
賢ヨ 本 音哲の 『ノむ の 文 法 』 を 求 め て

第18回 日本語教育連絡会議 05.08.03-04

(掬も上参加)) 林 四郎

日本語で､話をするか文章を書くかするときに､発話者は､話全体の論理構成を､話題の#伊r順 序と､各セン

テンスの構文法とで表し､発話中の各時点での､発話者本人が情報をどう扱うかの示し方や､聞き手･読み手が情

報をどう受け取るであろうかへの､話者からの配慮の示し方などは､主に､各センテンスの閉じ方､即ち､述語

の端末郭の処理法で表しつつ話を進めるのが普通である｡

文章の構成法は､ふつう､文法論の中には考えられていないが､文章構成法と文法論との接点にあるものとし

て､文の連接論が考察され､いろいろの成果が生れた｡林は､文の連解除とは別に､『文の姿勢の研究』で､各文

が文章の流れを作ったり受け止めたりするために取る｢文の姿勢｣が､文のどの部分にどんな形で現れるかを､文

論の中で考察･記述した 現在盛んになっている談話文法では､文章の流れを作る上での各文の果す役割 りの特徴

を体系的にとらえようとする研究が､多く行われているようである｡林がかつて 『基本文型の研究』に示した文

型論では､『文の姿勢の研究』は､｢起こし文型｣の-つの記述成果と位置づけられるO

文章の論旨を､論述の流れの各部分部分で支えるのが､各センテンスの構文法(シンタクス)で､それは､各国

語の文法研究の中の最重要部分と位置づけられるのが普通である｡林の文型論では､これを｢運び文型｣と呼んだ

が､その詳細記述は､未だ着手されずに残っているO

各センテンスの叙述を､発話者が発話時に､どういう表現意欲や表現態度で覆ってセンテンスを実現させるか､

その表れを､林は｢結び文型｣と呼んだ｡この部分は､述語の ｢事態を描叙する部分｣から､｢描叙された事態に話

者として判断を下す部分｣-､更に｢話者の心情を表出する部分｣へ また更に､｢現在の話し相手に話者の態度を

伝達する部分｣となって､最終的にセンテンスが発話され終るOこの､描叙守り断･表出｡伝達の4段階､その中で

も､話者の心が最も個人性を発揮するのは､｢描叙｣を終えてからの､判断･表出･伝達の態度を表す部分であるa

語の形式でいえば､述語の用語 尾部分から､助動詞･助詞部分､これを文末部分というならば､その ｢文末部分｣

を､発話者の文法的な｢心｣を最も個性的に表示する部分と見て､ここに働く文法機制を｢心の文法｣と呼び､その

姿を記述しようとするのが､本稿の目的である｡

もう一度､簡潔に言うO文章を作りつつ進む私たちの心を､言語操作態勢から見ると､次の3コースになるo

1,ことばにできる事項の連続を､頭に作るコース0

2.文法論理に従って､各個文(センテンス)を構文するコース｡

3｡構文化された語集団を述語の端末部分が統括し､心の態勢を述べ定めるコース｡

この､第3コ-スをr心の文法｣の働きととらえて､今回の記述対象に据えるのであるO

このページの下記の部分と次ページの手書き鼻茶羅は､心の文法の働きの領域を､おおよその見取り図として描

き示したものである｡その後に､｢先行き期待｣領域から｢希望｣｢懸念｣の2項目を取り上げ､記述例を示した｡

【判断領域】 【展望 ･回想(予見･振り返り)領域】 【べし･べからず領域】

ノ-マル判断 未来視

強判断

弱判断

腺化判断

【先行き期待領域】

希望｡願望性期待

懸念･危倶性期待

未決期待

過去視

不定時晩

【推量･推測領域】

予想 ｡予測

推量 旬推測 ｡推定

推論

憶測 ℡かんぐり

漠然想定

直感 ｡直覚

一1-

命令 べし せよ

禁止 べからず するな

通達 ｡お達し すること するように

許可 ℡認可 てよい

比較指示･選択指示 たほうがよい

誘い ･勧誘 弓 卜き込み指示 しませんか

すすめ (薦め･勧め ｡奨め) するとよい

忠告 べきだと思う

進言 ｡忠言 なさっていただきたい

示唆 ｡暗示 てはどうか たらどうか

方向指示 することが考えられる
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嚢｢文法項勘 と称する項目の記述イメ-ジ (例)｢希望｣ 05.01.27-05.02.17 林

きぼう 【希望】(名 スjt,)

≪語義≫まだ実現していない､望ましい有様を心に描き､その実現に向かって進もうとしているときの､心の姿

や､心の動き､それが｢希望｣である｡

≪類似類縁耽念≫｢希望｣と重なるくらい近い概念に｢願望｣があるほか､隣接する概念に次のようなものがある｡

期待 希求 念願 要望 欲望 欲求 野望 要求 注文 祈願 念額 祈念 憧陳 理想 現金

望み 願い 頼み 祈り 求め あこがれ

これらは､更にいろいろな方向に向かって､以下の項目のように発展するO

≪併行放念≫希望する心があるとき､相共に心中に実現しやすい現象が､以下のように､様々ある｡

目標 標的 目当て 心当て 展望 見通し 光 光明 成功 達成 理想像 アイドル 喜び 可能性

≪希望のシンボル≫次のようなものが､希望に向いた行為の代行者や協力者として､よく働く｡

夢 (夢をもつ､夢を追う､夢を馳せる､夢を捨てない､子供に夢を託す) 星(希望の星､星に願いを)

