対立的契機に立つ国語教育の方法

る︒

●

冬

現場で埋めてゆかなければならない中白として残されているのであ

r,1'i‑蝣曇=正作C.‑'‑'‑j"に して‑a‑'い﹁I?'*‑心しろK:TJ;は湘lJ註∵り解

と﹂とか︑ウ﹁文章を読んで'主題や要旨をつかみへまたへ人生や

じて︑各種の書物を選んで読みへ教養を高める態定を身につけるこ

野芋i^tfiH指:s^cr^,Kj oa?..?r印KIT'帆Kiziても'7﹁目的に・応

なのに'いつも軽い失望を感じる.試みに昭和36年4月発行の﹁高

学習指導上行き詰まって指導要領をひもどいても大体その抽象的

論人の扱い結びつきに思い当たるのである︒そうした宕味において︑

失わないかという点に思いをひそめると︑垣内氏の内容主義的方法

毛性は証明される︒逆にまたへ氏の損術が何故今もってその生命を

介氏の七変化を踏襲Lへ拠り所としなければならない所に'その不

現場の教授者が'依然として'契情に即した技術として︑芦田慰之

宅性はこゝに淵源しているといわなければならない︒多くの憤れた
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まえおき

式面ばかりを云々して'何を︑内容面で如何に教えるかという核心を

言語の木質に見られる対立の諸相
言語の伝達面に見られる対立の諸相

避けているという等であるO推術面の釦戊を軽視するわけではない

が︑そうした形式的技術は内容面での技術と相供ってはじめて成果

文に見られる対立の諸相

をおさ埼るはずであるQ形式的方法論ばかり隆盛するということは︑

社会の間瓢について考えを深めること﹂などの文言が羅列されてい

現代のHi'M‑Y‑Ci^Sにt H内代か[J‑即cr‑jor*けK'倍C.たように'

修辞法に見られる対立的発想の謂相

る︒いかにして﹁数社里向める態度を身につけ﹂させるか'﹁人生や

国語学・田文学と決‑結びつ‑串が喫緊の要事であるO

.﹂蝣ォ・'一日舛‑ "蝣f‑ '‑:'":>"Jもtごしい二Jもnilていで, 'jいO近時の 訂^rJ‑琳Orr

社会の開田について考えを決め﹂させるかといった仕事は'所詮は

まえおき

四 三 二二 一一

よ‑とする'極めて幼い堕頴のあとである︒

せ'自覚させるところに'国語教育の拠り所となる堰輯理念を求め

語文化の根底に梢たわる二つの契機の中に'対立の諸相を発見さ

以下はこの隣いを実現するた妙に︑言語の隣随と︑発想という言

いうもち時枝氏の行為というも︑項するに︑伝達という一点に絞

れざるをえなかったわけがあるのである︒ソシュールのメロ ルと

時枝氏の音韻と文字を媒介とした行為という微妙な言語硯も生ま

となる理由があるのであって︑またその矛盾を超克せんとして'

の対立においてことばをとらえようとする言語紋も不可避なもの

∴∵'''‑V.'

∵Jj・∴∵⁚りト・∵

∵::・こ∵一.V'

って考えてみると'言語の意味概念としての普遍的一面と'主体

H 言語の本質に見られる対立の諸相
言語の本質真裏間借成諭にとろか'言語過程説にとるかに拘ら

ょうどこの言語の性質は光の謎に包まれた性柘に似ているといえ

超克しよ‑とする努力のあらわれと見る等ができるのである︒ち

ず'言語の詔側面を種々な対立の相において把揺する覇が可能であ
る︒近時注目をあつめている信号索の問題にしても︑言語の営みを

.
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つものが技術に威した国語教育の必要を説くのも'それん＼必然

∴ ∵ ・ ・ ∴

性はあるが︑しかし言語の反面ずつを解明したものとしか考えられ

∵

観のこの対立も'主体的行動の中に止揚されると思うのである︒

エネルギーに両者を還元する覇によって︑統一されるよ‑に'言語

∴ ・

い

るO光は職かにある場合には物質としての粒子の性質を示すが'

