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研究成果の概要（和文）：本居宣長の日本語研究に断片的に見られる「認知的意味への視点」に着目し，本居春庭の動
詞の自他研究へと継承・結実する過程を明らかにし，「空間認知」という観点により近世における日本語研究の成果へ
の再評価を試みた。春庭の自他論形成の端緒として研究代表者が想定・提起する宣長の『てにをは紐鏡』とその類書で
あり成立時期が未だ確定されていない宣長の『夕のおひ風』との先後関係を確定し，両書の成立過程を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This study is focusing on the cognitive semantic perspective of Norinaga Motoori's
 Japanese language research. I clarified that Haruniwa Motoori inherited the cognitive semantic perspectiv
e from Norinaga on Haruniwa's research of Japanese verbal expressions for Self-Other relationship. And I t
ried to revalue the result of Japanese language research in the Edo period. I put a high value on Norinaga
's "Teniohahimokagami" as the key of Haruniwa's verbal theory. Norinaga's "Yuubenooikaze" was similar to "
Teniohahimokagami". But the establishment date of "Yuubenooikaze" has not been decided yet. On this study 
I concluded that the completion of "Yuubenooikaze" was earlier than that of "Teniohahimokagami".
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 本居宣長の『てにをは紐鏡』は，近世の
文法研究史における「係り結び」研究の成果
であり，日本文法研究史における評価も既に
定まっているものであるが，本研究代表者は，
『てにをは紐鏡』を従来の研究とは異なる観
点からとらえ直すことでその再評価を試みて
きた。それは，宣長の長男，本居春庭による
日本語動詞の自他研究への端緒という側面で
あり，これについては既に博士論文（「日本
語動詞の自他表現の構造化」，金沢大学大学
院社会環境科学研究科・1997年）の一部とし
てまとめ，評価を得ているが，近年，この『て
にをは紐鏡』とその成立時期が未だ特定され
ていない『夕のおひ風』（『てにをは紐鏡』
と酷似した内容を持つ類書）との先後関係が
再び論点となり，研究代表者は，この先後関
係について，『てにをは紐鏡』の稿本におけ
る記述に着目し，宣長の活用研究の進展状況
に照らし合わせることにより，『夕のおひ風』
が先行するという結論を導き出し，学術論文
（「『夕のおひ風』と『稿本てにをは紐鏡』
―文法論的記述をめぐって―」，『鈴屋学会
報』第21号，2005年・『夕のおひ風』と『て
にをは紐鏡』，『鈴屋学会報』第23号，2006
年）としてまとめた。それらは先後関係に関
する今後の研究動向に一定の道筋をつけるも
のとして評価されたが，この研究はなお途上
であり，更なる詳細な調査・研究が必要であ
った。 
 
(2) 宣長の日本語研究には，現代の認知言語
学における言語事象のとらえ方を先取りする
「言語に対する視点」が断片的ではあるが存
している。このような言語事象への宣長の姿
勢は，先行研究においては着目されていない
観点である。宣長の日本語研究における「認
知的意味への視点」は，前述の博士論文にお
いて研究代表者が新たに提起したものであり，
この視点が春庭の自他論に継承・結実してい
ると考えている。 
 

(3) 本研究は，明治以降，西洋文化への傾斜
という社会動向の中で埋没した「近世という
時代における日本語研究」を今日の認知言語
学的観点からのアプローチにより再評価して
いくことにつなげる試みである。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究の第一の目的は『夕のおひ風』と
『てにをは紐鏡』との先後関係を確定し，宣
長の研究の全体像を明らかにすることにある。
両者の先後関係が明らかになり，『夕のおひ
風』が先行するものであることが確定すれば，
宣長による研究への着手がより早い時期に行
われ，研究が体系化された時期も先行研究に
おける定説より早期に，かなりまとまったも
のとして完成されていたことになり，先行研
究において定説とされてきた着手時期に再考
を迫るものとなる。更に，『てにをは紐鏡』

の解説書とも言うべき『詞の玉緒』の成立過
程並びに『てにをは紐鏡』に引用される稲掛
棟隆の『三集類韻』の成立時期に関する従来
の研究にも再考を促すものともなり，研究史
における両者の位置付けを本研究によって確
定したい。 
 