ばら色 (番藤色の将来を措く) ふくらみ (希望に胸をふくらませる､夢がふくらむ)

≪発展行動≫希望旬願望を実現させるために､必然､起こされる行動として

要望 要求 要請 請願 請求 祈願 嘆願 依頼 命令 発注

願う 望む 頼む 祈る 命ずる

などのことが発生する｡

≪希望｡願望の言い表し方≫希望を表現するのに､自己-身内のこととして表す言い方 廿日体希望｣)と､他に挑

え､注文する形で表す言い方 (｢あつらえ希望｣)とがあるが､自他に区別しがたい言い方もあるOいずれの場合

でも､文書化する時には､｢希望｣｢要望j｢請噺｣など､概念を表すことばを表面に出す言い方がなされるが､日常

会話では､そのようなことは少なく､文末述語をしめくくるときの言い方で､｢～たい｣｢～てほしい｣のように

表すのが普通である｡以下､2亀 第-項に､文末述語の代表的語形を､文語と口語と対照する形で示し､第二

項に､雛 口語での､希望表現の代表的助動詞 ｢たい｣の活用語形を､実際の会話場面で実現するときに展開す

る姿に､なるべく近づけて示すと

第-項 文語e口語対照､文末語形

(文語)

<自体希望> ～たし ～ばや ～てしかも

<談え希望> ～なむ ま̂ほし

く未分希望> ～もがな

(口語)

～たい ～たらな ～たらいいな ～ないか

～てほしい ～てもらいたい

～もがな

上記語形の､用言部分との関係 (用言を､状態性 ｢ある｣､自生性 ｢なる｣､行為性 ｢する｣で表す)以下の通りO

<自体希望> (文語)

～たし かくありたし 家にありたき木｡

かくなりたし 天国に生れたし｡

かくしたし 故郷に帰りたし.

～ばや かくあらばや 独り居らを耽

かくならばや 人と生れば亀

かくせぼや 疾く帰らばや｡

～てしかも なりてしかも 酒壷になりてしかもO

く談え希望>

-なむ かくあらなむ 心あらなむO

かくならなむ 雨も降らなむ｡

～まほし かくあらまほし

かくならまほし

かくせまほし

(口語)

～たい こうありたい このままで居たい｡

こうなりたい 今度は虎に生れたV㌔

こうしたい 住みやすい家を建てたV㌔

～たらな こうあったらな もっと強かったらなO

こうなれたらな あんなに強くなれたらな｡

こうできたらな この敵㊥タ*)が討てたらな｡

～たらいいな あったらいいな 翼があったらいいな｡

こうできたらいいな 鳥になれたらいいな｡

～ないか こうならないか そこを何とかならないれ

～てほしい こうあってほしい 丈夫でいてほしい｡

こうなってほしい 早く止んでほしい｡

こうしてほしい もう辞めてほしい｡

～てもらいたい こうあってもらいたい

こうなってもらいたい

こうしてもらいたい

-ていただきたい こうあっていただきたい

こうなっていただきたい
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こうしていただきたい

～させていただきたい こうさせていただきたい

この役は辞退させていただきたいO(下記

アスタ粒夕第4注参照)

<未分希望> 文語口語共通

和もがな 昔を今になす由もがなOあらずもがな｡無くもがな｡言わずもがな｡

第二項 ｢たい｣の活用形

未然形 連摺形 賂止形 連体形 佐童形 繭令形
～車外ゝ呆 ′㌔′･か丸さ√-

-たく -たい -たい -たけれ ナシ

<各落屑形の実際的展開>

･--･たかろく連用形 ｢たくJに ｢あるjの未然形 ｢あろ｣がついた形>

-たかろう さぞ行きたかろうね｡

Jヽ-'}一■､▲ご⊥二′Jl.Jl/-1､･--ヽJtt~◆-ヽ′ノh′｣~Jベユ.二'lJノ!/ )-ノ･′_!･■JJヽ 一ヽ-′I.′′

--たかった もっと食べたかった､

･-たかったら 食べたかったら､いくらでも食べなさいL,([仮定形｣参照)

-たかった-うう さぞ食べ7p:こかったろう｡､

--藍宅環謂貰√㌔続いて韓宅連相帯と､そこで率止す義軍止形と を 含 む>

--;た( 弼E3参上致し.,たし∴ ご都合をお尋ね致し室す 1.

･-I-た くて 暫くぶりにお顔を拝見したくて､参上し ま し た ..

トーた くていいたがない/たくてたまらなt:･r..′,'たく1-Cならない:･'た､∵∴.i._:-∵･･;日立約･､;:/./

-･たく存じます-とう存じます ご遠癒致し(LJう存じます_.