I

︑

ていることも︑視点を準えれば'事物と違って'言語は表象であり概

i

・ . ‑ : 蝣 x . i 一

またある時には運動としての渡と孝之なければ説明のつかない性状

第二信号系として事物の剰戦である第一信号系と2<1左別して考えられ

・

念であるとい‑ことと同じであって'言語は事物に非ざるものに

・

.:‑‑.'''‑'i'∵

言⁚

よって︑事物を写さなければならぬという矛盾と対立を︑含んでい

∴.・.︑'・''1.''.'⁚

の紹介にしても︑子供の言語の発洗過程において︑第一に琵指され
限され'分析と総合を通して'刺俄条件全体に応じる新しい力学的

ない︒この対立を超克するためには'一望l豊川の惟界の外に出て'

た力学的ステレオタイプは'新しいステレオタイプの出現により制
ステレオタイプの発展に及ぶという指摘の中に'やはり弁証法的対

か1つていることをもってしても︑また感極まった未の︑言葉になら

のは︑巧みな言語のあやではなくて'話す'書く主体の誠意如何に

!f<‑ごく叶‑‑t⁝的に琴テし ても文山王蝣^cii^'^iな‑‑**‑‑. '‑ぺV:)は糾させる

人間主体の反映として言語を見なおす所にきていると思うのであ

立の姿を見うそのである︒
uTT 言F.Eの伍遠田に見られる対立の諸相
のものに徴妙な対立のあることに気付くO言語は流通するという

転じて伝達の両でこのことを考えてみると︑そもそも言語表現そ
点から見ると普遍性をもつ︒しかし'表課された言語は概念だけで

ない言斑が︑その身振りや衷情が'名扶し難い迫力をもって迫ってく

Tc,こしJV‑Wf二㌧しても'ご?. ': 'JJいう・ ぺ蝣g﹂に︑iHii‑^'r'か・*‑r

辞しられない︑徴妙なニュアンスの相異をもち'宕味を超えた個性的
両軍竺試す︒そこにソシュールのい‑言語ラング)と言(バロル)と

‑740‑

っているかが知れようというものだOその場合言語は'無言や︑身
振りや'表情や'動作によって'その本来の機能を制的されも否定

◆

に表現迫程の弁証法的対立の構造があるのである6

読むことの中にこの関係を探ってみると'真の理解を期待するた

に行なわれる対立をとおして'読書において'自己を形成し︑確立

は生まれ'所与表現は否定されるにいたる︒その肯定と否定の交互

一且の無条件の肯臣の過程を経て︑所与表現に対する疑問や'批判

めには'自己を控しうして所与の表現に投入することが肝要である︒

ができf>‑

されることによって'その機能を十全に発揮することができるので
ある︒そこにまた︑伝達上における別種の対立の相を見出だすこと
さてこ1らへんで言語主体の表現の過程を辿ってみることにした

することができるのである︒

決して頭の中に'一糸乱れぬテーマが確立されて'表現が生み出さ

次に書くことの中にその関係を扱ってみると'書くという現象は

い︒そこにもまた複雑な対立の止揚が見られるのである︒
まずへ言語主体は相手の理解をつねに前提とすることを侠たない
が'そのかぎりにおいて主体は'つねに他によって制約されること

れ:
る;
のA
で一
は・
な,
い︒
になる︒逆C?j古∫‑C"¥t.山.+f丈はいつ‑rJJZ己︑tv
*書
・く
仙過
・程
・の
,内
ふに
仁'
章思わぬ構想やテーマの改変を幾
度も重ねて完成される.苦くことと考えることとが書‑行動の中で

で伴っておりへそのかぎりにおいて'言語主体はいつも他を制約

し.否定せんとする衝動を内政している︒この対立は'文体の奥に︑発 否足したり'されたりしなから'発展するところに創作の秘密があ
る︒少しでも習くとい‑解放をもった人なら'考えただけでははっ
変身して'深く淀み︑潜んでおりへそうした内面のメカニズムにま

わかっていなかったということを召く.ことの過程で発見する︒あ

きりしなかったことが開明されたり︑逆にわかったつもりが少しも

想法とかへテーマとかへモテイープとかプロットとかいったものに

V'・
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さらに間‑という両から考えてみても︑よい聞き手は'相手によく

