漢字の読みなどが使われ,それでも検索に失敗するのはこのためであるO(最近では,日本の二言語辞典に｢Ⅹ和辞典｣とい

う名称はあまり好まれないが,例えば中国語の辞典は例外的に｢中日辞典｣と嘩卦 してきた｡これは一つには言語学でも転用さ

れる化学用語｢中和｣との,音形ならびに表記形での衝突を避けるためかもしれないO同様,｢朝和辞典｣はあっても｢韓和辞典｣

がないのも,閉塞分野で｢漢和｣との同音を避けるためだと考えられる｡)

しかし,最後にあげた｢漢字の読み｣という表現には注意が必要かもしれなし㌔確かに,一つの漢字には複数の読みがあるo

このことは裏を返せば,そのi葵字が単語の表記に使用される最大限の可能性を示すことでもあるC漢字を中心に考えることに

･配 した私たちEj:,本質的に文字が単語を記すためにある(日下部 1981)という,基本的な事実を忘れてしまいやすいo例えは

ト 音】は｢いちごん｣｢いちげん｣｢ひとこと｣という,意味は似ていても,発音も用法も異なる三つの単語に少なくとも使われ

る可能性がある｡同様に,踊り字｢々 ｣を使わなければ,【日日】は｢ひび｣と｢ひにち｣という別々の単語に対応する｡しかし,

実際はそれぞれ 【日々 】【日にちヨと表記されることが多いo上に例としてあげた果物のカタカナ表記と同様,これらについ

ても併記する方が辞典としての有用性は高くなるはずである｡

音形から見た見出し語

英語の辞典では,その単語の綴 りの後に標準的な発音が示されるDこれに対して,国語辞典が提示する情報は表記偏重の傾

向があるOたとえ｢ながし｣のようにアクセントが異なっていても,漢字仮名交じりの表記が同じであれば,同一見出し語のも

とに用例が提示される場合が多いC(以下,アクセント記号を示す場合はアクセント核の現われる音節を示すOまたクここで

は語形表示の一つの試みとして,-ボン式に訓令式を混合したローマ字表記を使用する｡例えは 子音直後の/y/はその子音の

口蓋化を,Mは両唇摩擦音を,/q/は直後に後続する子音の閉鎖あるいは摩擦部分の継続をそれぞれ表わす｡ )
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(3) ながし 【流し】 /nagasyi/｢流しで皿を洗う｣｢流しの皿｣