十たくない まだ食べた(.iない｡いいえ､食べた,(-_ない､千十

-たくても 会いたくでも会えないB,(T概 宅てもl揺 捜い｣の仮定逆鰍 下記参照∋

-たくなる 無性に人に会いたくなる時があるL,

-たい<終止形と連体形と区別しがたら職で､-鰭に療う>

～たい 食べたしヽ 食べたいです｡

～たいなあ 早(食べたいなあO

～たいなら/̀たいのなら/たいんなら やめたいんなら､いっやめてもいいよ｡(｢･仮定形j参照)

～たいの/たいのです/たいんです わたし､もうやめたいの｡

～たいこと (｢ことjは名詞の代表) やりたいことは沢山あるO見たい映画｡聞為せたい話｡

--たけれ<これは仮定専門の形で､｢たければ｣でしか用いられない>

～たければ 勝ちたけれは 稽古するしかないぞ,

*｢-たい｣の標準的な仮定表現は r-たけれ塊 であるが､実際の表現場面では､｢たい｣の先にいろいろな

形が付いて､既に示した､｢たいなら｣｢たいのなら｣｢たいんなら｣のほか､｢たかったら｣｢たいのであれ

概 rたいと思えば｣｢たいと思うならj ｢たいと思ったらjなど､様々な言い方が用いられるoこれらは､い

ずれも､仮定の 順接形である｡仮定の逆接形は､｢たくても｣あるいは ｢たくとも｣O

*｢仮定｣に対応する ｢確免 の条件形は､みな､終止形 rたい｣の延長線上に作られる｡確憩 噴接形は ｢た

いので｣｢たいから｣｢たいですので｣｢たいものですから｣､確定逆接形は ｢たいけれど｣｢たいけれども｣｢た

いのに｣rたいが｣rたいのですが｣rたいんですけど｣などとなるO

*～｢たい｣の先行動詞が｢する｣タイプのものである藤倉 (卸ち ｢こうしたい｣のタイプである藤倉)､これに

Fられ｣敬語がつくと｢～されたい｣となるOこの場合は､第…項の未近くに掲げた ｢～していただきたい｣と

同じような意味になって､挑え希望の表現に転ずることとなる｡尊敬の敬語は､自分の行為でなく､相手の

行為に用いるのが普通であるゆえ､その相手に跳えて希望する結果となり､こうなる訳である｡例えば｣｢こ

の式典には､是非､出席されたいO｣のように｡但し､この言い方は､少し押し付けがましレ感 じがするた

め､実際は､｢出席していただきたい｣と､恩に着る形をとることになるのが､日本語の実際であるO

*この､恩に着る形は､回りくどい翻こ､対人関係顧慮の必要から､実際には意外に多く用いられ､単に｢～す

る｣であることを､r～させていただく｣と､よく言う｡F今日はこれで帰りますj を ｢今日はこれで帰らせ
-4-



ていただきます｣のようをこ これに Fたい｣がっいたのが ｢～させていただきたい｣｡それで､｢この役は､

辞退させていただきたい｣｢本年度を以って退蔵させていただきたく､この段､お願い申し上げます｣のよ

うなのが､社会生活では､普通の言い方になっている｡これらは､｢辞退したい｣｢退職したい｣という､単純

な自体希望であるものを､言葉の上に ｢あなたが許して下さるなら｣の気持ちを表して､誹え希望にして言

うのであるO

≪動詞｡形容詞の系統による希望表現≫

◆動詞による希望表現では､｢願う｣｢望む｣｢頼む｣が最も基本的なものであり､また､助動詞｢たがる｣がつけば､

すべての動詞が､そう希瞥する心の動きを表す動詞になる｡｢食べたがる｣｢行きたがっている｣｢帰りたがらない｣

など｡r頼む｣は､対人的な依頼行動を表し､｢希望｣という心内行動と､一見､やや違うようにも見えるが､｢頼む｣

の基本的な意味は､｢それに大きく希望を寄せている｣ことで､｢頼みをかける｣｢頼みとする｣｢頼みの綱｣など

いう｢頼み｣がそれをよく表している｡｢頼みます｣とは､｢あなたに､百パーセントの望みをかけます｣ということ

である.上記の基本 3語にも､微妙な用法の違いがあり ｢よろしくお願いしますム｣｢何がお望みですれ ｣r君､

頼むよo｣の各動詞を､互いに入れ替えてみると､まるで取り替えが利かなかったり､何とか替えられても､ぜ う

も様子が変だったりする｡何故かと考えてみると面白いO

◆これら3動詞から､｢願わしい｣｢望ましいjr頼もしい｣という三つの形容詞が出来､いずれも､希望される状況

を表すD｢願わしいjは､ある人からの願望を表し､｢望ましいjでは､比較的客観的な､大方の希望を集めた希望

が表され､｢頼もしい｣は､｢それに望みがかけられる状況である｣ことを表している｡

｡無病息災は､誰にとっても願わしいことだが､それが幸せであることの絶対条件ではない｡