(2) 近世という時代には現在言うところの
「係り結び」がどのようにとらえられていた
のか，現在の研究観点では宣長の研究の不備
としてとらえられている点がいくつかあるの
だが，今日的視点からではなく，当時宣長が
意図していた「係り結びの体系」というもの
を再検討する必要があると考えている。宣長
の「てにをは」観を『詞の玉緒』における記
述を中心に再検討したい。宣長の視点には，
彼とほぼ同時代を生き日本語における助詞・
助動詞研究を大成した富士谷成章の日本語観
と共通するものが見られることを本研究にお
いて明らかにし，当時の日本語研究者の日本
語観についても併せて検討したい。本居学派
の学説形成における富士谷成章の具体的影響
を検討し，研究史の空白を埋めることが本研
究の第二の目的である。 
 

(3) 「おのづから然る・みづから然する」と
いう術語は，春庭の動詞自他論において核と
なるものであるが，宣長の日本語研究におけ
る「認知的意味への視点」を継承しているも
のである。これを「日本語動詞が反映する空
間認知の特徴」をとらえているものと解釈し，
日本語の動詞表現の特徴を「日本人の空間認
知を反映しているもの」として新たにとらえ
直すことが本研究の第三の目的である。 
 
３．研究の方法 
(1) 『夕のおひ風』は『てにをは紐鏡』とは
異なり，刊行に至らなかった書であり，天理
大学附属天理図書館と本居宣長記念館の二箇
所に稿本が残っていることが知られるのみで
ある。本居宣長記念館には宣長の末裔による
寄贈により宣長関係の膨大な書籍等が収めら
れているが，『てにをは紐鏡』の稿本は，本
居宣長記念館所蔵の一冊が知られるのみであ
る。この稿本については幾度か直接閲覧調査
しているが，更に時間をかけ綿密な調査を進
めた。 
 
(2) 天理大学附属天理図書館における資料調
査は，研究代表者にとって初調査となるもの
で，『夕のおひ風』は貴重書和漢書となって
おり，直接閲覧することはできなかったので
あるが，文献複写により内容を確認すること
ができた。 
なお，『稀書目録和漢書之部』を閲覧する

ことにより，本居学派の周辺資料についても
複写を依頼することができた。 
 

(3) 『夕のおひ風』が『てにをは紐鏡』に先
行する草稿段階のものであるということが明



らかになれば，宣長による一連の研究の進展
状況が初めて明確となり，『てにをは紐鏡』
の成立過程が最終的に確定する。 
更に，宣長の『字音仮名用格』にまとめら

れる「仮名遣い」の研究過程とも連動する側
面を持つことになるのであり，「仮名遣い」
の問題との関連についても検討が必要となり，  
先行研究とは異なる観点から宣長の意識の流
れを新たに読み解いていく。 
 
(4) 『詞の玉緒』における記述等を含め，宣
長の「てにをは」観や日本語観についても再
検討し，更に，宣長と同時代を生きた日本語
研究者である富士谷成章の日本語観について
も検討し，両者の共通点を明らかにすること
で従来構築されてきた本居宣長の学問体系観
をとらえ直す。 
 
(5) 近世という時代における日本語研究にお
いて，日本語という言語により外界の現象を
とらえる言語現象に，本居宣長・春庭が見出
した「認知的意味」を今日の認知言語学の「空
間認知」という観点から解釈し，再評価する
ことで所期の研究目標を達成する。 
 
４．研究成果 
(1) 本研究の第一の目的であった『夕のおひ
風』と『てにをは紐鏡』との先後関係につい
て，研究代表者は主として仮名遣いに関する
両資料の学問的知見の観点から『夕のおひ
風』が『てにをは紐鏡』に先行するとしてい
たが，本研究において，『詞玉緒』と連動す
る『てにをは紐鏡』板本における中央の段数
表記（同書の稿本には記載されていない）が，
『夕のおひ風』の二本（天理大学附属天理図
書館本・本居宣長記念館本）のいずれにも記
載されていない点や例語の表記（カタカナ表
記からひらがな表記へ）等，先行研究では指
摘されていない点を付け加えることができ，
『夕のおひ風』先行説を補強することができ
た。 
本研究は先行研究において定説とされて