/n毎as沖｢流しのタクシー｣

また,たとえ標準的な発音とは認められても,｢たいく｣や｢ぎじつ｣などが空見出しに立てられる可能性は少ない0

(4) a. /tAikn/ (空見出し｢たいく｣はない) ⇒ たいいく 【体育】

b. /gi野itsu/ (空見出し｢ぎじつ｣はない) ⇒ ぎじゆつ 【技術】

現在では｢イチジク｣が標準的な発音だと思われるが,｢イチジュク｣のほうが正しいとする説が出て決着しないのも,これと同

じ問題である(『岩波国語辞典』の｢いちじく｣の項を参照)｡

さらに,一つの単語が持つ異形態に焦点をあわせて,形態音韻論的な観点から以下にあげるような用例が提示されることも

珍しいoこれらは外国人にとって難しいだけでなく,私たち母国語言緒 も気づかないで通り過ぎてしまう例である｡

(5) a. ふくろ 【袋】 /aikur6/

/fukwok6uzyi/

瓜yito私kuro/

/zyuqp血kuro/

/ibdkuで0/

b. おふくろ 【お袋】 /ofukuro/

路小

袋

袋

袋

袋

袋

袋

一

十

胃

お

しかし,ここでこれまであげた例は,国内の辞典が日本語の表記システムの難しさに目を奪われて,見出し語の認定に手を焼

いていることの証拠としてあげたわけではない｡単語が複合することによってアクセントを変えるのは珍しいこととは思えな

いが,日本語のアクセントでは一つの単語が同じ分布域に出現する場合にも変異が見られる点で弁別的な性格は弱いOここで

｢ながし｣を｢ふくろ｣と｢おふくろ｣同様,二つの見出しに分けようとするのは,そうした一般的な型から逸脱するためである｡

しかし,市販の辞典で｢ながし｣を二つに分けないのは,こうした廃語になりつつある単語を厚遇しても何の見返りもないとい

う実利的な理由からだろう｡

自立語と非自立語

日本における辞典の発達史で,助詞や助動詞などの非自立語が見出し語として登録されることになるのが比較的最近のこと

だとすれば,辞典は百科事典として始まったことになるのかもしれない｡辞典に見出し語としてあげるべき単語の下限を明確

にしたのは,単語を自立語(体言,用言 副用言)と非自立語(助詞,助動吉和とに分けることに始まる｡つまり,非自立語の方

は,どの辞典にも遺漏なく収録されるが,自立語の収録範囲はその辞典の規模に左右されることになるO

ところで,自立語の代表に数えられる体言 例えば｢袋｣が｢袋小路｣｢胃袋｣のように複合語の構成に参加するということは,

自立語には非自立語としても使用される可能性があることを意味する(Chao1968,ChA)｡一方,助詞と助動詞は通常の使用

(use)においては非自立語として使われるが,小論のように言語形式に言及(mention)する必要がある場合は｢カラは助詞だ｣の

ように,非自立語であるはずの｢カラ｣が自立語として使用されるOこの意味で,見出し語はすべて言及レベルのものであるの

に対して,その品詞表示は使用レベルのものである｡こう考えれば自立語と非自立語も,ここで話題にする反転する関係の一

つに入れて差し支えない｡自立語の中にも辞典の規模に左右されず収録すべき,重要で高頻度の単語のあることが明瞭に認識

されるようになったのは,恐らく大規模な語嚢調査が進められるようになってからのことだろう｡ある自立語が高頻度である

ためには,それはまず非自立的に使用されるはずであり,前者は量的な見方であり後者は質的な見方だが,両方の認識は同じ

場所で交差することになるだろう｡

一般に,辞典にはその語 で見つかるすべての品詞を見出し語として収録する｡このうち,辞典では単語の用法提示に主眼

が置かれるので,固有名詞や複合名詞が見出し語として立てられることは少ないO-方,百科事典に収録されるのは体言のう

ち,辞典からあふれたこれらの名詞である｡このことから,もともと名詞はどの言語でも他の品詞を庄倒して多い(林大ほか

編 1982,p.73)ので,辞典では収録しきれず百科事典が必要とされるとも考えられる｡実際,見出し語の性格を見る限り,各

種の現代用語あるいは専門用語事典は百科事典から分派したものであり,両者の関係もまた相補的である(ただし,数学用語

事典は体言だけでなく,｢割る｣｢等しい｣などの用言を含む点で特異である)0
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慣用句および捧言と助詞

紙を媒体とする辞典がモノであり商品である限り,そこにはページ数という大きな制約があるO次にあげる体言｢泥棒jは,

辞典編集者の間で｢二行項目｣とでも呼を軌 そうな影のうすい単語である｡しかし この種の(たとえ反社会的ではあっても)職

種を表わす体言は,文脈の中でそれに携わる特定の個人を指示することがある｡一方,その述部として使われた｢足を洗う｣

については,辞書の中で慣用句としての用法が取りあげられることはあっても,そこに慣用的な用法と字義的な用法との間で

反転する両義性のあることは解説されることがない｡

(6) a｡ 泥棒から足を洗った

b. 泥棒からは足を洗った

L;. 風呂場で足を洗った

d. 泥棒から風呂場で足を洗った [泥棒が最初に風呂場で足を洗った]

軌 Lk泥棒からは風呂場で足を洗っT=

この両義性は,この場合の体言と述部を繋ぐ助詞カラに,格助詞と副助詞の二つの用法が共存することと関係が深いo一般の

辞典はカラに副助詞の用法を認めていないが,カラに係助詞ハが後続する場合それは格助詞であり｢泥棒からは｣は職種しか表

わさない｡副助詞のカラは｢泥棒から風呂場で足を洗った｣の場合に見られるように主格のガにかぶさって現れ,この場合の懐

棒｣が特定の個人を指す点で象徴的である｡こうした両義的な例が辞書記述の精度を上げることは間違いないがー構文の骨格

を決定するのは助詞ではない｡このことに最も責任があるのは,カラの副助詞としての用法が状態用言には項れにくいことか

らも明らかなように.結合緬を含む周言の性格であるo

まとめにかえて--評興に寵蔵できない情報

しかし,辞典という形式lま決して万能ではないoこれノ真で小論で繰り返してきた論旨を正しい場所に収納するためにも,最

後にこの点について触れておきたいO村上龍にはJl主人公の独自軌 ､た次のような内言から始まる小説があるzj

(7) おれの名前はケンジOわたしの名前はケンジと申します｡ぼくはケンジ｡あたしケンジっていうのよ｡巨∃本語に

はいろいろ言い方はあるがそれは何のためなんだろうな,と思いながら,おれはそのアメリカ人に,マイ ネー

ム イズ ケンジ と言った｡(『イン ザ 古ミソスープ』幻冬舎 1998,p.6)