を経て止揚され︑高められてゆくのである︒

ら川
ゆり
る:
認a
識L
力﹂
のは
直観
拭二に︑:i‑什∵‑):..;山Cに隼r^fQt7土が七^iC<‑
文的
;総
'合
・で
‑あ
Vる
'行
J動
い一
う般としての書くことを通じ
て人間の理性や悟性や感情や感覚や意志はさまざまな対立の局面

シナュエイシmンとは違‑のであって'例えば話すにあたって大

衆を前にするか'一人を相手にするか︑また厳封な式場でか︑くだ
けたテーブル・スピーチかへその場面場面に応じて話し方も変わ

気ある発展に持ち込むことを幣心味Lt先ほどの むことに見られる

入れると同時に︑紐設的な意見で相手と対立する串によって︑話を沼

る︒ということは聞き手は'まず自己を空しうし相手の意見をうけ

の覚悟がいるのである︒表現主体はその場両からつねに制約されへ

弁証法的対立と同じ関係を発見するのである︒しかし聞‑こと︑話

話させる人であって'聞くことは単なる静的な状態ではないのであ

激し‑対立しているといえるoこうした対立は形式的に固定したも

すことはまったく同じ作用・機能とは言えない︒開‑ことは一に生

る︒そうした意味での場面なのである︒哲‑に当たっても︑親しい友

のではな‑て'相手や場面やあるいは自らの発した言芳自体から絶

人への手紙と︑敬すべき恩師への手紙とでは︑まった‑異なった主体

えず制的されたり'似きかけたりしなから形象をつむぎ出すところ
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身の人間との対立であり'又多人数を対象とすることもあるという
点で'読むことが'一に︑あ‑までも'作者と読者の一対一の対立
であり'二にあくまでも思酔的の営みであるという点と鋭‑対立し
ているといえる︒したがってfl:i3むことによってへ,M体は'個人的へ
隅神的に高まるけれども'開‑ことは社<h性の陶冶という'より
現実的側面に大きな力を発揮するといえるoそれは生身の話し手

の:蝣蝣'i‑j八〇‑'蝣‑;るこ‑J‑n'r‑pめ れる";¥J為る︒ここに対立を

契機とする国語教育の拠って立つ一つの基点があるのである︒

肖 安に見られる対立の諸相

さきにことばの中に'普泊的地思味欄念の面と︑主体の意志と場面

との有機的対立によ/一て生まれてくる︑個性的表現のニュアンス

との対立を見てきたが︑文にもl.定の思想を伝達する側面と'発細心

られたりすることによって可能となるのである︒
話すことにおいても書‑ことにおけると同様へ話すという主体的

思湖心の学と'国語教育は鋭く対立するのである︒したがって私はこ

教育の対象とすべきものだと確信するoその点で単なる意味学や'