曲試合は､各部署がフル回転し､チ-ムとして最も望ましい展開になった｡

申明日は遠足｡雨が上がり､雲が切れて､頼もしい空模様になってきた｡

≪漢語形≫｢希望｣｢要望｣｢要請｣等､最初に類似類縁観念としてかかげた幾つもの漢語名詞は､そのおおくが､｢す

る｣をつけれ古瀞 になって働く言葉である｡

≪命令形で表す希望≫文法概念として一般に言う｢命令形｣は､この形がもつ機能の中の一つを言い表したものに

過ぎな叛 rする｣タイプの動詞の命令形 rしろ｣｢撃て｣などは､確かに命令を表すが､rある｣タイプの命令形 ｢有

れ｣r良カオし｣｢幸多かれ｣や､｢なる｣タイプの命令形 ｢なれ｣(｢早く大きくなれ｣)｢生まれろ｣(無事に生れろ

よ)などは､命令よりは ｢祈念｣｢希求｣というべき心を表している｡｢憂かりける人を初瀬の山おろしよ､はげし

カ軌 とは祈らぬものを｣㈱ という歌の詞は､｢はげしかれ｣が ｢祈り｣であることを明言している｡

神々も照覧あれ｡かくあれかし｡丈夫に育て｡仲良く暮らせ｡

など､いずれも､発話内容の実現を切に祈る言葉である｡因みに言えば､命令形には､

ええ､どうともなれbあとは野となれ山となれ｡斬るなと突くなと勝手にしろO矢でも鉄砲でも持ってこいO

のように､命令でも希求でもなく､ヤケクソを表す､単なる言い放ちもあり､これらをひっくるめて ｢命令形｣

と言っている｡

≪希望表項例､古典より≫

-万葉集より-

三輪山をしかも隠すか｡雲だにも､心あらなむ｡隠さふべLや｡

なかなかに人とあらずは､酒壷になりてしかも､酒に染みなむ｡

-小倉百人一首より-

見せぼやな｡雄鳥の海人の袖だにも､濡れにぞ濡れし色は変らず｡

小倉山峰の紅葉菓心あらば､今ひとたびのみゆき得たなむ｡

高砂の尾上の桜咲きにけりO戸山の霞､立たずもあらなむO

あらざらむこの世のほかの思ひ出に､今ひとたびの逢ふこともがな｡

今はただ思ひ絶えなむとばかりを､人づてならで言ふよしもがな｡

剰 こし負はば､逢東山のさねカyうら､人に知られで来るよしもがなO

忘れじの行く末まではかたければ､今日を限りの命ともがな｡

君がため惜しからざりし命さ-長くもがなと恩ひつるかなO

世の中は常にもがもな｡渚漕ぐあまの小舟の聞手かなしもO

司走然草より-

額田王 せめて雲ぐらい心あっておくれ,.

大伴旅人 えい､酒壷になってしまえ｡

股富門院大輔

藤原忠平

大江匡房

和泉式部

藤原道雅

藤原実定

儀同三司母

藤原義孝

源実朝

見せたいものね｡

待っていてはLn.

立たないでいてほしい｡

逢うことはできないかしら｡

じかに言う訳にはいかぬカ㌔

人知れず来られないものか｡

今日までの命にしたい｡

長かれと思ってしまったO

永久不変と行きたいもの｡

ありたきことは､まことしき文の道､- 俄が身に)具わってありたいものは年中町

家にありたき木は､松､桜､｡｡｡ 我が家にあったらいいと思う木は-

太は､かたちありさまのすぐれたらむこそ､あらまはしかるぺけれ ｢これが最高｣と望まれるね｡

-b-



-芭蕉俳句より-

若葉して御目の雫拭はさ韓 . 拭いたい｡(先行の ｢御副 が ｢お掛 ､申したい｣の心)

砧打ってわれに固め噂 よ曳 坊が妻O お聞かせくだされやむく心内情景)

早く咲けO九日も近し白宿の菊｡ (汀春よ来い｡早く来いe Jと同じ)

-もろもろ-

冬の日の障子あかるくささむ時､あをじも来鳴けCなぐさもるべしっ長塚節 (こんな時､あをじまで来て噂い

てくれたら､どんなに心がなぐさもることだろう) 嵩雀-あをじ

春の鳥､な噴きそ､噂きそ｡あかあかと､外の面の草に陽の呆る夕べ｡北原白秋 (禁止は否定の命令 き

こには､光が無くて闇､生が無くて死､充実感がなぐて_､喪失感があり..昇る道が無くで､落ち･行く道だけがあ

るL,
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文法概念項目 記述例第2 ｢懸念｣ 05.06,24｡林 四郎

懸念 (けねん) 名 ｡スル

I 【定封 今後の成り行きを考えたときに､望ましい先行きの姿が考えられる一方で､良い成り行きを妨げる要

素もあることが考えられ､そのこと-の不安が大きくて､到底無視できない時､そのように心を曇らせる不安要

素の存在と､その存在からの作用を受けざるを得ない､心の状態を ｢懸念｣というO

事 【類似枕念】｢懸念｣と相並び､殆ど等価物として働く概念を運ぶ言葉に､次のようなものがある.