この小説に使われている｢おれ｣｢わたし｣｢ぼく｣｢あたしJ,あるいは｢おかあさん｣｢先生｣など,日本語で話し手や聞き手を指す

のに代名詞的に使われる体言を,辞典の中で定義することはできない｡主人公が悩んでいるように,日本語でたくさんある体

言の中から話し手として一つを選ぶことは,自分が聞き手との間に結ぶ役割関係を表明することであり,それはことばの運用

に関わる敬語の問題に直結する｡例えば｢いま三時だよ｣と｢ただいま三時でございます｣には命題内容に何の変更も見られない

以上 その使い分けは辞典の中で許される情報提示の範囲を超えてしまうことになる｡辞典の中で提示できるのは,発話され

た内容のうち大半が,場面によって変動の生じない,命題内部の情報に限られるからである｡

もう一つ別の例をあげよう(次の著書に見られる例に多少の変更を加えて示す:Hilrford&Heasiey1983,pp.232-239)D記

述の体裁を整えた文でも実際の場面の中で使われれば,場面ごとに話し手と聞き手が被りかえる仮面としての僻 ･Jと,その力

関係に従って様々な働きをする｡例え蟻 ある女性が次の文を帰宅した子供にいったとしようO

㈱ テープ′レの上にイチゴがあるわよ｡

その場合,この文は｢イチゴを食べなさい｣という提案として理解される可能性が高い｡しかし,この女性が別の日に同じ文を

今度は高級なレストランでお客として,自分の招かれたテーブルに目をやりながらウェイターにいう場合はどうだろう｡恐ら

く,それは｢イチゴをかたづけて｣という叱責と受けとられる可能性が高い(青山 2000;2002)Oしかし,こうした解説をすべ

ての文例につけることは,紙幅の限られた辞典では望めそうになし㌔

辞典の記述が命題の外に出て運用論的な解説を必要とする場合は,上にあげた慣用句の場合と同様,辞典の解説は特殊な用

法の方に傾きやすいOつまり,辞典では｢(☆彼女に)ハツキリいって君には才能がない｣のような用法には焦点があてられるが,

それと｢(彼女に)ハツキリいって君の誠意を見せろよ｣との境界に角帯粗を割くのは文法書の役割とされる｡しかし.,両者の用法

の差は一つには結合価の差に関係づけることができる(青山2001)O例えば｢彼女に｣は,.前者の｢いう｣には従属しないが後者に

は従属する.こうした結合価の問題は,これら註釈的な働きをする句だけでなく,.複合助詞か用言かの識別などにも役立つ場
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合が多いO例えは ｢私は淑石について行く｣では｢私は｣は｢つく｣に従属する可能性しかないが,｢私は淑石について研究する｣

ではどちらの可能性もある｡つまり,淑石に師事することも,彼を研究対象にすることも同様に表わしうる｡前者の解釈では

｢私は｣は｢つく｣に従属するが,後者の解釈では｢私は｣は｢つく｣には従属せず,｢ついて｣は全体として格助詞のような働きをす

る｡結局 ｢ついて｣の用法を決定するのは,すべての従属関係が始まる｢行く｣や｢研究する｣など文の末尾に現れる用言の性格

である｡

すでに慣用句に関連して述べたように,記述の精度を高めるのはこうした反転する用法を持つ表現である｡生成文法の興隆

は統語研究の隆盛をもたらして,反転する表現の重要性に目を向けさせることになった｡しかし,そうした表現を見つめるほ

どに見えてくるのは個々の単語とその連鎖が持つ特異性であり,そうした特異性の総体として辞書が持っ重要性だったようで

ある｡小論の最初で辞典と文法書が互いの反転図形であると述べたのは,辞典の記述で参照されるこうしたデータの広がりが,

文法書に提示される解説の深まりとどこかで交差する希望を持ちたいからでもあるOまた,ことばが私たちの身体を容器とし

て存立するように,文法が一つ一つの単語から呼び出されてその姿を現すと考えることも可能である｡このような視点から眺

めれ蟻 個別語 の基礎を単語に求めたソシュールも,そしてそれを文に求めたチョムスキーの横顔も,互いに反転する一枚

の肖像画のように見えるにちがいない｡

*小論は第 17回語嚢 ･辞書研究会(2000年7月1日),第13回日本語教育連絡会議(ウィーン大学東アジア研究所,同年 7月

29日),第16回同会議(オスイルニッァ/スロベニア,2003年8月2日)で話をした十連の内容に,改訂を加えたものである｡

以下に掲げる文献は,小論で述べた趣旨に従って欧文と和文文献に分け,著者名をそれぞれの規約に基づいて配列した｡ちな

みに,拙論(2000)は出版事情の関係で先に出たが,拙論(2002)の改訂版であるo
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