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名詞述語としての「することだ」

佐藤里美

Ｌ問題と仮説

Ⅱ．「することだ」の意味・機能

Ｌ質規定文

１）特性表現文

２）同質性表現文

２．同定文

３．モダリティーを表現する「ことだ」

Ⅲ．まとめ

1．問題と仮説

（１）述語に「（～する）ことだ」のかたちをもつ文（以下「ことだ」文と略

称）のモーダルな側面、すなわち、「ことだ」が助動詞化して、《必要》《忠

告》《すすめ》《詠嘆》などの意味をあらわすようになった文の性格について

は、すでにおおくの論考がある。しかし、「ことだ」が助動詞化する以前の、

もともとの名詞述語文としての「ことだ｣文の意味構造、とりわけ「ことだ」

のまえにおかれる動詞の意味的な性格についての実証的な調査はほとんどみあ
たらない。

われわれは、文をもちいて《物》や《人》の質を特徴づけるばかりでなく、

《出来事》や《特徴》をも対象にして、その質を特徴づけたり、評価したりす

る必要にせまられる（注1）。名詞述語文としての「ことだ」文は、そのため

の主要な表現手段であり、名詞述語文全体のなかで、きわめておおきな領域を

しめている。その独自な性格をあきらかにしないかぎりは、名詞述語文を体系
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としてとらえることは不可能である。

また、「父が冗談を言った」という文は、「冗談を言ったのは父だ」「（そ

の）冗談は父が言った」のようなパラフレイズをもつが、後者はさらに「（そ

の）冗談は父が言ったことだ」のように、「ことだ」文をつかって表現するこ

ともできる。こういうことは、通達レベルでの、文の部分の主題化の問題とし

てとりあげられなくてはならないが、一方では、このような文をふくめて、

「ことだ」文全体の構文上の特徴をさぐる必要がある。「ことだ」文の主要な

部分が、まだ名詞述語文にとどまっているかぎり、その体系内での位置づけが

もとめられる。そのために必要な前提として、「ことだ」文の意味的な構造を

タイプとしてとりだし、構文上の特徴を記述することが、本稿の目的である。

（２）名詞「こと」は、文のなかで、(1)《出来事》や《物の特徴》の一般的な

名づけとしての／ことがら／という意味を実現しているばあいと、(2)前接する

用言やつきそい文（連体節）を名詞化する手つづきとしてのみはたらいている

ぱあいとがある。松下大三郎以来ひろくもちいられている用語を採用すれば、

定義上、前者が実質名詞、後者が形式名詞ということになるが、完全に自立的

に使用される「ことは重大だ」のような使用が限定された慣用的なものであっ

て、それ以外のぱあいは、かならずまえに他の要素がつきそうという点で(1)と

(2)は共通しており、実質と形式の境界があいまいであるために、「こと」は(1)

と(2)のいずれのぱあいであっても、一括して形式名詞とされることがおおいよ

うである。本稿ではこれらを区別して、(1)を実質名詞、(2)を形式名詞とするた

ちぱをとる。その理由を以下にのべる。

うえの(1)と(2)のいずれのぱあいの「こと」も、むすびのくっつき「だ・です・

である」をともない、用言の連体形や連体的なつきそい文とくみあわさって、

また、(1)のぱあいは《の格》の名詞ともくみあわさって、「～する（～な．～

の）ことだ」のかたち全体で、あわせ述語として機能する。

①正造と残留民の何よりの目標路訴訟で県に願三~て]であった｡（辛酸．

86）

②楊処長は、引出しから、何度も眼を通したその時の工程考察ミッションの
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名簿を、また見直した。だが､五十二名の団員の中から、この匿名の差出人が

誰であるか、割り出すことは困難 時間であっ 。（大地の子．

三・186）

③「まあ、徳志さんのことだ・

いに子供の喧嘩に親が出るのは、

悪い料簡があるはずがないよ。ともかく、互
一

みつともなし'三~Ｚ７宮工１｡」（大地の子･一．

159）

④「また鯵例のもの”を求めて来た。」例のものとは、夏国鋒政権が催促し

判害の った゜ (大地の子・二・100）

①と②はかざりが動詞のぱあい、③は形容詞のぱあい、④は名詞のぱあいで

ある。①では、主語に、「正造と残留民の」で特定化されるところの、「目標」

という一般的な概念がさしだされ、述語にその具体的な内容がすえられている。

このような文は、主語と述語をいれかえて、「勝つことが目標だ」のような、

いわゆる《転位の文》をつくることができる。主語にさしだされる《ことがら》

の範囲と述語にさしだされる《ことがら》の範囲との一致を確認してのべてい

る。この種の文を《同定文》と名づけておく。それにたいして、②と③の述語

は、それぞれ、「差出人をわりだすこと」、「子供の喧嘩に親が出ること」と

いう《ことがら＝動作》を質的に特徴づけている。主語にすえられたこれらの

動作は、それぞれ「時間がかかる」「みっともない」というポテンシャルな

《特性》をもっており、これらの《特性》をあらわす動詞、形容詞を「ことだ」

とくみあわせることによって、主語にすえられた動作の《質》を表現している

のである。このような文を《質規定文》とよぶことにする。

「こと」は、本来、《出来事》や《物の特徴》を一般的にさししめす名詞で

ある。②や③の文のなかでの「こと」は、そういう／ことがら／としての意味

をたもっている。②の「こと」も、③の「こと」も、かざり動詞、かざり形容

詞との関係において、それらがあらわす《特性》のもちぬしとしてはたらいて

いる。つまり、《「こと（＝わりだすこと）」は「時間がかかる」》、《「こ

と（＝親が出ること）」は「みっともない」》という関係が成立しているので

ある。ここでの「こと」には、一般的な名づけとしての／ことがら・できごと／
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という語焚的な意味が生きのこっていて、「する（～な）＋こと」のくみあわ

せは、まだ連語としての資格をたもっている。「差出人をわりだすことは、時

間のかかる、困難なことであった」のように、語順の入れ替えがきくことから

も、①よりも分離性がつよいことがわかる。

一方、①の文では、「こと（＝目標）」は、「勝つ」との関係において、

《主体》でも《対象》でもない。ここでの「こと」は、《かざられ》であるこ

とをやめていて、もっぱら動詞を名詞化するための文法的な（分析的な）手つ

づきとして使用されている。つまり、「すること」というかたちで名詞に相当

する単位をつくり、それを述語にすえた名詞述語文である、とみることができ

る。「する」と「こと」とのむすびつきはかたく、あいだにくつの単語をはさ

みこむこともできない。ただし、「するということ」へのおきかえは可能であっ

て、このことが、この文を《同定文》として資格づけてもいる。

①と②の文は、述語におなじ「することだ」というかたちをもちながら、そ

れらの構文論的な性格は、かなりことなるといわなければならない。このよう

なことから、本稿では、これらふたつの「こと」を実質名詞と形式名詞という

用語で区別することにする。すべての「こと」を形式名詞とみなすにしても、

より実質名詞にちかい形式名詞と、より形式化のすすんだ形式名詞とのあいだ

に段階をみとめて、それぞれが使用される文の構文論上の性格を観察しようと

いう立場である。なお、④の文の「こと」は、の格のかざり名詞がさししめす

語薬的な意味を抽象化する手つづきとしてはたらいている（注2）。本稿では、

③や④の「ことだ」文は調査の対象からはずす。

（３）奥田1996によれば、名詞述語は、基本的には、主語にすえられた物や人

の《質》を表現している。「ことだ」のかたちを述語にもつ文も、「こと」が

実質名詞であれ、形式名詞であれ、名詞述語文である点ではことなるところが

ない。しかし、この種の文の主語の位置にあらわれるのは、物や人をさししめ

･す名詞ではなく、主として、物の《動作》《変化》《状態》、ひとことでいえ

ば《出来事》をあらわす現象性名詞や動作性名詞（動詞からの派生名詞、なん

らかの手つづきで名詞化された動詞）や文＝部分である。あるいは、物の《特

性》や《関係》や《存在》、ひとことでいえば《特徴》をあらわす抽象名詞、

４



名詞化された形容詞や文＝部分などである。この点で、他の名詞述語文とはこ

となる、きわだった特徴をもっている。《物》や《人》とおなじように、《動

作》や《変化》や《状態》、《関係》や《特性》や《存在》も、さまざまな観

点から質的な規定をうけとる（注3）。本稿では、《出来事》と《特徴》とを

ひとまとめにして《ことがら》と名づけておく。「ことだ」文は、基本的には、

《ことがら》の質規定に奉仕する文であって、その述語は、主語にさしだされ

る《ことがら》の《質》をのべている。

《ことがら》の質的特徴づけを表現する「ことだ」文は、《物》や《人》の

質的特徴づけを表現する名詞述語文とはことなる、独自の構造的、機能的特徴

をそなえているとみなければならない。この仮説にたって、対象的な内容の観

点からの、文のタイプのひとつとしての「ことだ」文の構造的な特徴を記述し

てみたいとおもう。下位分類にあたって、とくに(1)「こと」のまえにおかれる

成分の語葉的な意味と文法的な（時間的なありか限定性・モドゥスにかかわる）

性格、(2)《ことがら＝主語》と連体成分との意味的な関係に着目する。

Ⅱ．「することだ」の意味・機能

（４）「ことだ」にかかる連体的な要素は、「する」「した」「している」

「していた」「することができる」「しなければならない」……など、テンス、

アスペクト、モドゥスのさまざまな文法的なかたちをとる（注4）。うえにの

べたように、「ことだ」文は、（1庄語にさしだされる《ことがら》のポテンシャ

ルな特性を表現する《質規定文》と、(2)主語にさしだされる《ことがら》の具

体的・個別的な内容（外延）をのべる《同定文》とにわかれる。

(1)差出人が誰であるか､割り出すことは困難で時間のかかる匡正冠屍７ﾖ。

（大地の子・三・186）……《質規定文》

(2)魚津と小坂のこんどの計画は前穂の東壁を

(氷壁・93）……《同定文》
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名詞述語文一般をこのふたつのタイプに分類する考えは、むかしからある。

包摂（類別）判断と同定（同一）判断との、論理学上の区別に対応するもので

あって、名詞述語文一般のこの分類は、「ことだ」文にもあてはまる。主語と

述語にさしだされる概念の範囲と階層性に着目することで、このような分類を

手にいれることができる。

本稿では、(1)の質規定文をさらに、（a)特性表現文と、(b)同質性表現文とにわ

けたいとおもう。(a)は従来の包摂判断の文に対応するものとみてよいが、(b)は、

すなわち妥協するこ やないか。 」たとえば、「生きるということは、

（青春の蹉畉・１２）のような文であって、ここでは、主語と述語にさしだされ

るふたつの概念のあいだに上位・下位の階層性はみとめられない。同質性をも

つ（と話し手が判断する）、ことなるふたつのにとがら》をコプラでむすび

つけることによって、全体として、主語にさしだされる《ことがら》の《質》

を表現している。「～に相当する。～という意義をもつ．～を意味する」とい

う文にパラフレイズできる。《同定文》のぱあいとおなじように、「こと」は

形式名詞であって、連体的な述語形式を名詞化するための手つづきとしてはた

らいている。しかし、《同定文》の述語が、《主語＝ことがら》の概念の外延

をさしだすにとどまっているとすれば、同質性表現文は、《主語＝ことがら》

の概念のもつ《特性》に着目しつつ、おなじ特性をもつ他の《ことがら＝述語》

を提示することで、その内包をのべ、一般的に特徴づけているのであって、定

義上、《質規定文》であるとしなければならない。

／ことがら／の一般的な名づけとしての語黎的な意味を保存している「こと」

を実質名詞、体言化の手つづきとしてのみはたらいている「こと」を形式名詞

と名づけることにすれば、上記のことから、実質名詞としての「こと」は《質

規定文》（特性表現文）のなかにのみ使用され、形式名詞としての「こと」は、

《質規定文》（同質性表現文）と《同定文》とのいずれの文のなかにも使用さ

れる、ということになる。

動詞の連体的な述語形式をかざりにもつ、三つの文の構造を図式的にあらわ

せば、つぎのようになる。
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1．質規定文

１）特性表現文

差出人をわりだすことは、時間のかかる＋ことだ。

《ことがら＝主語》《特性＝かざり》《かざられ》

２）同質性表現文

生きるということは、［妥協すること］＋だ。

《ことがら＝主語》《体言化された動作》

2．同定文

こんどの計画は［前穂の東壁を征服すること］＋だ。

《ことがら＝主語》《体言化された動作》

１．質規定文

1）特性表現文

（５）はじめに、《質規定文》の用例をみていくさいの、いくつかの観点につ

いてふれておく。動詞の連体形、あるいは連体的なつきそい文と実質名詞「こ

と」、およびコプラ「だ・である」とのくみあわせ（代表形；「することだ」）

からできている、合成的な名詞述語は、主語にさしだされる《ことがら》の

《質》を表現している。たとえば、「株の売買は危険をともなう」という《特

性》を表現する文であれば、時間的なありか限定をあたえてやると、この《特

性》は、容易に《状態》に移行する。「（きのうの）株の売買は危険をともなっ

た」のように。ところが、「株の売買は危険をともなうことだ」という《質》

規定の文では、そういう移行はおこらない。この文は、主語にさしだされる

「株の売買」という《ことがら》の《質》を、「危険をともなう」という《特

性》をひきだしながら、一般的、法則的な命題として特徴づけている。奥田

1988aによれば、「《質》はアクチュアルなものに移行しないが、《特性》は

移行する。」普通名詞を述語にすえた文であれば、《特性》表現とのちがいは
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はっきりしているが、「こと」のように、最高度に抽象化された名詞を述語に