きた『てにをは紐鏡』の着手時期に再考を迫
るものとなった。更に，『てにをは紐鏡』と
連動する形でその草稿がまとめられていっ
たとされる『詞の玉緒』の成立過程について
も，『夕のおひ風』が『てにをは紐鏡』に先
行する稿本として位置付けられることとな
れば，着手時期はより早期に設定されること
になる。『夕のおひ風』については仮名遣い
の記述からその成立時期を特定し得ると考
えている。 
 なお，研究代表者は，宣長記念館本をもっ
て『夕のおひ風』の成立ととらえ，天理大学
附属天理図書館本を『てにをは紐鏡』への初
期稿本段階として位置付け，『てにをは紐鏡』
稿本を後期稿本として位置付けることを想
定しているが，『夕のおひ風』の二本におけ
る例語のひらがな表記とカタカナ表記の差
異等については，詳細な検討が今後必要にな

る。 
 
(2) 本研究の第二の目的は，近世という時代
には現在言うところの「係り結び」がどのよ
うにとらえられていたのか，当時の宣長が意
図していた「係り結びの体系」を再検討する
とともに，本居学派の学説形成における富士
谷成章の具体的影響を検討し，研究史の空白
を埋めることであった。 
 宣長を中心とする本居学派と富士谷成章
との学問的交流を立証するものとして，足立
巻一氏が宣長書簡（天明四〔一七八四〕年十
月）において成章の『あゆひ抄』についての
記述を発見されたが，これを裏付けるものと
して，研究代表者は『語法手扣』，『てにをは
扣』と仮称されている資料（本居宣長記念館
所蔵）を発掘し，『あゆひ抄』の抄出本とし
て位置付けた。 
本研究において両資料を更に詳細に調査

することにより，成章の『あゆひ抄』と宣長
の『古今集遠鏡』との影響関係が明らかとな
った。具体的には，両書における口語訳の表
現にかなりの一致が見られることを確認す
ることができた。 
『語法手扣』，『てにをは扣』の両資料は，

『あゆひ抄』の断片的写しであることを初め
て研究代表者が位置付けたのであるが，当時
の宣長における『あゆひ抄』の意味付けが明
確になったことで，研究史において極めて重
要な位置を占める資料となったわけである。 
 上述の書簡において，宣長は「皇国ノ言語
ハ凡テ活用甚精微ナル物ナレハ，クハシク説
ントスルニハ許多ノ名目ヲ立テザレバ説キ
がたき事也」と記している。これは，宣長自
身が『詞玉緒』で述べている内容に通ずるも
のであり，「多くの名目」すなわち術語を新
たに設定し，日本語の活用現象を説明しよう
としたわけである。両者がそれぞれ試みた実
証的・帰納的手法による研究の成果である。 
 研究代表者は，両者がそれぞれのアプロー
チにより，日本語の活用現象の体系化を確立
したものととらえている。具体的には，成章
にとっては「本末・引・靡」の活用現象，宣
長にとっては「三轉」の係り結びの現象であ
り，いずれも今日いうところの「終止形・連
体形・已然形」に着目することにより，体系
化を成し得たと考えている。『稿本あゆひ抄』
は安永二（一七七三）年頃成立し，『てにを
は紐鏡』は明和八（一七七一）年に刊行され
ているが，ほぼ時を同じくして，それぞれの
学説が形成されている。 
 宣長が『あゆひ抄』を目にした時，「日本
語の精微なる活用」に対するアプローチの手
法は異なるものの，宣長は成章の学説を理解
し得たわけであり，それは成章に対する高い
評価として表れている。当時にあって活用現
象の体系を理解し得る者が極めて稀であっ
たことは，宣長関係の資料に明らかである。
宣長が『あゆひ抄』から受容したものは，雅
語に対する当時の口語訳であったことが研



究代表者の見出した『語法手扣』，『てにをは
扣』の両資料における内容から明らかとなっ
た。 
 宣長書簡において『あゆひ抄』における活
用研究は高く評価されているが，その時点で
の宣長の関心は「雅語に対する口語訳」に向
けられ，それは，『古今集遠鏡』としてまと
められるのである。本研究により，足立氏に
発見された宣長書簡の真価を具体的に明ら
かにすることができたのであり，研究史にお
けるその意義は大きい。 
 