が指摘される︒後者を私は文体と呼びたい︒この文体こそ私は国語

の差異を前提とする︑表現の個性的1こアンスの対立のあること

行動により'自己の思想を統一的に把損するという点は相似ている

の文体を現前させるカである糞憩の内に﹁まえおき﹂でいったとお

に接して'大きな人格的影響をうけて感化されたり'逆に反省させ

が'話すことは聞くことと同様'社会的な営みである一方︑その表

り'積々な対立の契撃hJ見出だすことを'太稿の主目標としたわけ

現の反応が即時的であり︑話し手︑聞き手の問に時々刻々へ対立を

である︒それはまた後に譲るとして︑まず当面は'それ以前の文の

書‑こと'詑むことは'本質的により多‑個人的・断定的・裁断

契機とする'発想の訂正や改変が行なわれる点に静止的な書くこと
との相違があるのである︒

弁証という形式を好んで執った理由も'話し聞くことの妥当性と発

れるのも'この辺に起因しているのであるo ギ‑シ丁の習字者達が

流動的・行動的であると言える.時枝氏が言文一致の不可能を説か

構造は把捉されるのである︒これは意味学的国語学へ言語構成諭に

的意志に対応する.この両者の対立の止揚をとおして'入子型の文

あるo ﹁詞﹂は︑普遍的な意味に対応し'﹁辞﹂は'表現者の主体

学者の説を敷柑したへ文に見られる﹁詞﹂と﹁辞﹂の対立の現象で

立の相を発見することができる︒即ちそれは'江戸時代以来の国語

そこには︑言語に見られた普遍性と主体性との対立に相関した対

叙述そのものの中にメスを加えてみたいo

展性にあるといえる︒しかし み書くことを軽祝しては思想の高揚

立つ国語学の'文節をとおしての文把捉の'形式的・機械的分割方

的・形式的・思惟的で'聞‑こと・話すことは社会的・協調的・

るおそれがあるo詑み'誓‑ことによりへ.高く悟り'話し聞くこと

は望めず'いたずらに外面的に社<Mに適応する輯両の人相を形成す

式を完全に被った意味で剤目すべき仮説といえる︒こゝに真に看概

して文学の'とくに古典の襲甥主体に鋭く泊ることが可能となると

的・,三体的な文把紐の遠は切り開かれたのである︒この仮説を基と

によって︑俗に還る真の全人教育こそ肝要である︒
項するに'誹み'召き︑話し︑聞く︑それぞれの中に対立を契機

ともに︑生きた文法指導や言某づかいの指導が可位となるにいたr

として主体を弁証法的に高める働きのあると同時に'読み'書くこ
とと'話し'閏‑こととの'二垣の行動のせめぎあいの中に'調和・
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●

一例を挙げるならば︑口語助詞の﹁ノデ﹂と﹁カラ﹂の後妙な相

たものは折口氏の他にはないわけで'以Fの私の作業にも'それを

そうした修辞法の問の関連を見出すとい‑困難な仕事に糸口をつけ

枕詞'序︑縁語'掛け詞'対句の発生に︑鋭い洞察を示し︑またへ

成果をある程度︑とり入れないわけにはゆかなということである︒

違なども'旧来は見逃がされがちであったが'﹁ノデ﹂は補助動詞

たのである︒

にだけ接続し'﹁カラ﹂は助動詞にだけ撰続するOそのことは前者

大いに援用させていただ‑こととする︒

.JJ無関係ではありえない︒このようにして意味としてはとらえ難

は'神の啓示に至る'心意のたゆたいにあると説かれる︒口から出

て︑神浸きの狂乱にその端を発したものと考えられ'対句・堅詠

折口氏の所説によれば'対句'枕詞へ序詞'縁語'掛詞はすべ

は比較的客観的な穏当さの抑きをもつに反して'後者は後続の

い'放妙な言葉のニュアンスまで'先程の仮説に照らして甲bかと

で'古代歌託や祝詞等に見られる混沌たる文言の繰り返しはす

まかせの文言を‑り返しながら︑しだいに核心に近づく方法なの

﹁辞﹂たる助動詞にひかれて'主観的・高圧的な弾きを叩びること

なる︒か‑して言茸の生きた指導も旧来の文法では到達不能の世界

ちへ直らひ'直びの思想とも無関係ではなかったと思われる︒枕

ゞ一回の呪畠では完全な効果を期待できないとする心意︑すなわ

べてここに淵源する︒これはまたへ古代人の心を交配していた'た

に'無限に細密化しながら迫ってゆける道は切り開かれたのであ
る︒
脚 修辞法に見られる対立的発想の諸相

詞'序詞へ縁語'掛詞は︑こ‑した古代人の神意の核心を求めての

群を契機として'突如︑解決されるところに発生の動機をもつと氏

言語や︑言語表現上に こうした対立の諸相を見てきたのである
が'更に根源的な発想の底にも'また様々の対立的契機を見出さな

は説明される︒対句・毘句との大きな相違点を'響憶の契機を含む

模索が'嘱目のものを'出まかせに語りつゞける‑ちに'一つの言

いわけにはゆかない︒
そもそも言語文化にとゞまらず︑人類文化全体の庶流として'有

か'否かに求められたわけである︒その響愉表現の中でtは(香)