すえた文は、《質》表現と《特性》表現とがかさなりあってくるのである。

「危険をともなう」という《特性》は、「株の売買」にかぎらず、ひろくさま

ざまな事象につきまとう。ある個別的な《ことがら》の、側面における特徴は、

他のさまざまな《ことがら》にも共通する、一般的なものである。つまり、こ

の種の文の述語「～すること」は、具体的な指示対象rBferCntをもたない。述

語は《ことがら》のもつ内包をえがいているのであって、このことが、この種

の文を《同定文》から区別する。

うえの例では、「危険をともなう」と「こと」とのあいだに、《特性》とそ

の特性の《もちぬし》との関係が成立している。それにたいして、「何の具体

的な保証もなしに子を産むのは、犬や猫のすることだ（青春の砂鉄・346）」

という文では、かざりに《一般的な動作》がさしだされていて、「こと」はそ

の動作の《内容》である。この「こと」が主語にさしだされる《ことがら》に

対応するわけだから、この種の文の主語は、《動作》との関係における《対象

（＝内容）》を主題化してさしだしていることになる。この例でいえば、「犬

や猫は、何の具体的な保証もなしに子を産む」という文が土台にあって、「…

…子を産むのは、犬や猫だ」の文とおなじように、土台の文のレーマがテーマ

に転化したものである。結果的に《ことがら》を特徴づける《質規定文》になっ

ている。

こうして、実質名詞としての「こと」は、動詞との関係において、主体であ

るぱあいと対象（内容）であるばあいとがある、ということになる。したがっ

て、「ことだ」文の意味構造をとらえるには、「こと」がになう意味的な役わ

りのちがいによって、(1)特性のもちぬしであるばあいと、(2)動作の対象（内容）

であるばあいとのふたとおりにわけて記述しなければならない。そして、そこ

に使用される動詞の意味的なタイプごとに「こと」のになう《主体性》、《対

象性》の質がことなっているとすれば、それぞれについて、動詞の語葉的な意

味の一般的な性格をとりだすことが必要になる。たとえば、存在動詞、通達活

動動詞、思考活動動詞、態度動詞など。

「犬や猫のすることだ」の「する」という《動作》は一般化されていて、そ
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の一般性が、この動作をポテンシャルな《特性》に昇格させる。この種の文に

おける実質名詞としての「こと」をかざる動詞は《特性》をさししめしていな

くてはならない、という原則が、一般動詞「する」のぱあいにもつらぬかれる。

この原則は、かざりの位置に可能や当為を表現するさまざまなかたちがあらわ

れる、ということにも現象する。「しうる・すべき」のようなかたちは、物の

うごきを時間のそとにおいて、ポテンシャルな特性としてとらえるための主要

な手段である。したがって、「ことだ」文のあわせ述語の機能をとらえるには、

かざり動詞が、(1)現実表現のかたち（代表形は「する」）をとるぱあいと、（２）

可能・必然・当為表現のかたちをとるばあいとにわけて、それぞれについて、

かざり動詞を《特性》として資格づける要因を具体的にあきらかにしなくては

ならない（注5）。

さらに、《質規定文》にあらわれるかざり動詞が《特性》をあらわしている

こととかかわって、そのテンス・アスペクト的な性格を考慮しなくてはならな

い。《質規定文》におけるかざり動詞のテンス・アスペクト的な意味は、《特

性》表現にふさわしく修正され、《同定文》におけるそれは、ふたつの《こと

がら》の一致を確認するにふさわしく修正される。《質規定文》であれば、

《ことがら》の時間的なありかは問題にならなくなるが、時間のなかに推移す

る《ことがら》を《同定》するためには、時間の特定化が必要になる。「危険

をともなうことだ」「犬猫のすることだ」のような文では《ことがら》は恒常

的だが、「今度の計画は前穂の東壁を征服することだ」「原因はザイルがきれ

たことだ」のような文では、《ことがら》は、それぞれ、未来における、過去

における特定時点の《出来事》である。もし、《質規定文》のかざり動詞がす

ぎさりのかたちをとって、アクチュアルな過去を表現していることがあるとす

れば、その文にとりこまれるアクチュアルな出来事は、《ことがら》の特徴づ

けのために機能する《出来事》であって、その観点から選択されている。また、

《同定文》でも、《ことがら＝述語》の時間が問題にならないばあいがあると

すれば、それは、主語にさしだされる《ことがら》も超時間的なものであるぱ

あいである（例；「彼の人生観は、何にも執着しないことだった」）。超時間

的な、一般的な《ことがら》も、個別的な《ことがら》とおなじように、《特
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徴づけ》の対象にも、《同定》の対象にもなりうる。

以上のことから、本稿では、《質規定文》を、かざりの(1)意味的な役わり、

(2)テンス、(3)モドウス、(4)語薬的な意味の性格にしたがって分類する。

(1)《主語＝ことがら》が、かざり動詞のあらわす特性の《もちぬし》であ

るぱあい

（６）かざり動詞との関係において、「こと」が、主体としての意味的な役わ

りをになっているぱあいからみていく。かざり動詞が、完成相．すぎさらず．

現実表現のかたちであるぱあい、かざりに配置される動詞は、そのほとんどが

ポテンシャルな特徴、すなわち《特性》あるいは《関係》をさしだしていて、

時間的なありか限定をうけていない。述語の樹成要素としての「こと」は、主

語に配置された《ことがら》に対応するものであって、かざり動詞のあらわす

《特性》の《もちぬし》になっている。つまり、この種の文には／「こと」

（＝主語にさしだされる《ことがら》）が、かざりにさしだされる《特性》を

もっている／という関係がみとめられる。

○楊処長は、引出しから、何度も眼を通したその時のエ程考察ミッションの名

簿を、また見直した。だが、五十二名の団員の中から、この匿名の差出人が誰

であるか、割り出すことは困難で時間のかかることであった。（大地の子・三・

186）

○女の声にあまり実感が溢れているので、島村は苦もなく女を扇したかと、反っ

てうしろめたいほどだった。しかし彼は嘘を言ったわけではなかった。女はと

にかく素人である。彼の女ほしさは、この女にそれを求めるまでもなく、罪の

ない手軽さですむことだった。彼女は清潔過ぎた。人目見た時から、これと彼

女とは別にしていた。

○党員になることは、

（雪国・３４）

名実ともに選ばれた中国人として認められる栄誉あるこ

一心の胸に複雑な思いが去来した。（大地の子・二・２９とであった。しかし、

2）
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○「新政府の信用も、まだそんなに民間に薄いのか」と考えて、また彼は嘆息

した。彼に言わせると、これは長い年月、共に共に武家の奉公を忍耐してきた

百姓にも似合わないことであった。（夜明け前．三・204）

○これはそのまま海神丸の船長の夢に符合することであった。 (海神丸・69）

○「これＩ鏥場の盛衰にもかかわることだ。伏見屋の旦那あたりが先に立って、

もっと骨を折って下すってもいい」（夜明け前．三・239）

○ナイロンザイルがいかにして切れたか、現在世界ですぐこれに答えられる人

はないと思う。問題が登山者の生命に関することなので、あくまで素人考えは

差控え、科学的研究に待つべきである。（氷壁・254）

○「あなたが党員になってくだされば、何よりも燕点の誇りになることですわ。

それに萢家屯のお舅さんのこれまでのご苦労も報われ、どれほどお喜びになる

か……。」（大地の子・二・305）

○そうした中で、松本耕次は、村長から再三、開拓団の先遣隊になることを要

請された。村長は「無理は承知の上で頼む。あんたのような人物が、先遣隊に

出てくれれば、あとに続く者が増える。＜……＞」と懇請した。＜……＞父の

耕平も喜び、「開拓団の拓士は徴兵せんという。それほどお国のためになるこ

とじゃ。＜……＞」（大地の子・二・220）

○従来の経験によると、小坂のなした三十センチ程のスリップ（滑落）はしば

しばあることで、岩角にザイルをかけて行な,う懸垂下降中でも、この程度のスー

リップはよくおきている。（氷壁・206）

おおくの動詞述語文は《出来事》、すなわち、時間のなかに生起する現象を

とらえるが、名詞述語文は時間外的な《特徴》としての《質》をとらえる。典

型的な文にかぎれば、この区別にまようことはない。ところが、うえにあげた、

「（時間が）かかる．（栄誉）ある・にあわない．符合する・かかわる。関す

る．（誇りに）なる．（～のために）なる」のような動詞も《特徴》をあらわ

していて、その語漿的な意味が《特性》をあらわす形容詞にちかづいており、

《関係》をあらわしているもののなかには、後置詞化しているものもある。し

たがって、このような動詞をかざり成分に配置する名詞述語文としての「こと
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だ」文は、動詞述語文との意味的な差異がきわだってこない。これらの文の使

命が、単に《ことがら＝主語》の《特性》を表現することにあるというなら、

そのような意味は「ことだ」をはぶいて、「差出人を割り出すことは時間がか

かる」のような動詞述語文によってもあらわすことができる。「ことだ」をそ

えて、名詞述語文にすることによって、おなじく《特性》を表現する動詞述語

文とはことなる意味なり機能なりを表現しているとすれば、それはどのような

ものなのだろうか。

奥田1988は、形容詞述語文があらわす《特性》と、名詞述語文があらわす

《質》とを区別して、つぎのようにのべる。

「質というのは、客体の存在からきりはなすことのできない、本質的な規定

性を表現するカテゴリーであって、ある客体をぺつの客体からくぺつする可能

性をあたえる。」

「ことだ」文の述語も名詞述語であるかぎり、機能的には、主語にさしださ

れる《ことがら》の本質規定にかかわっている。ただ、その本質規定としての

《質》をさしだすべき名詞が、「こと」というきわめて抽象的な、実質性のう

すれた意味しかもたないために義務的にかざられ、あわせ述語としての「～す

ることだ」全体が表現する意味は、かざり動詞があらわす《特性》の意味にか

ぎりなくちかづいているのである。「差出人を割り出すことは時間のかかる作

業だ」のような文であれば、「ことだ」文よりはいくぶん《質規定》の意味あ

いがおもてにでてくる。

継続相．すぎさらずのかたちでは、以下の例があった。《状態》をあらわす

出現動詞の継続相は、時間的なありか限定をうけとって、連体的なつきそい文

の述語の位置にあらわれうる。しかし、この例では反復性ないし習慣性が特徴

的であって、この「出ている」は《特性》に移行しているようにもみえる。そ

うでなくても、このつきそい文をうちにふくむ「妻に対する労わりの気持ちか

らでていることだ」というあわせ述語全体は、《主語＝ことがら》の《質》を、

理由の観点から特徴づけているのであって、《状態》の記述ではないし、まし
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てや《変化》の記述でもない。

○しかし、教之助がベルを使わないで、わざわざ書斎を出て階段の上まで出向

くのは、美那子が階段を上がって、書斎までやって来る労力を省いてやるため

である。言ってみれば、妻に対する労わりの気持ちから出ていることであった。

（氷壁・392）

現実表現のかたち「する」は、可能表現のかたち「しうる」との対立におい

て、無標unmarkedであって、うえにあげた「（時間が）かかる」「（罪のな

い手軽さで）すむ」「（国のために）なる」「（しばしば）ある」のような動

詞は、ポテンシャルな特性、すなわち《可能性》の意味を未分化なままにとり

こんでいるとみることもできる。《ことがら》のポテンシャルな特徴を表現す

ることを使命づけられている「ことだ」文には、かざりの位置に可能表現・当

為表現のかたちがさかんにあらわれる。《ことがら》をその発生の可能性の観

点から特徴づけるとき、「ありうることだ」「ありそうなことだ」のかたちが

つかわれる。

○「……。国家主席が裁判に巻き込まれるなど、秦の始皇帝以来、中国五千年

の歴史の中であり得なｌ座とだ。」（大地の子・二.396）

○「息子が思想改造に反抗し、四１日（古い思想、文化、風俗、習慣） を宣伝す

るなどｐ絶対あり得ぬことです。……。」（大地の子・二・38）

○「そりゃ僕も知らないうちに、小坂がザイルに傷をつけておくということだっ

二jあり得ないことではないでしょう。」（氷壁・289）￣

○三吉が水くみのついでに下の部屋へ遊びにでも行ったか－今の事情ではあり

うべからざることであった。（海神丸・49）

○「魚津という人物を知っている人は、小坂君をかばって切ったのだろうと言っ

ている。小坂君の体を縛っていたザイルが解けて、小坂君が墜落してしまった。

ザイルが解けたということは、登山家として非常な不名誉になる。友達の不名

誉をカバーするために魚津君がザイルを切った。－言われてみれば、ありそう
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なことだれ。」（氷壁・215）