<名詞> 不安 危慎 }腫 危険性 おそれ (恐れ｡憤れ) 気がかり 気づかい 心がかり

<動詞> 観念する 免除する 心配する 恐れる 危ぶむ 気づかう 気にかかる 心にかかる

■ 【類似耽念 ｢おそれ｣の､意味の吟味】｢おそれ｣の動詞原形 ｢おそれる｣は､外部から襲って来る､抵抗Lが

たい大勢力から逃げかくれたく思う弱体無力感に､心と体が支配されることを表すも形容詞 ｢おそろしい｣は､

抵抗力を無くした､一方的恐怖感を卦 に 動詞 ｢おそれる｣の意味を､まず､上記のようなものと理解し､更に

これを､もう一段､仔細に見ると､おそれの働く場面や方向が､どうやら二つに分かれて存し､一つは､恐怖感

を体験する､生理心理的動きであり､もう一つは､何か良くない事態が発生することを予測し､その可能性を､

予め心に描き出す知的な活動であるという､そんな区別のあることが､見て取れるOでは､｢おそれjを表す漢字

は､どう使われているれ 恐･怖･畏･虞･憾･慎､などあるうち､日本では､｢恐｣を､広く全般にf削､､ ｢怖｣を､

心情的感 覚的なおののき (｢恐怖感｣｢恐ろしい｣)に､｢畏｣と ｢憾｣を､高く尊いもの-のおそれ (｢畏敬｣｢恐

健感激｣｢恐れ入りますJ)に､｢慎｣と｢虞｣を､知的警戒活動としてのおそれ (｢危倶｣｢虞犯少年｣r～の恐れが

ある｣)に用いて区別する僚向があり､これら使い分けの煩を避けて､｢恐｣の一字を全般に用いる習慣もできて

いることカ判 るOこういう｢恐れ｣環境の中で､今､問題にしている ｢懸念｣｢危険｣の ｢おそれ｣は､恐怖の ｢お

それ｣でも､畏敬の ｢おそれ｣でもなく､知的警戒の ｢おそれ｣であることを認識しておこう｡

騨 E懸念の言い表し方3｢懸念｣だの ｢おそれ｣だのという概念内容を､意味として掲げて言う言い方と､懸念す

る心の動きを､態度表出そのままに言う言い方とがある｡また､両方を併せて言う言い方もある｡

★ 概念を掲げて言う言い方 ☆

r災害で､まず懸念されるのは､被災者がパニックに陥ることだ｡｣

｢災害時には､被災者がパニックに陥ることが免倶される｡｣

｢この地震に伴う津波の恐れはありません｡｣

｢今後において家屋倒壊の危険性があることは､否定できません｡｣

｢これでもう､学校に悪い人が入ってくる′摘己はないからね,｣

のように､｢懸念｣｢危倶｣｢おそれJr危険性j ｢心配jなどの言葉を表面に出して言う言い方であるO

☆ 心の態度を直かに表出する言い方 ☆ (秤)｢句末顛熟 という文絵単位について

望ましくないことが起こるのを恐れ､気にかける人の心の有様を､前項のような概念表示の言葉を用いずに､

当事者の心の揺れ動きそのものとして表す熟 ､方があるO例えば､｢また失敗しないかj｢失敗しないかしら｣｢失

敗しはしないか｣｢失敗するのではないか｣｢失敗するのではなかろうか｣｢失敗するんじゃなかろうか｣｢失敗す

るんじゃないだろうか｣｢失敗するのではあるまいか｣のように､｢また失敗する｣という､懸念内容を表す動詞句

のあとに ｢ないか｣｢ないかしら｣｢はしないか｣｢のではないかJ｢のではなかろうか｣｢んじゃなかろうか｣｢ん

じゃないだろうか｣｢のではあるまいか｣といった､｢ないか｣や rあるまいか｣を含んだ､助詞や助動詞の連続

体が続いて発話が終る､こういう形の文が､まず考えられる.更に､｢また失敗するのでは｣だけでも同じ意味に

なる｡.これは多分､そのあとに ｢ないか｣｢あるまいか｣系のことばが言い手 ･聞き手の心に生起して､それらに

補われたものが双方の理解になる結果だと思われるO

このような言い方は､ほかにまだいろいろあるので､この先､それをさぐっていくのだが､ここで､とりあえ

ず､用語上のこととして､上記 ｢ないか｣rのではないかHTではあるまいか｣のように､述語の終末部になって､

文を閉じさせることのできる､助詞･助動詞性のことば (すなわち､時枝誠記氏が ｢詞｣と区別して ｢辞｣と呼ん

だ､いわゆる付属語)の連続体に ｢句末凄艶 という名前を与えることにするOこのような句末の辞に､かつて､

江戸時代の学者､富士谷成章が ｢あゆひく脚結>｣という名を与えた｡これは実にすぐれた命名なので､許され

るなら､この句末連辞を ｢あゆい連鞄 と呼びたい気持ちがあるけれども､｢あゆひ｣の学びに詳しくない私だか

ら､今は､それを遠慮し､ことがらに即して ｢句末連韓jと呼ぶのであるO

懸念を表現する句末連辞として､まず､上記のように､rないか｣以下､-群のことばを出した｡この一群を､

とりあえず ｢のではないか｣で代表させて -̀｢のではないか｣群 と呼んだりし､これから､｢のではないか｣群を

｢敬急を表す句末連辞｣と扱おうとするのだが､-つ､断っておかなくてはならないことがあるO｢のではないか｣
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で文を結べば､決まって ｢懸念｣を表すことになるという訳ではないことである｡例えば､成功したいと思って