の核心に'突如.触れる動機をなすことばが'縁語であり'掛け詞

るものに麗しく'但し‑対決し︑あるいは︑鋭妙に触発される姿を
見るのである︒そして︑脆弱な主体がその苦悶のはてに'見事に

であると説かれるのである︒しかし'注意すべきことは'これらの

限なものへ限定されたものとしての主体が'無限なるものへ永遠な

普遍性と永遠性を垣碍した崇高な姿にも接することができるのであ

修辞法は'たゞ発生の動機だけでもってその全般を律することは

できないということである︒氏も対句・毘句の形式的完成を人聴呂

る.そこに文化遺産に鼓す.る喜びもあるのであるoしかし︑こうし
た抽象論に'今'時を過ごすことはできない︒以下'国語教育の対
象とする修辞法の上に'具体的に対立的発慾の跡を辿ってみること
とするoますそのことを始めるにあたって'断わって̀おかなければ

いに忘れ去られるのが人生の定めである︒すべての文化現象は︑一

するへ芸術上の価値紋が田讃するのであって'発生の動機は︑しだ

に見ておられるが︑こうなると'整斉菜を求める個人意識に広胎

ならないことは'古代文学の発想を開題せするからには'民俗学の
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序'縁語へ掛詞もこの例外ではありえない︒当初に見られた'祭把

ムそのものの価値の容認を人間に強いるにいたるのであるo枕詞'

旦難生するとへそれはフォルムと化し'第二の日照として'フォル

は︑ni‑i拭指へLJi^p'^yl:‑o こ‑した(‑;蝣'妃的叙事かI‑︒個性的

誕生があるわけであるが'その時点に︑折口氏指摘のとおり'序

つれて'人々は自己の内両をのぞきこむようになる︒そこに野情の

性のもたらす'現矢のあらしが吹きすさぶに及んで︑形を評‑するに

部分との対立が見られるようになる︒祭紀的な論理が︑しだいに政治

けt‑にドーーfl‑＼山f,‑*‑ 'にt Pr誉しぶけるuc'Jv﹂に輿つけることができ

の'殻巧的佃Mを詳わにするにいたるのである.氏自身も後世の自
然描写はこの序に見られる﹁ほ﹂に照応する︑嘱目の嬰愉表現に

の巾には︑混沌とした'諭班以前の論理と'統一ある論理の対立を

るのである︒前提が長くなったが︑要するに'序や枕詞を含む叙述

的'信仰的な契機はしだいに失われて'古今環などでは全‑異質

起瀕することを説いておられるのである︒そ‑した配蛇を忘れない

含む理由がこゝに在るのである︒

よ‑に心がけながらへ個別に'それ︿の修辞法に見られる対立の
契機を追求してゆくことにする.
これは相当古い起潤をもつもので'入籍学的な広い立場からの考

沌を予感Lt論理にのみ現りきれなかった心情の必然性を探索する

れない'序詞や枕詞の中に'文学以前の古代人の信仰に根ざした混

近代的な個性主葬の立場よりすれば'まった‑冗舌としか考えら

察が必要であって︑容易に納得のゆ‑理解に到達し難いのである

其の一枕詞と序詞に見られる対立の諸相

が'先述のとおり折口将士のお考えにはま傾聴すべきものがあるので
そのものがアLlミズムの.親点からとらえられていた点からみれば'