（７）かざり動詞が過去のアクチュアルな《出来事》をとらえているとみなけ

ればならない文もある。つぎの例では、変化動詞が連体的なつきそい文の述語

となって「ことだ」とくみあわさり、その全体が《主語＝ことがら》を質的に

特徴づけている。連体的なつきそい文の述語に使用されるこれらの変化動詞は、

時間のなかに発生したり、消滅したりする《出来事》をとらえているが、あわ

せ述語全体は、理由、原因、由来、影響度などの観点から、《ことがら＝主語》

を特徴づけている。これらの文にとりこまれる過去のアクチュアルな出来事は、

《特徴づけ》という全体の機能に奉仕する範囲内で選択されている。出現動詞

であれば、つきそい文と「ことだ」とのくみあわせ全体は、《主語＝ことがら》

を発生の由来の観点から特徴づけているし、「すぎてしまったことだ」の例は、

その消滅のモメントをとらえながら、登場人物の現在に影響をあたえないもの

として特徴づけている。

○……、過去数百年にわたる武家と僧侶との二つの大きな勢力を覆すことに力

を尽くしたというのも、みなその単純な、しかし偽りも飾りもない心から出た

ことであった。（夜明け前．129）

○国学の権威、一代の先駆者､あの本居翁が滑稽な戯画中の人物と化したのも、

この調子の低い空気から出たことだ。（夜明け前｡四・118）
￣

○「それはさっき社長が申しましたように、いつに中国の社会体制の特殊性か

ら起こったことなんです。＜……＞・」（大地の子・三・269）

○セルロイドエ場の事。自殺した千代さんのこと。ミシン屋の二畳でむかえた

貧しい正月の事。ああみんなすぎてしまった裏道のに、小さな男の後姿を見て

いると、同じような夢を見ている錯覚がおこる。（放浪記．375）

(2)《主語＝ことがら》が、《心理活動・一般的な動作》の内容・対象であ

るばあい。
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（８）「こと」が、かざり動詞との関係において対象であるぱあいをみてみよ

う。このぱあい、かざり動詞は、①心理活動をあらわすもの、あるいは②動作

一般をあらわす動詞「する」のいずれかにかぎられる（注6）。心理活動のカ

テゴリーには、通達活動、認識活動、思考活動、知的・感情的な態度、感情的

な状態など、さまざまなものがはいりこむが、すべての心理活動動詞がこの位

置にたつことができるわけではない。たとえば、「＊その看板は彼がみたこと

だ」のように、具体物の認知としての「みる」は、「こと」をかざることはな

い。

○「この乍子を通すのは、われわれ軍が定めることだ。お前の意志で、出たり

入ったりすることは出来ん。行け！うしろから出て来るものの邪魔だ。」

（大地の子・－．１５５）

○「お前を、労働改造所送りにする。すぐ出発だ。」「え、労改送り＝そんな

ことは法院がきめることです。」（大地の子・－．５１）

これらの例は、それぞれつぎのような文からの変容である。

･われわれ軍がこと［＝この-F子を通すの］を定める。

．法院がこと［＝そんなこと（労改送り）］をきめる。

出発点的な文の補語成分（ここでは《内容》のを格）を主題としてとりたて

ているこれらの文でも、あわせ述語全体は、主語＝主題にさしだされる《こと

がら》を、「通常はだれがおこなう（べき）行為か」、という観点から質的に

特徴づけている。完成相。すぎさらずのかたちのかざり動詞「さだめる．きめ

る」は、ここでは、規範的な、あるいは習慣的な動作をあらわしていて、その

規範性・習慣性が、主語にさしだされる《ことがら》の質的特徴を構成してい

る。

「こと」およびそれに対応する主語が、かざり動作と対象的な関係をつくっ

ている「ことだ」文には、以下のようなものがある（注7）。
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(2)－１通達活動の内容であるもの

(2)－２認識活動の内容であるもの

(2)－３思考活動の内容であるもの

(2)－４態度の対象であるもの

(2)－５動作一般の対象であるもの

この順に用例をあげていく。

(2)－１通達活動の内容の質規定

（９）かざり動詞が通達活動をさししめし、かざられの「こと」、すなわちそ

れに対応する主語が通達の内容であるぱあい、可能・当為表現のかたちはあっ

たが、現実表現のかたちはみつからなかった。「そんなことは評論家がいうこ

とだ」のような文がないわけではないだろう。以下の文では、通達活動の内容

をめぐって、通達の可能性、必要性の観点からその《質》を特徴づけている。

ここにも、とうぜん、時間的なありか限定性はない。

○「なんですって、それ冗談でしよ。」父に向かって言うと、趙大烈は茅台酒

をあおりながら、「こんなこと、冗談で言えることか。わしの次の職務は貴州

アルミ工廠の総経理だ。」（大地の子・239）

○新しい木曽谷の統治者が旧尾ｿ111領の山地を没取するのに不思議はないという

ような理屈からこれは来ているのか、郡県政治の当局者が人民を信じないこと

にかけては封建時代からまだ一歩も踏み出していない証拠であるのか、いずれ

とも言えないことであった。（夜明け前．四・39）

○「何が嫌なんだ。相談があるって言うから、こうしてわざわざ出てきたんじゃ

ないか。」「そんならもっと親身になって聞いてくれたらいいじゃないの。あ

んまり事務的だわ。」「だって何の話だか解らんじゃないか。……だから言っ

てみるよ。」「そんな、簡単に言えることじゃないわ。」（青春の蹉跣・301）

○「君らしくもなく、歯ぎれが悪いな。引き受けられん理由でもあるのかね。」

松本は、眼をまたたいた。非業の死を遂げた家族の骨の音が鳴るような地への
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赴任、しかも重責とあっては、という鴎路いがあったが、組織内ではロに出来

ぬことだった。（大地の子・二・238）

○見栄の強い津田は手紙の中に書いてあることを、結婚してまだ間もない細君

に話したくなかった。けれどもそれはまた細君に話さなければならないことで

もあった。（明暗・上・19）

過去におこなわれた通達活動の内容を主語にすえる文がある。「ハリスが

この国のものにそれをおしえた」「ケンペルがこれらをかきのこした」

「仲間の－人が彼に……ゆめのような気がするとはなした」などの文の

補語成分が主題化されてできた文であって、「こと」にかかる連体的なつきそ

い文は、過去のアクチュアルな動作をえがいている。これらの文の主語にすえ

られる《ことがら》は言語的な情報の内容であり、その情報はそのにない手を

もち、なんらかの形態でつたえられる。これらの文は、だれの手で、いつ、ど

のような形態でつたえられたか、などの観点から、主語にさしだされる《こと

がら＝情報》を特徴づけている。「こと」をかざる連体的なつきそい文は、時

間的なありか限定性をそなえ、つきそい文の主語には固有名詞が、述語成分に

は具体的な動作がはいりこんでいるために、《同定文》とまぎらわしいが、

「ハリスがこの国のものにおしえたことだ」という述語は、主語「それ（＝今

の西洋が……願っているという風ではないということ）」の外延をのべている

わけではない。この「こと」は、「おしえた」行為そのものではなく、「おし

えた」内容であって、実質名詞として使用されている。

○二百余年前、この国において、ポルトガル人、イスパニア人を追放した頃の

昔と、明治七年の今とでは、もとより外国の風習も大いに異なっているかもし

れない。今の西洋は昔ほど宗門のことを皆願っているという風ではないかもし

れない。それはすでに最初の米国領事ハリスがこの国のものに教えたことであ

る。（夜明け前．四・150）

○これらは皆ケンペルがその旅行記にくわしく書き残したことである。（夜明

け前・三・16）
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○過去を振り返ると、まるで夢のような気がするとは、同じ馬寵の宿役人仲間

の一人が彼に話したことだ。（夜明け前。四・182）

○今日からは会社の食堂から食事を貰って来ることになった。昼飯はシゲ子が

貰ってきたが、昼飯を食べるとき、シゲ子と矢須子が不平を言った。二人で示

しあわせて言い出したことだろう。野菜や米ならともかくも、他人の煮炊きし

た食事を貰いに行って、何もしないで食べているのは心苦しくてしょうがない。

昨日は避難者救援の手伝い仕事もあったのに、今日からは何もすることがなく

なったので、みっともなくて食事を貰いに行けないと言う。今日、矢須子は工

場長から、当分休養してもいいと言われたのであった。（黒い雨・319）

(2)－２認識活動の内容の質規定

（10）《ことがら》を認識活動の対象としてとらえ、認識の可能性の観点から、

その質的な特徴を表現する文がある。「知る．わかる」は知的な認識活動であっ

て、具体的な感性的認識としての認知動詞がかざりの位置にくることはないだ

ろう。たとえば、「その事故はけさ知ったことだ」はありえても、「＊その事

故はけさみたことだ」はいえそうもない。したがって、「知る．わかる」につ

いては、つぎにあげる思考活動のなかにおさめておいていいかもしれない。完

成相．すぎさらず。現実表現のかたちとしては「しらない」といううちけしの

例があった。「わかる」はその語蘂的な意味のなかに／可能／の意味をふくみ

こんでいて、その意味が《ことがら》のもつ《特性》のひとつを構成する。

○けれども、父とは一体何であろうか。民法の条文の中に（母の子）という言

葉はあるが、（父の子）という字句はどこにも無い。うまれた子の父が誰であ

るかは母だけしか知らないことだ。時としては母にすらも解らないこともある。

（青春の蹉跣・379）

○今ここで工事を全く中止してしまえば．再開する時の費用が大きい。それは

中国側も専門家なら解ることであった。（大地・三・254）

○「慮山のあとは、広い唐土を歩き廻ってみる。何かにぶつかるだろうと思う
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のだ。」「何かとは何だ？」普照が訊くと、「それは自分にも判らない。だが、

この国には何かがある。この広い国を経廻っているうちにその何かを見つけ出

すだろう。歩いてみなければ判らないこと魁」（天平の蕊・53）

すぎさりの例としては、挿入的な「～だが」の使用例があった。「……こと

は、あとでわかったことだ」のような例があるとすれば、そこでは、《主語＝

ことがら＝認識の内容》が、時間状況の側面から特徴づけられている。

○何時ごろだったか分からないが、ここまで辿りつくのに、焼津神社の前を通

り、川岸まで出るのに二時間ぐらいはかかったようだ。このとき曇った空から

薄日がもれはじめた。後で分かった二とだが、茸状の暗雲が漸く消えかけたこ

ろではなかったかと思う。」（黒い雨・540）

「わかりきった」はもっぱら連体の機能のなかでしかつかわれなくなってい

て、形容詞化しているとみられる。したがって、このぱあいの「こと」は認識

の内容とも、特性の主体ともうけとれる。

○贋一郎は自分の罪を感じていた。しかし今が大事な時だった。この罪の感覚

を、眼をつぶって踏み越えて行かない限り、自分には破滅が来る。それは解り

きったことだった。みすみす破滅におちいって行くか、それともこの罪を敢え

て踏み越えて行くか、二つに－つだった。（青春の蹉跣・365）

(2)－３思考活動の対象・内容の質規定

（11）《ことがら》を思考の内容としてとらえ、それがもつ側面のひとつとし

て、思考の主体がだれであるか、あるいは、思考が可能か不可能かなどの観点

から、その《ことがら》を質的に特徴づける文がある。完成相・現実表現の

「する」のかたちには、この項(2)の冒頭にあげた二例（「定めることだ」「き

めることだ」）のほかに、つぎのような例がある。冒頭の二例は、思考の主体
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を焦点にして特徴づけている文であるが、以下の二例は可能性の観点から特徴

づけている。

○しかし、涙の方は意外だった｡小坂が女のことで涙を流そうなどとは全く想

像しないことだった。「泣いてるのか」魚津が言うと、＜……＞（氷壁・８２）

○この孫にこれほどの愛情が注がれるようになることも倫は全く予期しな(空一

とだった゜（女坂・146）

思考の内容としてとらえられる《ことがら》を可能性の観点から特徴づける

文のおおくは、当然のことながら、「こと」をかざる動詞が可能のかたちをと

る。ほとんどはうちけしのかたちであって、《ことがら＝主語》を、ある主体

のもとでの、ある条件下での思考の可能性がないものとして特徴づける。

○このような状態でのザゴルの切断は，それが登山綱である以上、常識では考

えられないことである。（氷壁・206）

○「この前申し上げましたように、私には｡、坂の自殺l靖えられないﾆｰﾑﾆヱｺﾆｐ

＜……＞」（氷壁・320）

○もともと切支丹宗取扱いの困難は織田信長時代からのこの国のものの悩みで

あって、元和年代における宗門人別帳の作製も実はその結果に外ならない。長

い鎖国が何のためかは、宗門のことをヌキにしては考えられないことであった。

（夜明け前．149）

○戦争はなぜ私たち幼い者まで巻き込んだのでしょう。父母はどうして私を残

して行ったのでしょう。現在、二人の子供を持つ私には考えられないことです。

（大地の子・三・７５）

○業行はこの日は、いつもの彼とは違って素直であった。台地へ上がると、こ

こへ上がったのはいまが初めてだというようなことを言った。十日以上もこの

港に碇泊しているのに、今までに一度もこの台地へ上がらなかったということ

lま普照には殆ど信じられぬことであったが、しかし、業行ならそういうことが

あるかも知れないと思った。（天平の蔓・167）
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○何のために日本へ帰らなければならぬのかと正面切って訊かれると、普照は