いる人が､自分のこれからについて､｢成功するのではないかJと思い..そうロに出tーたとする.これは､懸念す

る心を表現しているのではなくて､むしろ､希望する心を表現している｡それなら､｢のではないか｣は､懸念を

も衰勢するが､希望をも泰翼するわけで､｢のではないかJを懸念表現頑の句末連辞闇立置づけたいと患ってい香

本稿の議論は､そもそも無理なのではないか､ということである¢

ここの議論は､実は､なかなかややこしい問題を含んでいるので､考えやすいように､文例をなるべく単純に

して､表現と理解の心を観察しつつ､ゆっくり考えてみるニーとにするOまず､次U-)ような二文を提出する｡

(1)うまく行くのではないか｡

(2)うまく行かないのではないか｡

三れら望文を-,_代わる代わるも機 もE3ずさんでみる｡何度寮んでも印象が変らないのは､招き文 ｢うまく行

かないのではないカ㌔｣の方で､それは､｢どうも､うまく行きそうもない.放っておけば､うまくこ行かない方-

引っ張られて行き､そうなってしまいそうだニJという悲観ム-ドの印象であり､悲観の明暗度も変らないぐ.それ

に対して､(1)文 rうまく行くのではないか,jの方では､希望の光を見ていることだけは､変らずに感ll/られ
こJ.さ _11エ/lヽnRTふ′n血ノゝt､Cゝ一､､.A､IJ⊥ヅ･加J:h′▼ヽ.A._.I_･烏-JrT'_J､～ヾ_i_.> ,_i_｣よ⊥レJ__T*二t....･､血 V..JEJナ17,Tt,hT一 .-n止Llヾ ,-▲IT.L一､.

･?_)だ｡私の印象は､どうも､そのようである0時には､随分明る.こ､｢かなり行けそうだjのようでもあi:〕､時に

は､r何も､だめと決まっているわけじゃない､案外行けるかも知れないのだから.1望みは捨TL苓な_?恒､ト-｢た__

無責任な希望感のようでもあるのだ｡

即ち.ゝ(2)が､懸念表出感に於て暗く重い印象L7:/--･.'&qした文-こ油-,るこノつに対し･-こ､工 二:･C･Tj二窮ま､希望を_見て∴･

る文ではおるが､希望の質や､明るさの度合いに於て､<芋.誉 紅 封象J?･宗しない意だ告 .I::;こと･!.lL:-,::,_

なぜ､こうい':-:).ことになるのかェそれは..月いり文が 種か.牽壊せべき要葦をT_L舞いヂ㌦ 手足;:∵毒LlllT:pl苦だ声iTp､
藍.そこで､,ニI二T)文に､なにがしか､言葉を補･･,,-)､'1･̂1-キ･:i'-,･二,

*今度は､うまく行･､このではないか古

*こうすれば､うまく行くのではないかし

*ひょっとLLて,.うまく行くのではないか-,

頼もし_かも.たら.__.うまく行く.い;jー)ではないか

のようにっこうすすしぼ..ニこれらは､いずれも,表現性tT:併営には-1=き早/,七_文になる._/LJ:-1は､増補された吉葉が､_

T今密は｣牡 ｢今までの失敗経験の 卜に守って_.するの.だからJのように意味づけて∴成功の確率を高くした｡

ほ うすれば｣は､｢うまく行くための方法を講じ工 するのだから｣と､｢成功するに違いない｣と思えるように､

論拠を与えた｡また､｢ひょっとしてjや ｢もしかしたら｣は､盲宝くじに当たることは､誰にだって.あij得る

ことなのだから｣というのと同じ強引な原理で､成功の可能性を合理化することにより､何とか､実現可能のもの

にした｡

こうして､4文のいずれに於ても､｢のではないかJが､｢うまく行く｣こと-の吸引力を発揮することとなっ

た｡このような表現環境の中に入れてから見れば､句末連辞 ｢のではないか｣が､どういう時､どのように､希

望変貌に役立つかが見えて来る｡こういう表現環境の助けを抜きにして､｢のではないか｣を､無条件に､希望褒

翠にも働きやすい句末連辞だと翠めることはできなneそれに対して_A_｢のではないか｣を懸念･危襖を表すのに

適した句末連辞と見ることには､無理が無いと､私は思うO

これまでの叙述を締め括って､句末連辞 ｢のではないかjの働きを述べる｡今､先行きに不安を持つ､ある人

が発話し､現在､気にしていることの内容を述べたあとに､句末連辞 ㍗- のではないかjを付け､そこで文を閉

じ､発話を終れさま その叙述は､当事者がJ亡滴己に思っていることを､心の姿そのままに､その場に投射した文と

なるo｢のではない絢 は､そういう働きを持つ､文末の青葉である｡

このようにして准出した句末連辞 ｢のではないか｣については､この先､更に､具体的に観察することになる

が､とりあえず､｢句末遍軌 のさきがけとして､ここに提出した｡

もう一つ､大事なことがあるので加える｡Fのではないか｣という句末連辞の､第一の職掛ま､実は､｢懸念の

心壁｣を表すことにあるのではなくて､｢不確実判断｣という｢判断の仕方｣を表すことにあるのだということ｡職

能発揮の場をr領域｣という言葉で泰せば､｢のではない絢 は､畔u断｣の領域で､｢不確実判断｣のために働くのが

第-の職務であるが､その働きを､第三の領域に持って来て､稼ぎとすることができるOその第二領域が､｢先行

き期待｣という簡域で､そこに来たとき､｢不確実判断｣の働きが､｢懸念の表現｣に奉仕することとなり､さらに､

条件が整えば､｢希望｣の表現を担当することもできる､と､こういう構造になっている訳である｡このことを確

認して､次に移る｡
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葬 監句末連辞による直接表出性の懸念表瑚 これから､懸念し､危険する心の動きを描き出す力のある句末連