が存在するのではないかという︑割り切れなさが残るのである︒先

当残存して命脈を保ち続けたことである︒そこに枕詞と異質なもの

衰亡の一途を追ったことに比すれば'序詞の方は古今環などに'相

更にもう一つ考えてみなければならないことは'枕詞は万#L以後

・・zS‑‑f. '一てC叫﹂ に*﹂.‑v‑ってどうしても屯.竹<‑>j;‑?るのでおる︒

当然祭紀的色あいを脱することは許されないのである︒つきつめて

ある︒その説の嬰旨ほ︑嘱目の自然の官職訳現とい‑もへその自然

みれば'祭妃のにわでの神がたりが'序や枕詞の起源であったわけ

て︑なおその機隈を'多少の変質は退けられないにして・d保ち託

けたのである︒そのことは︑嘱目の自然をへたゆたいのうちにえが

述のように'序は'自然描写が発達し'固着した平安朝にいたっ

‑機能とは異質なものをもつのではないかという疑問をいだかせる

で'序はそうした神がたりの圧相されたもの'枕詞はさらにそれの
土地の事を述べようとするにあたって'必ずそれに開運ある神の叙

圧縮されたものと見ておられる︒古代人には'ある一つの事柄や'
事詩をまず語らざるをえなかったのである︒したがってへ神がたり

に十分である︒

よるものは'平安朝には少な‑︑掛詞によるものが多いのであっ

さて'同じ‑序といっても'同音の繰返しによるものや'比倫に

其の二 掛詞に見られる対立の相

が生粥の全面を覆っていた問は'序や枕詞に見られる簡略化は生じ
い︒そうした生柄の中にしだいに政治的なものを契機として'現実的

ないはずで'その表現の全体は神がたりで埋められていたに違いな
なものが割り込んだ時点にtmv現の上でも︑序詞や︑枕詞と'論理的
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てこれ・,:'先・t‑q:.:.'‑﹂r準.,問題し;﹂>("蝣;サぺ,rて いこいて&