答えられなかった。普照自身、日本へ帰ろうとしているのは、自分に故国へ帰

りたい気持ちがあるからであった。そうした気持ちが起こるか起こらないかが

問題で､_これは理屈で決められることではなかった。（天平の蔓・91）

○「アンカー・ボルトを一本、－本物差しやノギスで測るなんて、われわれに

}よ想像もできんことだ。そんなことをしていたら、工事は全然進まないじゃな

いか。」（大地の子・三・117）

○机の上に、今日の午後見た映画の解説の紙がひろげてあった。寺坂へのこの

拒絶と、あの映画の愛欲の姿の美しさへのあこがれと、二つのものが、自分の

心のなかで、どういう関係になっているのか。それは登美子にはまだ理解しか

ねることだった。（青春の蹉朕・７３）

かざりが当為表現のかたちをとっている例もある。この例でも、あわせ述語

全体は、一定のクラスに属する主体のもとでの思考の当為性を《特性》として

とらえながら、《主語＝思考内容》を質的に特徴づけている。

○「まさか、土葬にするわけにも行かんだろうな。土葬にするか火葬にするか、

これは昔から一国の大政治家の定めるべきことだからね。我々は国の方針に従一一一

うべきだ。＜……＞」（黒い雨・285）

《ことがら＝主語》は、その成立以前におこなわれた思考活動の結果である

こともある。したがって、その《ことがら》は、過去におこなわれた思考の主

体、思考の形態の側面からも、特徴づけられる。「だれが」「どのように」思

考したのか、ということが、《ことがら》の《特性》としてのくられる。最後

の例の「席順」を「コト」の範欝でとらえるのはなじまないような気もする。

思考内容であれば、「コト」あつかいする可能性もあるが、このぱあいの「こ

とだから」は「ことだし」とおなじように、このかたちで固定した《理由》の

表現かもしれない。
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○「何も便りはない。わしらの態度を不満に思うとるのかも知れん。」「態度

と言うと」「残留していることだ」竹右衛門は押し黙った。残留は、正造の指

導というより、一同の協議できめたことなのだ。（辛酸・25）

○「しかし、あの田中さんの墓を家の庭先に置いたのは、何も兄やわたしがき

めたことじやありません。被害者代表の方の意志できまたんで、罪に問われる

なら、渡良瀬の鉱毒被害民全部をひつとらえるべきじゃありませんか。」（辛

酸．l灯）

○「各単位の参列者の席順は、指揮部の外事で討議して決めたことだから、異

存があるなら、担当の愚長幸、つまりあなたの愛人（夫）に直接、交渉すれば

いいでしょう。」（大地の子・二・372）

過去の《思考活動》の内容が主語にすえられ、かざりが必然表現のかたちを

とるぱあいもある。過去に存在した、特定主体の思考の必然性を、《主語＝思

考内容》のもつ《特性》としてとらえて特徴づけている。

○仮に楠公の意気をもって立つような人がこの徳川の末の代に起こってきて、

往時の足利氏を討つように現在の徳川氏に当たるものがあるとしても、その人

が自己の力を過信し易い武家であるかぎり、またまた第二の徳川の代を繰り返

すに過ぎないのではないかとは、下から見上げる彼のような者が考えずにはい

られなかったことである。（夜明け前．二・183）

話し手の思考の内容が特徴づけられることもある。「思っていた（いる）／

考えていた（いる）こと（なの）だが」のかたちで、話をきりだすときに、挿

入的にもちいられることがおおい。

○「陸君に、かねて聞いてみたいと思っていたことですがねえ。」背を並べる

と、小声で顔を寄せてきた。（大地の子・18）

○美那子はまた暫く黙っていたが、もう一度「魚津さん」とロから出して、

「こういう考えはいけませんかしら。－つまり、わたし、事件の最初から考え
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てることなんですが、魚津さんの心のどこかに、わたしと小坂さんのことをか

ばって下さる気持ちはないものでしょうか」（氷壁・287）

(2)－４心理的態度の対象の質規定

（12）知的・感情的な態度の対象としての《ことがら》が、質規定文の主語に

くるばあいも、その態度をさししめす動詞は、可能表現のかたちをとることが

おおい。《主語＝ことがら》が、ある人間になんらかの心理的な態度をとらせ

る可能性のあるもの、あるいはその可能性がないものとして特徴づけられてい

る。おわりのふたつは当為表現のばあいである。

○事実、東京高等工業を卒業して、鉄鋼関係の会社へ就職することになってい

た耕次は、家を継ぐために故郷へ帰ることを余儀なくされた。その時は、自分

の将来が閉ざされたような気持ちになったが、当時の農村では避けられぬこと

であった。（大地の子・二・219）

○かおるに結婚の話を持ち出された瞬間から、魚津は何かひどく落ち着かない

気持ちになっていたが、その正体がいま判った気持ちだった。いつか小坂が言っ

たように、魚津は自分もまた八代美那子を連れて落葉松の林を歩きたい同じ思

いにもう長い間取り懸かれていることに気づいたからであった。決してそのこ

とを意識の表面で考えてみたことはなかったが、そうしたひそかな美那子への

思慕が、あるかないかの形で、しかし根強く心の底に横たわっていることは否

定できないことであった。（氷壁・356）

○魚津は一刻も早く徳沢小屋へ降ろうと思った。実際は、徳沢小屋に降る代わ

りに、自分で小坂が転落したと思われる場所を捜索したかったが、この天候と、

現在の彼の体の状態では、それは望めないことだった。（氷壁・108）

○「……、ここで教えられていることは将来、すぐ現場で役にたつ。僕はこの

体験を生かし、卒業後、軍需エ場への配属を希望しているんだ。」軍需工場は、

新圏ウイグル自治区などの辺境の地にあり、王鋼のように学業、出身、政治思

想共に優れた者でなければ望めず、一心には望むべくもないことであった。
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（大地・－．１９２）

○「しかし、演説会に来てくれるのは、 歓迎すべきことじゃありませんか。

…。」（辛酸・４１）

○「まあ、いい、それは許してやろう。死者に鞭打つことは避けるべき｣ことで

ある。＜……＞」（氷壁・489）

「こと」が、感情的な態度の対象であるばあいをあげておく。この文は、

「多くの人民が（その）こと（＝反革命分子としての歴史的汚点がついて廻

ること）に苦しんでいる」という文からの変容であって、「こと」は、かざ

り動詞「苦しんでいる」との関係において、その感情的な態度がむけられる対

象である。感情的な態度の対象としての《ことがら》が主題化され、その主題

をめぐって、そのような感情的な態度をひきおこすような《質》をもったもの

として、特徴づけられる。

○「冤罪が雪がれて釈放され、もとの単位に戻り、国交が回復されても、私が

日本人の血をもった反革命分子として労改へ送られた歴史的汚点は摺案（身上

書）に入れられ、生涯、私に付いて廻ろ、どうしようもないことだ。」月梅は

葉を落とした湖畔の樹へ視線を向け、一心の言葉を聞いていたが、「それはあ

なただけでなく、多くの人民が苦しんでいることだわ。私の場合は、“自殺し

た右派の娘”という烙印が終生消えないのよ･」（大地の子・二・７４）

「たえる・おどろく」のような感情的な態度動詞も、「にと）にたえる」

「にと）におどろく」のように、「こと」（＝《主語＝ことがら》）を態

度対象にもつが、可能ないし当為表現になると、「にと）はたえられない」

「にと）はおどろくべきだ」へのいいかえもでき、これらの可能・当為表

現は《主語＝ことがら》の《特性》をさしだしている、という見方もできる。

これらの《主語＝ことがら》は、《態度の対象》であると同時に、《特性の主

体》でもある、という二面性をもってあらわれる。「こと」が《特性のもちぬ

し》であるぱあいと、《心理活動の対象》であるぱあいとの接近が、こういう
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ところでおこる。《特徴づけ》という《質規定文》の機能が、「こと」を《特

性》でかざる構造を要求するのである。

○もし、教之助が見ていたとすれば、たとえ自分の妻であれ、潔癖性の彼にし

たらⅥ指を入れた茶を飲むことは堪えられないことであったに違いない。（氷

壁．５１）

○酒の香くにおい＞でもかがなければいられないという苦しい心地くこころも

ち＞は、彼自身にとって驚くべきことである。しかしながら、彼は自分で自分

に抵抗することもできなかった。（春・90）

つぎの例のように、「こと」（＝《主語＝ことがら》）が態度的な動作の項

を形成しない《質規定文》の例もある。この例では、／「半蔵の思い立って来

たこと」は、「種々の情実やこれまでの行き掛かりに拘泥する」ことによって

無にしてしまうような性格のものではない／、といったほどの意味をはしょっ

てのべている。おおざっぱな論理をも、つじつまのあうごとくまとめあげてみ

せる、名詞述語文の容量のおおきさをおもわせる。

○しかし、半蔵の思い立って来たことは種女な情実やこれまでの行き掛かりに

のみ拘泥すべきことではなかった。（夜明け前．四・90）

(2)－５一般的な動作の内容の質規定

（13）ひとつの《ことがら》は無限に多様な《質》と《特性》の総体である。

「ことだ」文は、そのような《ことがら》を主語にすえて、それをひとつの、

あるいはいくつかの側面から質的に特徴づける。人間活動を主語にすえている

つぎの例でも、それをおこなう主体の側面から一般的に特徴づけている。

○君は革命家になるつもりらしいが、おれたちはまだ学生だよ。現実の社会な

んて、本当はまだ体験されてはいないんだ。……革命というのはね、被害者が
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やることだ＆ところが君は被害者でも何でもない。もっと現実を体験する必

要があるよ。（青春の蹉跣゜13）

○君が産みたいというのは我儘な感情に過ぎないんだ。具体的な生活の裏付け

はどこにも無い。産むというのはね、その子の生活を保証し、幸福を保証する

という確信があってはじめて許されるんだ。何の具体的な保証もなしに子を産

むの１兆犬や猫のすることだ。（青春の蹉跣・13）－

人間の動作・活動・状態は、設定された条件のもとでの実現の可能性の観点

から特徴づけられる。(1)にあげた、「ありうることだ」が、《ことがら》を主

体にもつとすれば、「なしうることだ」は、《ことがら》を対象にもつ。

○しかも一心たちにはもちろん、国家計画委員会のエリートといえども到底入

手不可能な、手の届かぬ高級な背広に、あか抜けたネクタイ、腕時計に至るま

で、身につけていられるのは、妻の丹青の父、趙重工業部副部長（次官）の大

きな四合院造りの邸宅に同居し、岳父の特権に便乗しているからなし得ること̄

だった。（大地の子・三・18）

○「訪日中止には同情するよ。だけど君たちは、アメリカへ行くとかいう噂を

耳にしたけど。」「あら、うちの懸長幸が喋ったんじゃないの。それは琶査が

副部長でいて、嬬念が教育派遣局長をしていてこそ、叶えられることで、そん

なこと、あの人よ<も臆面もなくロにしたわね。」（大地の子・三・303）

○冬山へ彼女を連れて行く小坂の想像は、彼の言う通り所詮夢でしかなかった

が、魚津の場合は必ずしも夢とは言いきれなかった。どこかで現実と結びつい

ていた。樹林地帯へ彼女を立たせることなら、それは企ててできないことでは

なかった。（氷壁・85）

○「暴論かも知れない。しかし、同じようなことだと言ってみたまでだ。君は

いつかザイルの再現実験というようなことを言った。君ばかりではない、八代

教之助もそんなことを言った。あれを聞いた時、僕は再現ということはまず望

んで出来ないこと垣と思ったね。再現実験が可能であれば、それをやってみる￣

のが一番いい。＜……＞」（氷壁・431）
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○魚津君は登山家としてはいい登山家だった。立派な登山家であった。新東亜

商事の仕事は決してあと始末したとは言えないが、登山家としては、几帳面に

きちんとあと始末をした。彼は死の直前まで、遭難の模様を詳しく、正確にメ

モした。｣これは恐らく、君たちも、僕も真似てできぬことだろう。（氷壁．

489）

必要・当為表現、欲求表現の例もあげておく。主語にすえられた《動作》

《活動》を、動作主体にとっての必要性、当為性という《特性》のにない手と

して、欲求をひきおこす《質》のもちぬしとして特徴づける。

○雑用も多すぎる。現にここへ来て、一人の人物を待っているのも雑用の￣っ

である。ザイルが切れるか切れないかの実験なども、自分には関係のない、いっ

てみれば俗世間の俗事中の俗事である。自分がどうしてもやらなければならぬ

ことではないｐ（氷壁・235）

○魚津はアパートの二日を、今度の小坂との前穂行きを詳細にノートする仕事

で埋めた。山で認めた走り書きのノートをもとにして、毎日毎日のことをでき

るだけ正確に記述した。二人がお互いに交わした会話も、思い出したものは全

部挿入した。この仕事は小坂のためにも、小坂の母親のためにも、是非やって

おかなければならないことであった。（氷壁●170）

○吉丸は、これで一件落着と、若い二人をねぎらってたち去りかけると、中方

の立合責任者が寄って来た。「吉丸先生、この鏑落としの労賃に、－人当たり

一日二元を要求します。」さすがの吉丸も、呆気に取られると、「これは本来、

日方のすべきことですが、日方は偉い先生ばかりなので、中方でやってあげる

のです。＜……＞」（大地の子・三・181）

○「ザイルが切れるか切れない力､の実験をするというんですね。」魚津は常磐

大作の眼を見返すようにして言った。「そうだ」「それは、僕としても、是非

やってもらいたいことです。＜……＞」（氷壁・203）

一般動詞も現実表現．すぎさりのかたち「したことだ」のかたちをとって、
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かざりにあらわれる。これらの例では、過去の《動作》《変化》《状態》を対