(3) 本研究の第三の目的は，本居宣長の日本
語研究に断片的に見られる「認知的意味への
視点」が,本居春庭の動詞の自他研究へと継
承・結実する過程を明らかにするとともに，
春庭の動詞自他論を「日本語動詞が反映する
空間認知の特徴」をとらえているものとして
新たに位置付け，日本語の動詞表現の特徴を
「日本人の空間認知を反映しているもの」と
して新たにとらえ直すことであった。 
宣長における「認知的意味への視点」を含

む「おのづからなる」言語現象の把握は，「い
にしへ」という時間軸においてなされている。
春庭の学説においては，『詞八衢』成立時ま
では宣長の言語観が継承されるが，『詞通路』
成立時に至って，春庭が用いる「おのづから」
という言葉には言語外の世界への認識の広
がりが見られるようになる。 
具体的には，『詞八衢』において春庭は「神

代よりおのづからさだまりありて今の世に
いたるまでうつりかはることなく」，「古ヘの
たゞしくうるはしきを」と述べる。これは宣
長が提示した時間軸が踏襲されるにすぎな
いが，『詞通路』では「たとへは日蝕月蝕の
さまを知たるも……日月の年々めくる事の
正しくていさゝかもたかふ事のなき……日
月のめくり詞の活のおのつからいと正しく
すこしもたかはされはなり」という記述がな
され，太陽や月の天体の運行になぞらえて，
言葉の定まりがとらえられている。 
太陽や月が巡ることを「おのづから」の変

化としてとらえ，言葉のはたらきも「おのづ
から」の定まりとしてとらえており，春庭が
用いる「おのづから」という言葉には，天体
の運行までをも含めたイメージが伴う。春庭
は，かつて宣長の『天文図説』を書記してい
るが，それを自らの語学研究に取り込んでい
るのである。 
春庭は，動詞の意味的機能を表すものとし

て，この「おのづから」を内在させた「おの
づから然る」という術語を用いている。この
春庭の術語としての「おのづから然る」とい
う言葉の用法を研究代表者は，認知空間とし
ての「マクロコスモス（宇宙）」の言語表現
における反映を意味するものとしてとらえ
る。「マクロコスモス」という言葉を用いる
のは，宣長の術語としての「おのづから然る」
が客観的な自然（nature）を意味するもので
あるのに対し，それとの区別をつけるためで

もあるが，春庭が「言葉のはたらき」を「日
月のめぐる」ということと同じように「おの
づから」と結び付けていることを，「普遍的・
絶対的に存在する秩序を，本来主観的なもの
である言語表現が一定のルールに基づいて
反映している」と解釈し，「マクロコスモス
の反映」という言葉で一つの概念として表す
ためである。『詞通路』に至って，言語現象
を時空との関係性の中にとらえようとする
春庭独自の言語観が形成されていることを
本研究により明らかにすることができた。 
 
(4) 上述した『語法手扣』は『てにをは扣』
の一部の浄書本であることを研究代表者は
特定しており，それについては，学術論文
（「本居春庭による『あゆひ抄』書写資料の
発見―『（仮称）語法手扣』の新たなる位置
付けと翻刻―」，『金沢大学国語国文』第 23
号，1998 年）としてまとめている。同論文で
は，『語法手扣』及び『てにをは扣』の一部
について翻刻を試みた。『てにをは扣』につ
いては，『語法手扣』において浄書された部
分のみの翻刻にとどまっており，その全容を
明らかにするべく，今後翻刻を進める必要性
がある。 
なお，思想の分野においては，「おのづか

ら」と「みづから」を日本思想のベースとし
てとらえる考察がある（『「おのづから」と「み
ずから」日本思想の基層』，竹内整一，春秋
社，2004 年）。また，時間と空間の二つの軸
から日本文化の特徴をとらえる日本文化論
がある（『日本文化における時間と空間』，加
藤周一，岩波書店，2007 年）。 
今後の課題として，このような思想的背景

や文化論的背景も視野に入れ「日本語動詞が
反映する日本人の空間認知の特徴」を「日本
文化の精神的特徴」と関連させる方向へ発展
させていきたいと考えている。 
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