▲r

対立的にうか.rj上って‑るところは︑序に見られる語り口と全‑同

一とさえいえるのである︒しかし'それはあ‑までも'古代的なも

立脚する技巧的硯念に多くを負っていたのである︒その点では'掛

Cの罷HIこi蝣蝣‑'?:州でiS‑1Cf>'; '蝣写∴L ・・＼て'そ.︑I7*1'‑ '. '*¥い 代的苧豆1

判って'詳しく後述するように'和歌は本来︑問答に起源をもつ
対詠的なものであるが︑奈良朝以後は'旋頭歌にわずかにその名残

‑は述べなかったが'この時代にはいると'祭紀的混沌は次第に消

詞や'枕詞も全‑同様の過椛を辿るのである︒枕詞は'あまり詳し

る︒

りを見出すに過ぎないで'新しく奈良朝末期に連歌の形で︑その伝

えて'新し‑'﹁雨ふればかさとり山の﹂とか﹁花がたみめならぶ

統は復活するわけであるoしかし和歌自体は'依然︑二人称への語
りかけを失ったわけではなかった︒私は平安朝の掛詞や掛詞による

人の﹂とかいった芙しい連想を捕える枕詞が出現するのであるOま

ヽ

ヽ

ヽ

けぬべき﹂とか︑﹁株

序を'こ‑した和歌の対詠性の内攻して'一首刀うちに自問自答的

ヽ

て学乙たといえる︒古今蔓などの'一首中に'損才や落語に今もっ

となっているわけでへ その機が熱するには'やはり古今隻の時点を

フォルムとして固着化し'同時に流通可能なものとなることが前提

念の逗合が成立するには'こうした語と語の結合体が一つの文学的

心細‑も﹂とか﹁白tiの・・・‑・・・思ひきゆ﹂といった敏

ヽ

による

たへ話の筋をもどすと'大体'﹁朝露の
ヽ

に二つの語り口を含むにいたった形と見るのである.こうした伝統

ヽ

的・古代的性柏が'時の'趨向を兎んずるへ主知的傾向に琴見られ
て見られる'もじりや僧落・地口を駆使しくのかけあい的なものを

てへその両名の磁妙な﹁もてはやし﹂の中にtかそけさthJを表現し

関係なフォルムとしての副次的形象を二束写し的にモンタージュも

要するにへ縁語は'主慾をなす中心的形象に'それと内的には無

侠たなければならなかったのである︒

見出すのも'あながち迷妄とはいえまいO
其の三 縁語に見られる対立の相
辞法が本当にへ技巧的に完成されたのは'平安時代であった︒この

序の中にすでに掛詞と縁語の兆を見たのであるが'この二つの修
時代の主知主轟がへ この縁語という修辞をもきわめて鋭くとぎすま

念が見出せるのである︒これは批田色紙氏のいわれる'平安朝文学

ヽ

対句というと撰文をすぐ連想する︒話は飛躍するが︑撰文は日本の

其の四 対句・堤句に見られる対立の諸相

よ‑とした修辞法であって'そこに近代的ともいえそうな技巧の観

した︒もちろん'掛詞に見たと同様のへ古代的かけあいの残映がな
いわけではないoその意味では縁語は掛詞と本質的に対立するもの
ヽ

に見られるaJ似近代的な珊熱と舛関係であるまい︒

ヽ

ではないのである︒
ヽ

鈴虫のこのゑのかぎりをつ‑しても

名文家といわれる人々ときわめて.%い関係があることは疑えない︒

ってのみ出されたといえる︒瀕石然り︑門外へ佐藤春夫︑永井荷風

近代に限ってみても︑相調の高い名文は 浜文に造詣の狭い人々によ

(源氏物語)
﹁鈴虫﹂に﹁鈴﹂をかけへ ﹁ふる﹂に﹁振る﹂を掛けへ両者をつ

長き夜あかずふるなみだかな

なぐ﹁給を振る﹂という︑この和歌の主怨とは鮮関係な語り口が'
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大方は'対立的発想に負っているのである︒しかし'その対立は単

語の精班に泊ることができたに違いないOそしてそのレトリックの

のであるOその原因を探ってみると'洪文には極めて明快なレトリ
ックがあるのであって'彼等はこのレト‑ックに触発されて︑日本

然り・近代の名文は漢文の扶介な‑しては︑考えることができない

対立でなかった所に'彼の精神的・思想的限界を指摘しっゝも︑き

丈記が中国の記の文体につながるものでへその対句が異質なものの

巧みさけへ漢文に負・つているといえるのである︒永和安明氏は'方

ことがまた'漢文の論理性に結果されているとするとへ貫之の文の

を逆接の接続助詞でつなぐことにあらわれており'その逆接という

があるOこれなども先程の命題を具体的に裏付けることになると思

∵

わめて既密な論理性を恒得しえた点に価値を見出しておられるのは

う︒先述の貫之の対比的発想は措辞の上でー'対立する二つの内容

は極めて複雑'陰機といえる︒このことは︑和辻氏が﹁風土﹂の中

純明快'しかも蛸在的である︒それに比して'日本文における修辞
でふれられたように'単にモンスーン的とのみ裁断できない︑筏多

が,国文の措辞を著し‑変質させると共に'向上させたことは疑い

r,i'

の否定を含みこんだ弁証法的な伝統と環境に培われた'日本人の気

ない︒このことは上代から'明治︑大正にいたるまで'随所に指摘

⁚

質の複雑さと無関係のものではあるまいo彼等はこうした明快な︑

することができるOしたがって対立的契機に立つ︑国語教習に占め

∴

理性を自覚したのにちがいない︒私はかつて︑土佐日記中︑入京の

文における対立の理法に触発されて'日本文の潜在的な'対立の

る漢文修辞法の地位はきわめて重大といわねばならない︒

田代にいたっては律詩に必ず用いなければならぬよう定式化され︑

さてその対句・毘句は洪詩の歴史では'詩経・廷辞等に起源Lt

夜の自邸で'その荒匿ぶりに︑あずかった隣人の非情を恨む筒所等
に'相手の要りなさを一方で︑毘み重ねるようにきめつけ︑他方'
自分の一点非のうち所のない芙点をつきつける'対比の見事さにう

リズム的快感を目的とするようになって弱廃の様相を示すo古文の

隆盛につれて︑こうした傾向もすたれ'対句は﹁記﹂のジャンルの

固着した︒散文では一足早‑六朝の四'六餅文に︑内容と置印して'

いては'﹁を﹂ ﹁に﹂ ﹁ものから﹂ ﹁ものゆゑ﹂ ﹁ものを﹂等の情

中に︑新たな装いで驚場する︒そして︑それは現実の動きを'きわめ

たれ'その対比が逆接の助詞で綴られている所に着目し︑土佐日記

緒的逆接語の使用数に比べて﹁ど﹂﹁ども﹂という論理的逆接語の
使用数がきわのて高いことを発見した〇一方舌代の法令の洪文を調

に照関するJ^lv︑前向きの 翻心に堅蝣;'J‑jていたといえる t:‑.t‑a‑とi':J

対句は'多‑見られるが'どれも'内容としての作者の心意を過随

全体の逆接の数を調査して'他の物語類と比較した結果'貫之にお

べた結果へ文学的洪文に比して'﹁班﹂という逆接語が極めて多用

ことのできない'異質の窄憩に粁ざすのではないかという疑いが'