象にして、その理由、目的、主体の観点から特徴づけている。

○せめて矢須子だけでも逃げのびさせてやりたい気持ちがあった。徴用を逃れ

させるため、矢須子を広島へ来させたのは僕の浅知恵からしたことだ。（黒い

雨。213）

○「しかし、活字にしなければ、黎元部長の日和見主義を煽り出し、論争を活

発にすることはできないと判断したのです。しかも、私は独断であれを書いた

わけでなく、副総理の意を汲んでしたことです。＜……＞・」（大地の子．三．

235）

○シゲ子と矢須子はもう夕飯をすまして蚊帳を吊り、縁側に腰をかけて涼んで

いた。僕の食事はお膳に乗せて蚊帳のなかに入れてあった。涼しそうな感じを

出すためにしたことだろうが、むさ苦しい感じしか出ていなかった。（黒い雨．

463）

○魚津は自分に関係のあるナイロンザイルの衝撃反応の実験がいま行なわれて

いるということを、さして深刻な思いで考えることはできなかった。ザイルが

切れるか切れないかという、その結果は直接自分に関係する大きい問題であっ

たが、少しも心配にも不安にも感じられなかった。ザイルは切れたのである。

これは自分が経験したことなのだ！（氷壁・261）

(3)《主語＝ことがら》が、《特性のもちぬし》と《心理活動の対象（内

容）》との二面的な性格をもつぱあい、およびかざりの形容詞化

（14）「気になる」「気に（心に）かかる」「気のひける」「身のつまる」

「思いもよらない」「思いもかけない」「とりかえしのつかない」「記憶にな

い」「こまった」などのように、心理的な状態をあらわす動詞が「こと」をか

ざるぱあい、かざられの「こと」、すなわち《主語＝ことがら》は、その状態

のもちぬしである人物にとってはその心がむかう対象、心理的な状態をひきお

こすものであるが、その《状態》がすでに《特性》に移行しているとすれば、
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その《特性》のもちぬしであるともいえる。第一、第二例でいえば、これらの

文はそれぞれ、「こと（＝退社すべきかどうかということ）が気になってい

る」、「こと（＝彼の心に掛かること）が、寿平次の心に掛かる」という文を

パラフレーズにもつ。つまり、ここでは「こと」は主体と客体とのふたつの側

面をもっている。「思いもかけぬ」以下のくみあわせは、全体で形容詞相当の

ものに固定化しているといっていい。

○「支店長。」魚津は正面から常磐に眼を当てると、「辞表を出した以上、や

はり僕は実質的に退社すべきではないでしょうか。」と言った。常磐の口から

辞表の話が出た時から、気になっていることであった。（氷壁・297）

○半蔵はまた寿平次のいるところへ戻って行った。寿平次と彼とは互いに本陣

同志、また庄屋同志で､征の心に掛かることはやがて寿平次の心に掛かること

でもある。 (夜明け前．三・277）

○女中ふぜいが、深夜に到るまで本を読んでいるなぞとは使いづらいに違いな

い。こちらでも気の引けることだけれども、今夜こそは早く電気を消して眠り

につこうと思いながら、暗いところではなおさらさえざえとして頭がはっきり

して来る。（放浪記。835）

○飯田橋まで歩いて、松竹食堂というのにはいる。卓子は砂ぼこり。井飯にし

じみ汁、鯖の煮つけで、また、夫婦のよりが戻ったような気になる。このひと

といることl鰯のつまる蔓Zこと思いながら、私はまた陽気な気持ちになり、う

んうんといい返事ばかりしてみせる。（放浪記．782）

○一心は、自分たち夫婦が授かった息子として育て、今は孫まで持つ喜びまで

与えてくれた一人息子であった。それが今になって、日本の肉親探し、一時里

帰りの恩典があると聞かされるなど、思いもかけぬことであった。（大地の子．

二・195）

○三四郎はこの間から美禰子を疑っている。しかし、疑うばかりで￣向埒が明

かない。そうかと言って面と向かって、聞き糾すべき事件は一つもないのだか

ら、＿刀両断の解決などは思いも寄らぬことである。（三四郎・168）

○旅のはじめに、彼の意中を勝子へ伝えたのは岡見の妹である。それは岡見の
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計らいである。岸本はただそれだけで満足だと言った。こうして手紙を書こう

などとは、実際思いもよらなかったことである。（春．４２）

○たしか四月の末ごろだった。登美子と会って、二人で食事をしようという話

になったとき、彼女は言った。（ほら、あそこへ行きましょう。このまえ－緒

においしいすき焼きをたべたでしょう。渋谷の坂の上の、あなたが連れて行っ

てくれた……）江藤には記憶にない事だった。（青春の蹉秩・485）

○「そうですね。近いうちにちょっとしたことができるかもしれません。」

「災難ですか。」「災難でもないでしょうが、気をつけないとやりそこないま

す。そうしてやりそこなえば、それっきり取り返しがつかないことです。」

(彼岸過迄・89）

うけみ（または自発）のかたちもかざりの位置にあらわれる。うけみのぱあ

い、動作の主体が一般化されるぱあいもおおい。主体があいまいになるほどに

《ことがら＝主語》は《対象（内容）》としての性格をよわめ、《特性のもち

ぬし》としての側面が前面でてくる。（注8）

○何しろ旧い漢方の医術は廃れ、新しい治療の方法もまだ進まなかった当時で、

殊に馬寵のような土地柄では良医の助言も求められないままに、この際半蔵の

からだに縄をかけるほどの非常手段に訴えてまでも座敷牢に引き立て、一方に

は彼の脱出を防ぎ、一方には狼狽する村の人選を取り鎮めねばならないという

ことになった。これは勢いであって、その座に集まる人Arには最早避けがたく

思われたことである。（夜明け前．四・298）

○旧師の横浜出稼ぎについては、これまでとても弟子達の間に問題とされてき

たことだ。（夜明け前｡-.195）

○もともと四人の日本僧の帰国のための渡航さえ非合法的なものであったが、

まして唐土から襲真ら十八名、道抗ら四名、総勢二十名を越える一団が日本へ

渡るということは表向きには許さるべきことではなかった。（天平の蕊・70）

｢～に逢う」も「～を配分する」も、それぞれ《に格》《を格》の対象
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をとる動詞だが、その対象を／コト／としてとらえているのが、つぎの二例で

ある。「繰死」は「こと」あつかいでいいとして（ここでは《特性》としての

可能性をとらえている）、「入顎交」を「こと」あつかいするのは無理がある。

この文は「入学校の配分は国家がすることですので」の方がふつうだろう。そ

れとも「ことになっている」をはしょっているのだろうか。あるいは「ことで

すので」で固定した《理由》表現か。

○「昨夜、そこに蝶死があったそうですね。」と言う。停車場か何かで聞いた

ものらしい。三四郎は自分の経験を残らず話した。「それは珍しい。めったに

逢えないことだ。……。」（三四郎・５２）

○「それなら最も適切な藩陽鋼鉄学院があるではないか。なぜ入らなかったの

だ。」「それは、ご承知のように入学校は国家が配分することですので」（大

地の子・－．４４）

かざりが《特性》をさしだす、という基本的な原則は、連体の「した」が脱

テンス化（形容詞化）する、という現象にあらわれる。

○「銭科長のおっしゃることは、党の指導方針に叶ったことです。」（大地の

子．二・344）

○警官の数は何十人にもなろう。生涯、尾行のついていた正造は死んだ。それ

なのに、葬儀の場にまでおびただしい警官が入りこんでいるのは、どうしたこ

.となのか。（辛酸・121）

○「控訴するには金もないが人もない。と言って、控訴しなければ、県の悪政

を認めることになる。そればかりか、県は残留民に対し、早速立退きを迫って

くるでしょう。誠に困ったことでがす。」（辛酸・93）

「例がある」の「例が」は、側面語であって、これが連体成分となって「こ

と」にかかるぱあいは、《主語＝ことがら》が総主であるということになる。
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○したがって、もし清廉な裁判官で独立の権利を振るって正当な仕事をしよう

とすると、彼らは司法大臣に命じて、裁判官を転任せしめるくらいのことは必

ずやるものと心得なければならない。これは従来しばしば例のあったことであ

る。（辛酸・101）

「ある」をかざりにもちいる《質規定文》が、《主語＝ことがら》の存在の

可能性を特徴づけているとすれば、そのついとなる、不可能性の特徴づけは、

形容詞「ない」をかざりにおくことで表現される。「類のない」「ねがっても

ない」のような、慣用句であるばあいもある。

○サンドウィッチを買って汽車に乗った。汽車の中には桜のマークをつけたお

上さんの人達がいっぱいあふれていた。「桜時はこれだから厭ね……」－つの

腰掛けをやっとみつけると、三人で腰を掛ける。「子供との汽車の旅なんて何

年にもない事だわ。」（放浪記．459）

○これは新たに生まれてくる伝馬所のために雷かれたもので、言葉もやさしく、

平易に、「御一新成就いたし候まで」の当分臨機の処置であることが文面のう

ちにあらわれている。こんな調子は、旧時代の地方御役所にはなかったことだ。

（夜明け前｡三・249）

○膨大な建設費を一括現金払いするなど、世界に類のないことだった。（大地｡

二・175）

○「閣下ご自身から掌の打ち方までご教示いただけることは、願ってもないこ

とです。＜……＞」（大地の子・三・339）

２）同質性表現文

（15）述語要素の「こと」が、実質名詞としての意味をうしない、かざられで

あることをやめて、もっぱら前接する成分を名詞化する手つづきとしてはたら

いているぱあい、そのほとんどは次節でとりあげる《同定文》の述語になるの
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だが、なかには、《ことがら＝主語》の特徴づけのために使用されることもあ

る。たとえば、以下の文の述語は、《ことがら＝主語》のもつ《特性》とおな

じ《特性》をもつ、くつの《ことがら》を述語に配置することによって、《こ

とがら＝主語》の意味・意義をあきらかにしている。

これらの文は、《ことがら＝主語》と《ことがら＝述語》との質的共通性を

つたえている。「～することになる．～することを意味する．～することに相

当する」にいいかえられ、「すなわち．つまり．同時に」のような副詞、「～

することでもある」のような共存のとりたて「も」の使用などが特徴的である。

この文をつかうとき、話し手は、《ことがら》のある側面における、なんらか

の《特性》に着目している。おなじ《特性》をもつ、ぺっの《ことがら》を述

語に配置するということは、《特性表現文》とおなじように、《ことがら＝主

語》を、ある《特性》を共有しあう質のにない手として特徴づけることになる。

このような文を、ここでは《同質性表現文》とよんでおく。《同定文》が主語

のreferentと述語のrefercntとの完全な一致を表現するのにたいして、《同質

性表現文》は側面における一致を表現する。《特性表現文》のかざり動詞が、

《特性》や《心理活動》をさししめすものにかぎられていたのにたいして、

《同質性表現文》（および《同定文》）のばあいは、語薬的な意味に制限はな

い。

○この彼が辿り着いた解釈の仕方によれば、古代に帰ることは即ち自然に帰る

ことであり、自然に帰ることは即ち新しき古を発見することであむ（夜明け

前．二・180）

○「いやしくも、政治委員のご見解に非を鳴らすことは、絶対あってはならな

い。政治委員は党の代表であり、政治委員を誹誇することは即ち、党を誹誇す

ることである。（大地の子・－．３２７）

○この国において、共産党員になることは、党に自分の一生と生命を捧げるこ

とであった。（大地の子・二・306）

○「柘植さんを避けようとするには、田ｐさんを避けなければならなかったの

ですし、同時にそれは、あなたを避ける_ことであった。」（真知子・後・56）
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○康子との結婚は、賢一郎の野心の、ひとつの完成であった。司法試験に合格

することは、社会的な地歩を固めることであり、康子との結婚は、生活上の足

場をかためることであった。その二つが互いに微妙に関連しあっていた。（青

春の蹉畉・295）

主語にさしだされる《ことがら》は、文脈や話の場面のなかに、すでに前提

としてあたえられていること、話題としてもちだされたことであって、この種

の文の機能は、そのあたえられた《ことがら》をふたたびとりあげて、意義づ

けなおすところにある。主語が｢ということは」のかたちをとることがおおい

ことも、この文のテキスト構成上の機能をものがたる。

○「では、わたしも失礼いたします。お暇の折りに、宅の方へも是非一」こん

どは美那子がかおるに挨拶して、歩き出した。もう魚津はいない。魚津がいな

いということは、自分もいないことである。八代美那子は駅の広場の陽の輝い

ている空虚な風景の方へ、自分もまたその中の空虚な一点となるために歩いて

行った。（氷壁・511）

○「君の考え方は若気の至りだな」と彼は三宅にむかって言った。「生きると

いうことは即ち妥協することじゃないか。君は現実と妥協することの意味を誤

解している。＜……＞」（青春の蹉秩・１２）

○彼は法科の学生であったから、国家の法律がどんなに重く人民の上にのしか

かり、どれほど厳しく人民を拘束しているかを、充分に知っていた。_革命を志

すということは、この法律を敵に廻すことだった。（青春の蹉畉・５１）

《同質性表現文》のかざり動詞は、完成相．すぎさらず．現実表現のかたち

であることがおおいが、ふたつの《ことがら》が過去のことであれば、「彼が

席をたったことは、異議をとなえたことだ」のように、すぎさりのかたちで

《同質性表現文》の述語にはいりこむ例がないわけでもないだろう。また、

《ことがら＝主語》と《ことがら＝述語》とのあいだに時間的な先行＝後続の

関係があれば、これらのあいだのむすびつきは、原因＝結果のむすびつきにち
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かづく。／そうすることは、結果的にそういうことをもたらす／という意味あ

