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君待跡

吾戀居者

我屋戸乃

簾令動

秋之風吹
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君待跡 kimi matu to
my.lord wait as

吾戀居者 wa ga kwopwi woreba
I GEN love PROG.as

我屋戸乃 wa ga yadwo no
I GEN  hut     GEN

簾令動 sudare ugwokasi
curtain move

秋之風吹 aki no kaze puku
autumn GEN wind blow
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Syntax
{Clauses} and<Phrases>
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古事記歌謡 712

日本書紀歌謡 720

風土記歌謡 730

仏足石歌 753 以降

万葉集 759 以降

続日本紀歌謡 797

依拠するテキスト
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統計

• poems: 4976

• words: 89,356

• morphemes: 15,795

• verbs: 22,855

• verbs with ID: 16,867

• verbs without ID: 5,988

• adjectives: 3,601

• copulas: 2,942

• adjcops: 2,922

• phrases: 26,927

• argument phrases: 11,265

• argument phrases containing no case particles at all: 6012
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どんなことができるか。

分かち書きと「複合動詞」という指定だけでは





万葉集の複合動詞

• 複合動詞は受身の助動詞「ゆ」や使役の助
動詞「しむ」に続かない。

• 複合動詞に於いては副動詞「かぬ」は否定助
動詞「ず」に続かない。

• 複合動詞に於いては可能助動詞「う」は副動
詞「かつ」に続かない。

• 非能動詞と非対格動詞という組み合わせは
複合動詞に殆ど見られない。



活用形、節、と「項」を指定すれば



万葉集の従属節



意味役割を足せば



格交替が何と共変動するか

• 「飽く」の Theme：に、を、が、の

• 「忘る」の Theme ：を、が、の

• 「のむ」の Goal：を、に

• 「知らなく」の Theme：を、の

• 使役構文の Causee：の、に
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格の交替：「忘る」

「を」格の Theme：

靡相之 宣君之 朝宮乎
忘賜哉

なびかひし よろしき君が あさみやをTheme

忘れたまふや (MYS.2.196a)

尊敬の副動詞

17



格の交替：「忘る」

「が」格の Theme：

従蘆邊 満来塩乃 弥益荷
念歟君之 忘金鶴

あしへより 満ち来るしほの いや増しに
おもへか君がTheme忘れかねつる (MYS.4.617)

可能性を問題にする副動詞
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格の交替：「忘る」

「の」格の Theme：

面形之 忘戸在者 小豆鳴
男士物屋 戀乍將居

おもかたのTheme 忘れてあらば あづきなく
をのこじものや こひつつをらむ (MYS.11.2580)

状態的 analytic predicate（Agentを背景化？）

19



文法役割も盛り込むか。

さて、現代語から考えて、上代語を見てみよう。



現代語の主語繰り上げ構文

(1) a. 山田は田中が馬鹿だと思っていた。

‘Yamada thought that Tanaka was a fool.’

b.山田は田中を馬鹿だと思っていた

‘Yamada considered Tanaka to be a fool.’

(Kuno 1976, pg. 26, #17a,b)



主語繰り上げ構文として不成立

(2) ?山田は自分を愚かな男だったと思った。

(Kuno 1976, pg. 41, #89)

(3) *ユリエは一角獣を二匹庭にいると思う。

(4) *この漬物をだんだん美味しくなると思う。



用例を探してみよう。





Googleで検索

「日本をもっと駄目な国だと思い、（…）」

（他動詞を含む引用文も拾ってしまう。）





日本語動詞の結合価

「叔父、叔母を本当の親と[[思]]って育ちまし
た。」

（依拠するテキスト：朝日新聞記事、アエラ記事、
日本経済新聞記事、平凡社大百科事典記
事）





太陽コーパス（１８９５－１９２８）

「（．．．）己も知らぬことのあるを耻と思ふ習慣にてありつれば
余は少年の時より、 （．．．） 」

「（．．．）人心の定るを待つを妥當と思へり、然るに士民の界線
は卒に畫斷せらる 」

「（．．．）相撲の眞似をして遊ぶを無上の快樂と思ひ。相撲取
の如く肥え（．．．）」

最初の５４個の該当者に三つの用例





The Oxford Corpus of Old Japanese

動詞を指定しなくても、その構文を全て割り出
せる。



The Oxford Corpus of Old Japanese

• 夜知富許能迦微能美許登波夜斯麻久爾都麻麻岐迦泥弖登富登富斯
故志能久迩迩佐加志賣遠阿理登岐加志弖久波志賣遠阿理登伎許志
弖佐用婆比爾阿理多多斯用婆比迩阿理加用婆勢多知賀遠母伊麻
陀登迦受弖淤須比遠母伊麻陀登加泥婆遠登賣能那須夜伊多斗遠淤
曾夫良比和何多多勢禮婆比許豆良比和何多多勢禮婆阿遠夜麻迩奴
延波那伎奴佐怒都登理岐芸斯波登與牟爾波都登理迦祁波那久宇禮
多久母那久那留登理加許能登理母宇知夜米許世泥伊斯多布夜阿麻
波勢豆加比許登能加多理其登母許遠婆

• yatipoko no kamwi no mikoto pa yasima kuni tuma makikanete topotoposi
kwosinokuni ni sakasi mye wo ari to kikasite kupasi mye wo ari to kikosite
saywobapi ni aritatasi ywobapi ni arikaywopase tati ga wo mo imada
tokazute osupi wo mo imada tokaneba wotomye no nasu ya itatwo wo
osoburapi wa ga tatasereba pikodurapi wa ga tatasereba awoyama ni nuye
pa nakinu sanwo tu tori kigisi pa toyomu nipa tu tori kakye pa naku
uretaku mo naku naru tori ka ko no tori mo utiyamekosene isitapuya
amapasedukapi koto no katarigoto mo ko woba (KK.2)



（ＫＫ．２） の用例は現代語では成り
立たない

上辺では似た構文かも知れないが、意味の上
では性質が違う。

はたして同じ構造なのか。

現代語のこの使い方は何時からか。
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