辞における対句は'こうしたへ作為的なリズムや論理性では律する

て通花に'‑アルに展開する機能を琵碍する︒他の各相の古文にも

されていr(・ことも発見した︒この二つの帰結を結びつけて'さらに
調査を進めてゆ‑とへそ‑した法令に撰する機会の多かったはずの

おこるのだが'それは︑詩経が︑あるいは廷辞が民話である限りへ

国司階級に'貫之の散文と同様の傾向を発見して貫之の文の︑主知的
の巧みと'法令的漢文とが無関係でないことを立証せんとしたこと
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く和歌の惟界から姿を消していったのである︒以上へ種々な対句や

若し・＼V:‑y‑‑1して︑へいに沖<蝣蝣;/;蝣'⁝PwcyyLj‑;:'r7V:ォi せるかいごと

﹁雅﹂や﹁璃﹂が民話であることに疑いをいだ‑むきもあるかもし

っとも原初的なものであって︑それだけに︑発想における対立とい

佳句を眺めてみたのであるが'頚するに'くりかえしの修辞は︑も

当然おこる確聞といえるo 詩mにおける﹁風﹂はさておいて'
れないが'﹁雅﹂については'我閥の催馬楽・神楽歌が'くにぶり

事契我国の民話を見ても'今もってへ‑フレインは欠かせない契

挙げようとする発想に'彼等が立っていた点だけは準えないのであ

照'対称'対訳といった対立を契機として'何らかの表現の効果を

も'あるいは固定化したものとして捉えるにしても'要するに'対

うことが'人間にとっていかに大切であったかということをいえば

の歌を母胎としていたこと'﹁項﹂については'祭妃が民族の民俗

機なのである︒それが'民伶学派の説‑ように'神愚きの狂乱の中

る︒個々の問題にあたっては'教授者・竣教授者が一体となって'

足りるのである︒そしてへそれを発生の契機において揮えるにして

に'神意を求めてたゆたうことに︑起源するものなのか︑醗史社会

の基礎となりへ決‑結びついて分かち難いことを考えてみれば︑こ

学派の説くよ‑に︑労働の場における掛け声的のものに起源するも

こうした斑点に立ちながら'創作主体の発怨にまで'掘り下げのメ

のことは判然とするのである︒

のなのか'にわかに即断できないが'少な‑ともへ詩経や楚辞の対

スを加えてゆかなければならないのである︒

に'あれかこれかと言い代えている‑ちに'意識的に言語を対偶し

靭って'我が国古代の対句に日を向けてみると'綴初は無悪諭

が抽象的説明であれば'転句は必ず'具体的な自然描写となり'逆

と'心理的起伏とい‑か'一柘の内在符を見出すのである.起承句

茨ぽしてみたいO 起句・承句と転句の関係を仔細に点検してみる

縄文の修辞法に触れたついでに'漢詩の起承転結の技法に考察を

句には'祭紀的なものや'共同体的なものに根ざす'幼なさと混沌

たり'思想を桜通りかに言いかえてみたりするようになり'ついに

のせめぎあいのうちに'結句の中にテーマは止揚されるのである︒

に起款が自然描写であれば転は説明となるOそうしたへ 理性と感性

が見られることは疑いない︒

一つには賦し詞となる︒これは主に民話に見られる現象である︒そ

そこに揖詩の徴妙で'ダイナ,,,ックな味わいの秘密が港んでいるの

は段々形式本位になって'無理に対偶を作るにいたるoその方向l
の二には寿詞に結実の場所を得るのである︒こうしたへ とうとうた

(香川県立蔓通寺第一高等学校教諭)

函mat

は'紙数のつどうで保留させていただきます︒‑ 編者)

㈲ 修辞法以外の種々なる発想に見られる対立の諸相

(これにつづ‑

る形式化の流れの中で'つねに対句の中に内的緊張を盛り込むこと
に成功したものが外ならぬ人麻呂の長歌であったo彼は対句を内容
と深‑結びつけて'生命あるものとしたばかりでな‑'枕詞さえ︑
純粋響境として使用しえたのである︒これを可能とさせたものは'
ていたからであろうOそれ以後の赤人・憶艮らの長歌においては'

彼の資質もさることながらへ英雄時代の精神の高揚が強く彼を琴見
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