いが生じる。《ことがら＝主語》のもつ《特性》を、それによってもたらされ

る（と予想される）結果的な《ことがら＝述語》をさしだすことで、特徴づけ

るのである。《ことがら＝述語》に配置される動詞が《変化》をさししめすも

のであるばあいに、そのような意味あいがよりつよくでてくる。とはいえ、最

後の「罠に落ちることなのだ」の例のように、変化動詞であっても、結果をさ

しだしているのか、言いかえによる意義づけであるのか、判断のむずかしい例

もあり、これらの文を《同質性表現文》からとりたてる必要はないようにおも

われる。

○節刀は帰国後返還するもので、これを受けることは、準備がここに全く成っ

て、今や渡唐大使として全権を委任されたということを意味し、それと同時に

日和りさえよければ待ったなしで解髄しなければならぬ立場に置かれることで

もあった。（天平の蔓・11）

○普照は長安を発つ二日前に、大伴古麿を訪ねて、改めて襲真を日本へ招くと

いうことの意義を説明した。襲真の渡日ということは、それによって、初めて

日本に真の戒律が伝わることであり、その戒律が伝わるということによって、

仏教は東流後百八十年、初めて完全な形を具えることになる。（天平の蔓・14

8）

○平素は整然と頭のなかに納まっていたあらゆる法律知識が、すべて疑わしい

ものに思われて来るのだった。絶対にまちがいないと考えられた解答さえも、

次第にあやふやなものに見えて来る。確信がゆらいで来る。最後はただ自分と

の闘いだった。平素の知識を疑ってはならない。それは敵の謀略に落ちること

だ。自分を疑うことは敗北への道につながる。確信をもて。確信をもて……。

（青春の蹉跣・190）

○結婚は青春の地獄だと小野は言った。それが耳に残っていた。解りきったこ

とだと彼は思った。解りきった愚行に小野がはまり込んで行った原動力は、恋

愛であった。つまり恋愛に負けたのだ。あるいは性欲に負けたのだ。あの男が

なぜ負けたのか、むしろその事が賢一郎には不思議に思われた。恋愛とは一つ
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の情緒に過ぎない。情緒に溺れることは罠に落ちることなのだ。おれは大橋

登美子などに溺れはしないと、彼は思った。（青春の蹉跣・178）

用語としての《ことがら＝主語》の意味に解釈をあたえたり、定義づけたり

するとき、主語は「……と（いうの）は」のかたちをもちいる。最後の用例に

主語をおぎなうとすれば、「三高運動とは」がふさわしい。解釈も定義づけも

《ことがら》の《同定》とみてもかまわないものもあるが、解釈のなかには

《同質性》判断にとどまっているばあいもあるだろう。四つめ、五つめの例の

ように、通常の理解をこえる、ときにはそれに反する、解釈をさしだすぱあい

もあるからである。

○柿田は呆気に取られた。解放軍出身の趙大烈には、延べ払いという経済用語

が、よく解っていない様子であった。「延べ払いというのは、東洋製鉄が保証

して、日本政府からお金を借りて、十年なら十年、十五年なら十五年の分割払

いに応じることですが、この場合、まず中国側の考えているスケジュールを明

確にしなければなりません。（大地の子・三・６２）

○「里帰りというのは？」「日本の肉親の住むところへ帰ることですよ。吉林

省からはこの二年間で九名が里帰りしました。」（大地の子・二・193）

○「酌は要らんよ。お互いに手酌でやろう。その方が落着く。」「はあ゜」言

われるままに、魚津は常磐に酌をすることはやめて、自分の杯をみたした。

「話はしてもいいですか。」「話って？」「ロをきくことです。口をきかんと

お互いに黙って飲もうなんて言われそうですから。」（氷壁・378）

○「革命とは……革命という大儀名分で無実の者を迫害することだった……。

どんな重労働、飢えにも耐えられるが、人間の尊厳、人格を侵すことは許せな

い……。（大地の子・－．２４３）

○「どうした、毛首席の著作を忘れたというのか」きめつけるように言うと、

孫希文は、「いいえ、そんなことはございません。すべて覚えております、覚

えていますとも。仕事とは何か、仕事とは闘争することである。」（大地の子．

－．１４）
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○「お前は、毛首席の遺志を継いだ夏首席が提唱しておられる三高運動を忘れ

たのか。」張は低頭している頭を振った。「われわれの英明なる首領、夏首席

の三高運動は、一日一刻たりとも忘れてはおりません。高能率、高速度、高品

質の三高を実践することであります｡（大地の子・二・253）

2．同定文

（16）《ことがら＝主語》の外延としての具体的な内容を述語にさしだしてい

るぱあい、その文を《同定文》とよんでおく。《質規定文》と比較したぱあい

の、《同定文》の特徴にはつぎのようなものがある。

(1)「こと」およびそれに対応する《主語＝ことがら》は、名詞化された動

詞あるいは文＝部分のつくりだすプロポジションの義務的な項を形成しな

い。つまり「こと」は「する」との関係において、主体でも対象でもない。

(2)「こと」は名詞化の手つづきとしてのみはたらいている。したがって、

文の構造は、［《主語＝ことがら》は、《述語＝ことがら》だ］という図

式であらわされる。（《質規定文》のばあいは、［《主語＝ことがら》は

《連体的なかざり》＋ことだ］という図式になる。）

(3)《主語＝ことがら》は、《述語＝ことがら》と比較して、より一般的な

概念をあらわす単語、連語、文＝部分によってさしだされる。かたちのう

えでは、あたかも主語には内包が、述語にはその外延がさしだされている

かのようにみえる。しかし、じっさいは、《主語＝ことがら》も、《述語

＝ことがら》も、referentをもつ。したがって、《述語＝ことがら》は

《主語＝ことがら》を一般的に特徴づけることはしない。同一のreferCnt

としての《ことがら》に、ことなる表現をあたえているにすぎない。

(4)名詞化される《述語＝ことがら》は、対象的な内容に意味的な制限がな

い。したがって、この文＝部分は、時間的なありか限定を自由にうけとる。
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「仕事は～することだ」という文を例にとろう。「仕事」という名詞は、あ

る目的にそっておこなわれる、人間の具体的な《動作》をまとめあげて名づけ

ている。この名詞をつかうとき、話し手は、あるひとつの《動作》、あるいは

いくつかの《動作》を「仕事」として意義づけているのである。この名詞を主

語にすえ、その「仕事」のなかみである具体的な《動作》を、名詞化して述語

にすえる文がある。このような文は、抽象的な《活動》に属する外延としての

《動作》をさしだしているにすぎず、そこでは、前節までの文にみられるよう

な《特徴づけ》はおこなわれていない。このような文の述語は、主語の指示内

容の《同定》のために機能している。

○さしあたり一行三人のものの仕事は,当時の道中奉行都築駿河守が役宅を訪

ね、今度総代として来たことを告げ、木曽宿Ａから取りそろえて来た人馬立辻

帳なぞを差し出すことであった。（夜明け前．二・73）

○二人の仕事はおトクイ様に案内状を出す事と、カンタンな玉づけをならって￣

行く事だった。（放浪記．336）

○役所での彼の仕事は主として考証の方面で大教院から廻して来る沢山な書類

を整理したり、そこで編集された教書に目を通したり、地方の教会や譜社から

来るさまざまな質疑に答えたりなぞすることであったｐ（夜明け前．四・118）

○「どうだ。うまく行ってるか。」常磐の仕事と言えば、時Ａ何日めかに－度

思い出したように、魚津と清水にそれぞれ同じ言葉をかけることであった。

(氷壁・33）

「方法・計画・用件」なども、なんらかの目的にてらして、具体的な《動作》

をまとめあげ、意義づける名詞である。このような抽象名詞を主語にすえて、

その具体的な内容を述語でうめこんでいる文がある。このような文も《同定文》

である。

○登山費用を作り出す方法は一つしかなかった。それは月給を前借りすること̄

である。（氷壁・70）
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○伯父は何も知らない。母も何も知らない。伯父も伯母も母も、みんな喜んで

いる。彼等の喜びはそのまま、贋一郎を責め立てる鞭のようであった。どうす

ればいいのか。円満解決のためのたった一つの方法は、何百万円かのかねを登

美子に渡して、それを代倣に、生涯の縁切りを誓約させることだった。しかし

そんなかねはどこにも無い。（青春の蹉秩・399）

○陸徳志が食糧を手に入れる方策というのは、自分たちがやられたように、新

入りから食糧を奪うことだった。（大地の子・-.149）

○「ただ－つ救われる道があると思うんだ。それは彼女がもっと自分の気持ち

を大切にすることだ。自分の気持ちを大切にして、いろんな障碍を踏み越えて

くれることだ。もし彼女が愛情も何もない家庭というものを、世間体だけで尊

童して、自分の気持ちをねじ曲げてしまうと、おれの立場はなくなる。」（氷

壁・４１）

○「十分か十五分前に、改札口のところで待っていていただきますわ。三等で

すけど寝台券買ってあります。」かおるの電話をかけて来た用件は、これを伝

えることらしかった。（氷壁・171）

「目標．ねがい．理想・意見・人生観」などの抽象名詞もまた、具体的な心

理的レアリティーとしての《動作》を外延にもつことができる。観念の存在形

態を一般的に名づけているこれらの名詞も、《同定文》の主語にすえられ、述

語において、その具体的な内容が指定される。最後の例では「理想」の内容を

欲求表現でさしだしているが、「工夫になること」と、現実表現にするのが一

般的だろう。

○正造と残留民の何よりの目標は、訴訟で県に勝つことであった。（辛酸・86）

○神社に至るの道は先ず階段を踏まねばならないと同じ道理で、彼とてもその

手段を尽くさねばならなかった。これは万福寺の住職なぞが言うところの出家

の道に似て、非なるものである。彼の願いは神から守られることばかりでなく、

神を守りに行くことであった。（夜明け前｡四・93）

○事は早いがいい、今のうちにこの大計を定め、国家の進路を改めるがいい、
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これを決行する時機は大使帰朝前にあるというのである。なぜかなら、大使帰

朝の後はおのずから大使一行の意見があって、必ずこの反対に出ずるであろう

と予測せられたからであった。その武政を立つる方案によると、全国の租税を

三分して、その二分を陸海軍に費す事、＜……事、……事＞これを約めて言え

ば、武政を以て全国を統一する事である。（夜明け前。四・99）

○魚津はアパートへ引き返すために歩きながら、自分が今までとは異った世界

へ－歩踏み出しているのを感じた。そして駅へ行く途中考えたことを、帰路も

う一度改めて考えてみた。それは穂高の潤沢とは反対の飛騨側の斜面にある滝

谷の岩壁を一人で登ってみることであった。（氷壁・“9）

○人世観という厳しい名をつけてしかるべきものを、もし彼がもっているとす

れば、それは取りも直さず、物事に生温く触れて行くことであった。微笑して

過ぎることであった。何にも執着しないことであった。呑気に、ずぼらに、淡

泊に、鷹揚に、世の中を歩いて行くことであった。（明暗・上・258）

○「ひろちゃん」干物屋の売り子で、十三の少年だけれど、彼の理想は、一人
一

前の坑夫になりたいことだった。（放浪記．１５）

つぎの文の「それ」の照応先は、「誠意」か「県側がもとめた」内容か、はっ

きりしないが、いずれにしても、主語の指示内容の《同定》である。

○原田定助ら三県議たちが、ふたたび活動をはじめた。知事に取払期間の延長

を要求、「延期は認容できないけれど、その法律命令の執行については充分の

好意と同情とを以て臨み、従来の如く被害村民の困窮せしむるが如き残酷の処

置は断じて執らない方針である」との確約を得た。そして、この確約に現われ

た県側の誠意に応えるだけの誠意を残留民の側にも求めた。それは、立退きを

交渉の前提としてのむことであった。（辛酸・197）

「していることだ」のかたちでは、次の例があった。ここでの｢史料｣は「戒

融の帰国の裏づけとみなす」判断の根拠である。その根拠の具体的な内容が述

語にさしだされている。名詞化された《述語＝ことがら》は《状態》である。

－４０－



○この戒融の帰国の裏づけと見微してよさそうなもう一つの史料がある。それ

は天平宝字七年に、戒融という僧侶が優婆まくうばそく＞一人伴って唐から送

渤海船に乗って、渤海を経て帰国したが、途中、暴風雨に遇い、船師が優婆ま

くうばそく＞を海に投じたということが古い記録に戦っていることである。

(天平の蕊・187）

《主語＝ことがら》が過去の特定時点のことであれば、《同定》される《述

語＝ことがら》も、時間のありか限定をうけなくてはならない。

○なるほど事故の原因はザイルが切れたことである。ザイルを切れないものと

して考え、そのザイルに生命を託していたのであるが、それが切れたのである。

（氷壁・149）

○翌開元二十四年の春、唐土へ来て二年余の歳月を送っている日本の留学僧た

ちにとっては、特筆すべき事件が二つあった。一つは栄叡、普照、玄朗、戒融

の四人が大福先寺の定賓に依って具足戒を受けたことであり、一つは受戒後、

間もなく戒融が出奔したことである。（天平の蕊・５１）

○そうした栄叡、普照らが突如帰国を思い立ったのは、長安に五年余の歳月を

送った天平十四年、即ち唐の天宝元年の夏であった。この早急な決意の裏には

二つのものが動機となっていた。一つは最近日本から帰ったという新羅僧によっ

て道零くどうせん＞のその後の消息が伝えられたことである。（天平の蕊・60）

つぎの文が奇妙に感じられるのは、「役割」という名詞が、《動作》のもつ

意義をとらえている名詞であって、それをレベルのことなる、特定時点の《出

来事》で《同定》することはできないからである。ここでは「帰国すること」

がふさわしい。

○週渤海便小野国田守の帰朝は、普照に業行のことを諦めさせたばかりでなく、

普照のためにもう一つの役割を持っていた。それは彼が、一個の蔓を普照のた

めに持って帰国したことであった。（天平の蕊・185）
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「難関・打撃・罪・欠点」のような抽象名詞は、《特性》にちかい意味をもっ