辞を､一つ一つ､記述して行く｡

1.-かねない

これは､動詞連用形の後に付く､形容詞型のことばで､｢そう放っては宜しくない､或ることに､放っておけば､

成ってしまうかもしれない｣とか ｢してはいけない､或ることを､放っておけば､してしまうかも知れない｣とい

う､物騒な事態を言い表しているO形容詞型と言っても､｢かねなかろ･かねなかっ･かねなく｡かねない ｡かね

ない｡かねなけれ｣と､全部の活用形が完備している訳ではなく､

① 子供の火遊びを軽く見ることは､放火の常習犯を養成することになりかねない｡

のように､終止形になるか､

② あいっは､平気で人殺しもしかねない奴だ｡

のように､連体形になるか､少し無理をして､

③ 前は人殺しもしかねなかったあいっが､今は､紳士づらをしているO

のように､連用形で使われるれ 実現の範囲は､それら､三活用形 (連用形 ｡終止形 ｡連体形)の中にあるOこ

ういう ｢～かねない｣は､丁寧な言い方､｢ます｣の文体でも､｢～かねません｣として使える｡そして､このとき

は､例えば､

④ このままでは､両国の戦争にも発展しかねません｡

のように､終止形でしか言えなも㌔

但しもこういうことがあるO文を､言い切りでなく､連用中止の形にすれば､その部分に限り､文体を､丁寧

体とも普通体とも決定せず､保留にすることができるから､その仕方で行けば､今の文が

⑤ このままでは､両国の戦争にも発展しかねず､周辺地域での緊張と警戒は､なお､続いています七

といった言い方になる｡この場合､｢発展しかねず｣の ｢ず｣は､文語の rず』を借りているのではなくO

未然形 連用形 終止形 連体形 仮定形 命令形

ナシ ず ぬ ぬ ね ナシ

と活用する､口語の否定の助動詞 Fぬ｣の連用形 ｢ず｣なのだと理解され､それは正しい｡では､この場合､終

止形の ｢ぬ｣が発動されて､

⑥ このままでは､両国の戦争にも発展しかねぬ｡

と言うだろうか,言えるとしても､あまり言いそうではない｡だが､この終止形 ｢ぬ｣が､なかなか問題で､こ

れは､実際のロの言葉では ｢ん｣であるのかも知れない｡｢知らぬ､存ぜぬ｣とは言うが､｢わしや知らぬ｡｣と ｢わ

しや知らんO｣と､自然発話の口の中で､あまり､区別はありそうにないOそうだとすると､

⑦ まずnoこりゃ､戦争にもなりかねんO(｢- なりかねんなO｣｢･･｡なりかねんぞhoJ)

などは､十分自然な言い方だから､懸念表現用の句末連辞 ｢～かねない｣には､それと並んで ｢～かねぬ｣もあ

るとしておいた方が､よさそうである｡

★【因みに言う】｢～かねる｣という接尾動詞があるO｢できない｣に近い ｢しにくい｣rLがたい｣の意味を持ち､

｢その件については､ただ今､申しかねます｣のような言い方で用いる｡こういう意味での ｢言いかねる｣や ｢申

しかねます｣を､否定用法にして､｢言いかねない｣｢申しかねません｣と言うことができるだろうか? それは

できない｡仮に､無矧 こそう言って､｢言いかねることがない｣のだから､｢言える｣r言う｣｢申します｣の意味

だ､｢殺しかねない｣は ｢殺しもできそうJ｢毅郎こちがいない｣と言っているのだから､論理は合うではないかと､

言えなくはなnoしかし､それは変だO深層でそんな繋がりが有り得ても､現在の言語意識では｢言いかねる｣とr言

いかねない｣とは切れていて､接尾動詞の ｢～かねる｣は否定用法を持たず､懸念表現用句未達辞の ｢～かねない｣

は肯定用法を持たないという､自然の規制が出来ていて､意識の混乱を防いでいると言うべきであろう0

2_～といけない ～といけません

t形容詞終止形】といけない

-イといけない あそこは水が悪いといけないから､沸かし水以外は飲まないようにO

形容動詞終止形葺といけない

-ダといけない 電池切れだといけないよ｡充電しておきなさい｡

離 司終止≡慨といけない

アルといけない 誤解があるといけませんので､予め説明しますも

ナルといけない 天候が変るといけないと思い､雨具も用意しました｡

スルといけない お母さまが心配なさるといけませんOもう､お帰りなさいO

☆ E注意事項BFべシ伸べカラズ領域｣の中に トも′てほいけない｣という､禁止の句末連辞があるO｢いけない｣
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は､元来､｢良くない｣という意味の形容詞であるが､その意味で､｢いけない子ねえゥ.fのように独立に用いられ