ている。これらを主語にすえた文は、（17）にあげる「ひっくりかえし文」に

きわめてちかい。《主語＝特性》が抽象名詞でさしだされるか、文＝部分でさ

しだされるか、というだけのちがいである。これらの文のかざり動詞も、テン

ス・アスペクト・モドゥスのさまざまなかたちをとる。

○「延べ払いの一番の難関は、日本政府の問題ではなく、ＯＥＣＤ（海外経済

協力基金）の諒解を取らねばならぬことです。＜……＞・」（大地の子・三・

63）

○が何よりの打撃は、前橋くぜんしよう＞の頂にとり付けたトップ帆くセイル

＞がついに吹き飛ばされたことであった。（海神丸・２２）

○「黙れ、お前の最も重大な罪は、三月十二日、工人代表が三十トン転炉の試

運転の視察をする直前に、炉を破壊したことだ。」（大地の子・－．３５）

○……また凍結することのない点から、ナイロン・ザイルはいいと思う。しか

し、欠点をあげれば、アップザイレンなどの際、ザイルがのびること、またオー

バー・手袋などをしている時は滑りがよすぎて完全なる確保ができないこと。

また岩角などに擦れると、けばだつこと等である。（氷壁・272）

（17）「……のは、～することだ」のかたちをもつ「ひっくりかえし文」も、

主語「……のは」の位置に、関与成分（項）の一部あるいはすべてを欠いた

《出来事》や《特徴》がさしだされ、述語でその関与成分＝《ことがら》を同

定している。述語で同定される《ことがら》には、以下のようなものがある。

①《心理的な変化》をひきおこす《出来事》の同定

○高級中学三年になり、一心を悩ませたのは、共産主義青年団にいまだに入団

できないことだった。（大地の子・－．１７９）

長春の田舎から出て来た父が、月

月梅は今日から父となる人にひざ

○結婚式の日、一心の胸を強くうったのは、

梅の手をおし戴くように喜び、感謝すると、
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まづいて、深会と一礼したことだった。（大地の子・二・178）

○＝同の眼を釘付けにしたのは、製鋼された鋼片が、連続圧延機へ送られ､鋼

片が上から、横から圧縮され、分単位で長い棒鋼型に延びていったり、平たい

鋼板になることであった。（大地の子・二・50）

○こうした普照の考えは栄叡の没後、約半年の間に彼の心の中で徐台に固まっ

て来たものであるが、しかし、これを決定的なものとしたのは、詔州で寺を転合

としている間に、襲真の視力が急速に衰えてきたことであった。（天平の蕊・

129）

②《感情的な状態》をひきおこす《出来事》の同定

○それより、もっと辛かったのは、近所の子供たちに童養嫡、あのうすのろの

百安くパイアン＞の嫁になる子と、嚇したてられたこと。（大地の子．三．

317）

○中村は細い目をなお細くして、盃に酒を注いだ。意外だったのは、その同じ

食膳に害生と下女が並んでいたことである。（辛酸・136）

○松本耕次の経歴で不審だったのは、一九三八年東京高等工業学校を卒業して

から、日本の敗戦の翌年まで、空白になっており、職歴は一九四七年東洋製鉄

八幡工場入社から始まっていたことだった゜（大地の子．三・298）

○欠点でも母とともに備えているなら僕はたいへんうれしかった。長所でも母

になくって僕だけもっているとはなはだ不愉快になった。その内で僕の最も気

になるの}主僕の顔が父にだけ似て、母とはまるで縁のない目鼻立ちにできあ

がっていることであった。（彼岸週迄．249）

③《感情的な態度》の対象の同定

○三四郎が失望したのは婦人席が別になっていて、普通の人間には近寄れない

ことであった。それからフロックコートや何か着た偉そうな男がたくさん集まっ

て、自分が存外幅の利かないように見えたことであった。（三四郎・136）
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○山陽線は不通のままで、特にひろ子にとって困ったことは〕広島までが山崩

れ、トンネル崩壊でふさがっていることであった。（播州平野・123）

○しかし、それにも増して彼が心を引かれたのは多吉夫婦で、わけてもかみさ

んのお隅のような眼の光った人を見つけたことであった。（夜明け前｡二・103）

④《変化》する《出来事》の同定

○ただこのごろになって変わってきたのは、須賀が紺野に眼に立って肩を入れ

るのに、少しも行友に樟る様子がなく、行友もまた須賀と紺野の親しくなるの

を好んでいるようにさえ見えることである。（女坂・149）

⑤《特性》の同定

○一心は、他の社員たちの申請書も六、七人眼を通した。同年代でほぼ共通し

ていることは、学校卒業後、直ちに東洋製鉄へ入社していることだった。（大

地の子・二・342）

○襲真は長い放浪生活があたかもそこになかつたかの如く、何年か前と同じよ

うに竜興寺で意志的な顔を真直ぐに上げて、律を講じ、戒を授けた。ただ昔と

違うところは、眼窩が深く落ち窪み、その両眼が痛点しく盲いていることであっ

た。（天平の蕊・139）

○真備は二十四歳で入唐して、現在は四十一歳になっていた。普照には、真備

は背の低い、穏やかな風貌を持った平凡な人物に見えた。強いて普通の人間と

違っているところを探せば、長い唐土の生活が、彼を日本人よりむしろ唐人に

近い印象にしていることであった。（天平の蕊・37）

⑥《存在》の主体の同定

○なぜおれはあんな事をしてしまったのか。結局自分のエゴイズムのためだっ

た。それは解っているが、何かもっと他の方法は無かっただろうか。根本にあ
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るものは、情事の責任をとろうと考えたことだった。自分に義務があると感じ、

自分が何とかしなくてはならないと考えたことだった。もっと自分が無責任な

人間で、義務感の希薄な人間であったとしたら、登美子が子供を産もうと、そ

のために彼女の立場が苦しくなろうと、全く無関心でいられたかも知れない。

（青春の瑳跣・448）

⑦《一般的動作》の内容の同定

○さしずめやることは小坂の死体を穂高の雪の中から掘り出すことである。常

磐大作や美那子の疑念を取り除くためにも、それからまた小坂の母や妹のため

にも、これは一日も早く為さなければならぬことである。（氷壁・299）

⑧《知的・動作的態度》の内容の同定

○『天平の蕊」から『おろしや国酔夢諏』に至る歴史小説の展開において、ひ

とつ指摘しうることは、『敦煙』や『菅き狼』で多少の偏向と振幅を示しなが

らも、井上が次第に年代記的、記録的手法を固めて行っていることである。

（氷壁・解説・521）

○東壁にも幾つかのコースがあるが、こんど二人が選んだのは、北壁よりＡフェー

スを経て、前穂の頂上へ登ることであった。（氷壁・93）

⑨《評価》の対象の同定

○今のままでいてくれと登美子は言った。自分はそれを承認もしないし、約束

もしなかった。しかし－つの行為が暗黙のうちに、それを承認したような結果

になっていることは解っていた。女は自分で、そう解釈しているに違いない。

それは女の身勝手な誤解だと言って、争ってみても始まらない。必要なことは、

何とかして上手に別れてしまうことだった。 (青春の蹉跣・281）

東北各地のスキー場へ出掛けて○それにもう一つ、上野駅でいけないことは、
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行くスキーを持った若い男女がたくさん眼につくことであった。（氷壁・172）

○「一服するか」雪だるまのように、全身に雪をへばりつけた小坂は言った。

そしてシガレットケースを取り出し、－本くわえると、魚津の方へ差し出して

寄越した。魚津はそれから－本抜いた。二人はそれぞれ自分のマッチで煙草に

火を点けた。下から吹き上げる風のため、時を雪煙りが二人を襲っていたが、

雪の落ちるのは先刻よりずっと少なくなっていた。この分だと、雪も間もなく

やむのではないかと思われた。「こんど失敗したのはライターを持ってこなかつ

たことだな。」魚津が言うと、「おれはザックの中に入れたんだが、また出し

ちやった。」小坂は言った。（氷壁・101）

○ただ警戒を要するのはこれ以上遠く行かなし=とであったｐけっして日本の

領海を離れないようにすることであった。（海神丸・２０）

○「今、わが国にとって、最優先することlも工費がいくらかではなく、二年

間で大型最新鋭製鉄所を建て、二年後に三百万トンの粗鋼を生産することで、

全人民に、現代化のビジョンを示すことです。＜……＞・」（大地の子・二・

175）

3．モダリティーの表現手段としての「ことだ」

（18）「ことだ」がモーダルな助動詞としてつかわれているぱあいについては、

本稿の論点とは直接はかかわらないので、いくつかの意味とその用例をあげる

にとどめる。すべての意味を網羅するにはほどとおい。１～２でとりあげた名

詞述語としての「することだ」とのちがいがきわだてば、それでいい。この種

の文例をあつめて、主題の復元のしやすさの程度から助動詞化の度合いを論じ

たものに、坪根1995がある。

(1)／かんじんだ．必要だ／の意味をあらわすぱあい

寺村1982では、これらは／コトが肝心だ／という意味をあらわす、とあるが、
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高橋他1977では、／とるべき方法／をあらわし、「使用のなかで、一・二人称

のぱあい、当為の意味になることがおおい。」とある。文脈のなかに目的がし

めされることもある。最後の文は、「取り締まるには」のほうがふさわしい。

○「有難う、いつも意さんには、何かと力になっていただいて。あとはうちの

人が、ロには出さないけれど、いつも心を痛めている生き別れになった妹の消

息を探し出してあげることだわ。」（大地の子・三・170）

○医師は止血剤を使って、手早く縫合し、息を詰めて見守っている赤脚医生た

ちを振り向き、「あとは、出血しないように腹に布を巻きつけて、安静にして

おくこと趣相当、衰弱が激しいから五日間は寝させ、卵を食べさせること。」

（大地・二・14）

○「＜……＞・“政権は銃口から生まれる”というのは、毛主席の言われた言

葉だ。」「その軍を近代化し、強化するのは鉄だ。何よりも鋼鉄を握ることだ。

＜……＞・」夏国峰は、中日合作の宝華製鉄を政梅維持のための協力な手段に

する意図を固めた。（大地の子・二・397）

○「中止の期限がどのぐらいか、解らないことが－番頭が痛いですね。という

のは、上手なエ事中止の手だてをするには、再開の時、すぐ工程を前へ進めら

れる態勢をつくっておくことですからね。＜……＞・」（大地の子・三・261）

○「……銅山は、田畑ばかりか山も荒らした。水を防ぐためには、まず鉱業停

止。水源酒養を求めねばならぬが、治水の要道としては、これより七、八里下

流にある千葉県関宿の石堤をとり払うことである。（辛酸・36）

○「学校のロが見つからないのに、どうするのですか。」「孟家屯の一心の中

学校の近くに引っ越して、私は月曜から土曜日まで、今まで通りこの小学校の

授業をし、±、日曜日にお前たちのもとへ戻る。つまり一心と私と反対の立場

になることだよ。」（大地・－．１７８）

○怒るだけ怒らせておくことであった。そして幾らかでもその怒りをよい方に

利用することであった。（海神丸・13）

○目下のところでは仏徒は自瞥受戒くじせいじゅかい＞するか、三聚浄戒くさ

んじゆじようかい＞を受ける程度で、放埒に流れ次第である。これらの仏徒を
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取り締まるのは、まず唐より傑れた戒師を迎えて、正式の授戒制度を布くこと

である。（天平の蕊・10）

(2)／すすめる／の意味をあらわすぱあい

会話文で、あわせ述語にさしだされる動作の主体が聞き手であるぱあい、聞

き手にその動作を／すすめる／という意味あいをもつようになる。この種の文

には主語がかけているのがふつうである。

○「きみたちが、ほんとうに田中さんを崇拝するなら、田中さんの葉書一枚で

も胸にたたみこんでおくがよい。葉書の精神を大切にすることだ。」（辛酸｡

127）

○「陸君、君はこれまで通りにと言ったが、君は今度、予備党員になったこと

を忘れているのか。自分自身で北京駅まで切符を買いに行き、人民の一人とし

て長蛇の列に並んで買ってみることだ。それが人民に服務する党員を志す者の

ごく初歩的な実践じゃあないかね。」（大地の子・二・343）

○「だが、全人代で、ここまで問題になり、騒ぎが大きくなったからには、君

がこのまま現職にとどまることはまずい。その辺のところは含んで、当分の間、

場所を移すことだな。」（大地の子・三・231）

○「陸一心同志、君の反革命分子の嫌疑は、北京の上級機関の調査によって晴

れたという通知が来たそうだ。公安庁の副処長がその報せをもって来て下さっ

たのだ。よくお礼を言うことだ。」（大地の子・４６）

○「まるで熱病のようで、ちょっとおかしいぜ。明日一番に、医務官に診ても

らうことだよ。」（大地の子・-.288）

○「失礼ですが、あなたたちは困窮しておられる。それでも必要な金は捻出し

なければならないが、そうすればますます疲弊することは眼に見えています。

犠牲はできるだけ少ない方がいい。……裁判所で救ってもらえる限りは救って

もらうことです。」（辛酸・138）

○「＜……＞･君は公平に言って、よく頑張って来たと思う。だが、－つだけ
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欠点がある。それは自分が日本人の出自であることに、こだわりをもって、積

極的に人に馴染まぬところだ。もっと職場の多くの同志に溶け込む努力をする

ことだ。」（大地の子・二・309）

病気をなおしておくことだな／まず、ようく思案することです／目線が一直

線になるような角度で富くこと／せいぜい勉強することだな／この八幡で第二

の人生を始めることだ／都平化の挑発にのらんことだな／慎重に確かめること

だ／充分に考慮して発言することだれ／よく相談にのってあげることだれ／タ

イプライターをたたいている方が安全だと考えることだ／日本の製鉄所を詳し

く視察させることだ／今しばらく辛抱強く待つことです／皆もお国の政策に協

力するよう考えるこったな

動作の主体がinclusiveな一人称であるぱあい、／かんじんだ／という意味と

／すすめる／という意味とがかさなりあう。

○「じゃあ、この八月十七日の仲秋節には￣。」「そう信じて、ここは賭けて

みよう・真空地帯で、五日間ほど待機して脱出の順番を待とう。そのためには、

明日、出発することだ。」ようやく決心を固めた。（大地の子・-.135）

○暗がりの中で、陸徳志が寝返りを打ち、「私たちも、体力の残っているうち

に、ここを脱出して萢家屯へ行くことだな。」ぽつりと言った。（大地の子．

－．１３４）

(3)理由・根拠

場面、文脈のなかで《理由》づけとして機能するばあいがある。「ことだ」

そのものにこの意味が固定しているとはまだいえないだろう。「ことだし」

「ことなので」「ことだから」のように、理由であることを積極的に表示しな

がら、あわせ文として、あるいは挿入的につかわれることがおおい。
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○「先生に引き受けていただいて、わたしも安心しました。この役を引き受け

ていただきたいばかりに、わざわざ先生を神奈川へお誘いして来たようなもの

ですよ。」と安兵衝が白状した。しかし、これは安兵術に言われるまでもなかっ

た。もとより寛斎も承知の上で来たことだ｡（夜明け前．-.192）

○その夜、狼の遠吠えで、一心は眼を覚まし、生まれたばかりの仔羊のことが

気になったが、四隅の望楼に警備兵がたっている二とだしと思い、すぐ眠りか

けた。（大地の子・－．３１１）

○「ご安心ください。やりかけた以上は途中で投げ出すようなことはしません。

栃木の毛利君だって、同じ気持ちでしょう。ただ、一応はわたしたちの希望も

聞いておいてほしいんです。和解の期限まではまだまだ年月もあることですか

ら」（辛酸・艶）

(4)「ことだろう」のかたちで、《想像》をあらわすぱあい。

「するだろう」のあらわす《推量》とのちがいが問題になるが、よくわから

ない。高橋他1997では、「間接的認識なり想像なりの内容を積極的におもてに

だしてのべるという感じである。つまり、想像の内容をかかげて、その実現を

推量するのである。」とある。

○一人になった部屋でひろ子は、くつろいだ。そして、きょうは十月十日だ、

と思った。無期懲役だった重吉は自分の前にひらかれる扉の間を、どんな思い

で通るだろう．自由になって初めて踏む±は、重吉の草履の底からどんな工合

にその心臓へ伝わることだろう。（播州平野・165）

○……日本女性が、間違いなく、お前の実の妹であるかどうかを慎重に確かめ

ることだ。真の兄と妹の出会いには、必ず、天の助けがあり、温かい陽光をあ

びることだろう。私はいつもお前を信じて来、お前はそれに応えてくれた。今

回のこともお前を信じて、任せる。／月梅に宜しく。／父より（大地の子・

三・287）

○「大和上は遠く東の日本国へ向かって去って行かれました。私は一生再びお
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目にかかることはできないと考えておりましたが、今日こうして図らずもお目

にかかっております。まことに盲いた亀が眼を開いて天日を仰ぐような思いで

ございます。戒燈は再び明るくなり、街衝くがいく＞に立ちこめていた陰欝な

気はたちまちにして消え去ってしまうことでありましょう。（天平の蔓・138）

○＜……＞遣唐使の一行はいずれも差し廻しの官船で一路長安に向かっており、

上都長楽駅に着くと、内使の出迎えを受け、ここで最初の饗応に与り、それか

ら馬で長安にはいる。滞在中の宿舎四方館に旅の疲れを癒す暇もなく、宜化殿

における礼見、麟徳殿での謁見、内裏の賜宴、それから中使の使院における豪

華な宴会。－そうした長安の都における華やかな行事の数Ａは、広成らも何回

も耳に入れていたはずである。もちろん洛陽においても、同様なことは行なわ

れたが、日本使節にしてみればやはり長安の晴れ舞台に自分を立たせ、そこで

大唐の初夏の陽光を満喫したかったことであろう。（天平の蕊・26）

｢ことだろう（か）」が、疑問詞とむすびついて、感情調をおびることがあ

る。

○一心は、寝返りを打った。痩せこけた体で、右肩の肉だけが盛り上がってい

るのは、八十キロの土を盛った網筐＜ワンクアン＞を天秤棒で長く担いだから

であって、体はもちろん、顔も黒く日灼けし、もう十年も前から囚人であった

ように、皮膚がかさかさに荒れ、心もすさんで来ていた。このまま使役され、

ポロ屑のようになって死んでしまうぐらいなら、痩せ衰えているとはいえ、若

さと運を天に任せて脱走をと、幾度、考えたことだろうか。（大地の子・223）

○重吉のまだ短く刈られていない髪は、すこし長く額の上に乱れかかって、そ

れをかきあげる時、指に軽かった。その髪に、ひろ子の指がふれてから、何年

が過ぎたことだろう。（播州平野・132）
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IILまとめ

（19）以上、「することだ」のかたちをもつ述語文を、ひととおり記述した。

要旨をのべてまとめとする。

１）この種の文は、「ことだ」が助動詞化してしまって、動詞述語文につき

まとうさまざまなモーダルな意味を表現しているばあいと、「こと」がまだ名

詞にとどまり、名詞述語文のひとつとしての性格をもっているぱあいとがある。

後者には、その機能および構造的な特徴からみて、一般の名詞述語文がそうで

あるように、主語にさしだされる《ことがら》の特徴を表現するぱあい（質規

定文）と、主語と述語にさしだされる《ことがら》を同定するぱあい（同定文）

とがある。

２）特徴を表現する《質規定文》は、「こと」が実質名詞として使用され、

それをかざる連体的な要素が《特性》をさしだしているぱあいと、「こと」が

形式名詞として使用され、それによって名詞化された述語が、主語にさしださ

れる《ことがら》を、それと同質なべつの《ことがら》をさしだすことで質的

に特徴づけるばあいとにわかれる。

３）かざりに《特性》をさしだすことで特徴づける質規定文は、①《主語＝

ことがら》が《特性》のもちぬしであるぱあいと、②《主語＝ことがら》が、

《特性》としての《心理活動・一般的な動作》の《内容・対象》であるぱあい

とがある。

①の文は、以下のような特徴をもっている．

（a）かざり動詞は主として《特性》や《関係》や《存在》を、まれには

《変化》をさしだしていて、これらが、《ことがら＝主語》の、側面に

おける特徴（特性）としてはたらく。

（b）《主語＝ことがら》は、かざり動詞がさしだす《特性》や《関係》の

にない手、《存在》や《変化》の主体であり、あわせ述語全体があらわ

す質のにない手である。

に）あわせ述語は、《主語＝ことがら》がいかなる《特性》や《関係》を

になっているかという観点から、あるいは、《存在》や《変化》の《あ
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り方》［モドゥス］の観点から、あるいはまた、それらの成立・不成立

を条件づけるさまざまな状況（原因、場面、空間、時間など）の観点か

ら、《ことがら＝主語》の質を特徴づける。

②の文は、以下のような特徴をもっている。

（a）かざり動詞、あるいは連体的な動詞述語文は、《心理活動・一般的な

動作》をさしだし、《主語＝ことがら》を側面から特徴づけている。

（b）《ことがら＝主語》は、かざり動詞がさしだす《心理活動の内容・一

般的な動作の対象》の主題化されたものであり、あわせ述語があらわす

質のにない手である。

に）あわせ述語は、《心理活動・一般的な動作》の《主体》や《相手》が

だれかという観点から、あるいは、それらの《あり方》の観点から、あ

るいはまた、それらの実現・非実現を条件づけるさまざまな状況（条件、

原因、目的、時間、空間、場面）やし方の観点から、《主語＝ことがら》

の質を特徴づける。

４）《同質のことがら》で特徴づける《質規定文》（同質性表現文）は、以

下のような特徴をもっている。

（a）あわせ述語の構成要素としての、名詞化された動詞、あるいは連体的

な動詞述語文＝部分には、語粟的な意味のうえでの制限はなく、さまざ

まな出来事があらわれる。

（b）名詞化された《述語＝ことがら》は、《主語＝ことがら》との同質性

をもつ、くつの《ことがら》である。

に）《質規定》の機能をはたすために、述語にさしだされる出来事は一般

化されていて、時間的なありか限定性はないのがふつうである。

５）《同定文》は、以下のような特徴をもっている。

（a）名詞化された《述語＝ことがら》は、《主語＝ことがら》の具体的な

内容をさしだす。主語は述語のいれものである。

（b）名詞化される動詞は、ふつうは《動作》《変化》《状態》、つまり

《出来事》であって、《特徴》をあらわす動詞がくることはほとんどな

い。具体的なありか限定性も自由にうけとる。

－５３－



に）《主語＝ことがら》は、《述語＝ことがら》よりも、抽象的な概念

（述語のさしだす《ことがら》の内包）をあらわす単語、連語、文＝部

分で表現される。

以上のように、名詞述語文のひとつとしての「ことだ」文においては、《質

規定》と《同定》とのふたつの基本的な機能のちがいに応じて、「こと」にか

かる連体成分、あるいは「こと」で名詞化される動詞が、語粟的、文法的な性

格のうえでことなった様相をみせることをあきらかにした。これらの性格は、

《質規定文》、その下位の種類としての《同質性表現文》、そして《同定文》

を文の構造的なタイプとしてとりだすための根拠となる。

(20）文末が「ことだ」のかたちをとる文にはこのほかに、連体成分が形容詞

や連体詞、名詞でできている文、「～ということだ」「～とのことだ」「～こ

とばかりだ」「～するだけのことだ」「して（から）のことだ」のかたちなど

がある。「ことだろう」も特殊化してきている。これらについてはあらためて

調査したい。なお、本稿でいう《同定文》は、質的にことなるさまざまな文を

ひとまとめにしている。referenceの観点から、アクチュアルな分割の観点か

ら、あるいは、あわせ文の特殊性の問題ともからめて、たんねんに調査する必

要がある。
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【注】

1）名詞述語が《質》を表現することについては、奥田1988a,1996から学んでいる。

佐藤1997は、この規定にそって名詞述語文のさまざまを記述したものであるが、これ

がおさめられている論集『ことばの科学』８号の「発行にあたって」のなかに、つぎ

のような記述がある。

「《状態》や《変化》や《動作》も、《特性》《関係》も、質規定の対象としてあ

らわれてくる。」

この記述が本稿への動機づけとなっている。

2）奥田1968～1972参照。

3）言語学研究会1997参照。

4）モドゥスおよびその下位カテゴリーとしての、現実表現、可能表現等については、

奥田1986参照。

5）《特性》としての《可能性》については、奥田1986参照。なお、《動作》や《状態》、

《特性》や《質》などのカテゴリー、およびその相互移行については、奥田1988b、

1996、荒1989、樋口1966などを参照。

６）奥田1955参照。４０年まえのこの論文で、奥田はすでに、動詞が「こと」をかざるぱ

あいの、「カザリとカザラレ」の関係をつぎのように分類している。

（１）カザラレの「こと」がカザリにたいして主体であるぱあい

（２）カザラレの「こと」がカザリにたいして対象であるぱあい。

（a）カザリが心理的な現象であるばあい

化）カザリが動作一般であるぱあい

（３）「こと」が動詞を名詞化するばあい

（カザリがカザラレである「こと」の具体的な内容をうめるぱあい）

（４）「こと」がもともとのはたらきをうしない、表現的な意味をもってくるぱあ

い。

本稿の分類も、基本的には、この奥田の分類にもとづく。

７）語葉的な意味の性格による動詞の下位分類はすべて奥田1968～1972による。

８）うけみ文の主体の不特定化と、その主語における《対象性》から《もちぬし性》へ

の転化については、村上1986参照
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