る場合より､懸念表現の ｢～といけない｣､禁止表現の ｢～てはいけない｣､更に､必須表現の ｢～なくてはいけ

ない｣のように､いろいろな働きの句末連辞となって働く場合のほうが遥かに多いeそして､時には､まざらわ

しいことに､｢～てはいけない｣が､禁止ではなく､｢～といけない｣と同l=に､放念の心を表すことがある｡例

えば､

*変質した食品を､そうとは知らずに食べることがあってはいけないから､賞味期限の切れた食品は､やはり､

食べてはいけないね｡

と言ったら､｢あってはいけない..!の方は懸念､｢食べてはいけないJの方は,禁止を表している.;.(~ぁろJは大き

な状況を表すし､｢食べるJE君子いを言うから､文脈で､取合か禁止かの区別がつくGだから.≧これを､

*変質した食品を食べてはいけないから､期限切れの食品を食べてはいけないー

と言ったら､全く紛らわしいことになるoLかし､Ej-本籍に熱していれば､この文でも､区別はつく｡

★Lr～といけない｣のバ,))エーション】r,-といけない]と大同小異の働きをする言い方､いろいろ

～とまずい しっ!人に知られるとまずいぞ｡
._､/7･r~iヰ･ユーFl＼. tZ._.Tlj>..;7r~.)ヰA-_〕血書,いち､.1 奇兵i+_:r可二女､入ミ-i一一せ+>./7ヽ+TTl､-†三LdLフV■~｣ノ′J･●ノLId-a.ブtl/I/.'-'rJヽ 7円IJR/it,A/J■̀ノ＼甲一ふLJノ.1｣心

へ-たら大変だ こ八ノな所を見られたらjL一変だ,あたりをよく見て亡

- ･･:~冒 ま 頭 ,:3 そ んなことになって渡海恵からt∴や;::j方を考えI:る右じゃない,lJ:-･t至

I--〆よ う も の な ら処慶なしだ 砕波で油が慣れようものなら賂匿なし怒,それ藍閉じことさO

告 ･･一･･の で は な いか -rl-しばしないか -ではなかろうか ･-､･L-ではあ.うまいか

監名詞蓋ではないか iなIveIではないか ぎなのではある鴬を､か ぎなおを:J率なかろ雪か

犯武はうちの息子ではな転璃㌔ 息子なのではない恵㌔息子なの習揺あるまいかも息子なんじゃなか番うか｡

この沼は底無しでkはなFv湧㌔底無しな鉛ではない鈍 底無しなkJも三寒ある蔑態鳩㌔底無しなみyG摩なかろう

漁㌔

臣形容詞終止形葛のではな む嘘も㌔んじゃなかるうか .qeおじ牽ある離 ､か

道はまだ遠いのではないれ 遠いんじゃなかううか､遠いんじゃあるまいか

〔動詞未然形】ないか /ないかしら /ないだろうか

油が無くならないか｡無くならないかLら｡無くならないだろうか,

種が軌 声ないかO滅びないかしら｡滅びないだろうか｡

t動詞連用形】はしないか F'はしないかしら.l'はしないだろうか くは=今や)

油が無くなりはしないれ 無くなりはしないかしらO無くなりはしないだろう鈍

種が滅びはしないめ㌔ 滅びはしないかしらD波びほしないだろう鶴

臣動詞終出切のではないか .1のではないかしらiのではなかろうか iのでほあるまいか ∈のでほ車んじゃ)

油が無(なるのではない冶㌔無くなるのではないかしら｡無くなるのではなからうれ 無くなるのではある

まいか｡

種が滅びるのではないれ 滅びるのではないかしら｡滅びるのではなかろうね 滅びるのではあるまいかb

II【句末連辞表現と概念表現とを呼応させる言い方】これが一番間違いなく表せる言い方である.

① 遠からず､首都を直下型大地震が襲うのではないかと危倶している人は､多いに違いなV㌔

② こうして年を取って来ますとね､伴侶に先立たれて-入残されたらどうしようと､LE滴己しない日はありませ

んよu(｢～たらどうしよう｣が ｢～といけない｣のタイプ)

③ 濃いサングラスは､テロリス トにも見られかねないと､気になって､やめましノ7㌔

④ 都会で一人暮らしをしている娘が､もしや､道を踏み外していやしないかと､気が気ではありません｡

【余談 :｢心にかかる｣とはどういうことか】ここでは､｢放念｣を､終始､不安な気持ちが､心にかかって日軌 な

いこととして通したが､｢心にかかる｣とは､本来､吉凶明暗以前のことであって､何者かが､心の中に大きく座

を責めて動かないことであるO芭蕉の 『奥の細道』の出発点の所に､｢松島の月まず心にかかりて｣とあり､それ

が､この旅の第一歩を踏み出す動機となっている.心にかかることとは､人生第-の関心事で､それが､人の ｢生｣

を突き動かす力となる､そういう一大事であるOこの場合r松島の月｣に代表される､｢風雅の道｣というべきもの

で､それが芭蕉の人生行路を導いた.F懸念｣も､根本は､心がどうしてもそこ-寄って行くことにある0
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