
“後悔”と賓語

語史的観点から見た“後悔”の自動詞性と他動詞性

伊 原 大 策

1、はじめに

“後悔”は原因賓語を従える動詞として知られるが、この語のいわゆる賓語

（目的語）には二つの型がある。一つは“我根後悔傲那件事”（私はあれをし

たことをとても後悔する）であり、もう一つは“我根後悔不該倣那件事”（私

はあれをすべきでなかったととても後悔する）である。前者は“後悔”という

動作が発生するに至った原因を示すものであり、後者は“後悔”という動作の

具体的内容の説明である。現代漢語において両者はいずれも賓語として認識さ

れるものではあるが、動詞と賓語との関係について見た場合、この二つの賓語

は同質のものではない。

そこで“後悔”のいわゆる他動詞（賓語を従えることが可能な動詞）として

の文法機能に注意を向けると、明代白話の読書経験の中で“後悔”が賓語を伴

う例に遭遇したことのない事実に気づく。現代漢語の他動詞には、最近になっ

てようやく賓語を取ることの可能になったものが複数存在するので、“後悔”

もそうした例の一つと推測できよう。

ところが、文言に目を向けると、「～ヲ後悔ス」と訓読できる例があること

から、上古漢語の“後悔”は賓語をとることが可能であったらしいと考えられ

る。とすれば、この語は上古では他動詞、明代では自動詞、現代では他動詞と

いうかたちで文法機能を変えて来たことになる。つまり、“後悔”は以下のよ

うな変遷を経て現代に至っているらしい。

“後悔”の自動詞性・他動詞性

上古
；

明代
：

現代

賓語相当語を後置する；賓語を取ることがない：賓語を従えることが可

一旦獲得された文法機能がある条件のもとで消失したり、もともと存在しな

かった機能が新たに発生したりすることは語法史の上でしばしば観察できるこ
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とである。しかし古い時代に一旦失われた機能が長い時間を経て再び獲得され

るという例は、必ずしも普遍的でない。上古と現代は言語環境が大きく異なる

はずであるにもかかわらず、明代までに消滅したはずの上古漢語の文法機能が

なぜ現代漢語において復活しているのか、また、現代漢語になぜ二種類の賓語

の型が存在するのか、これらの点は興味の持たれる問題となる。

そこで小論は、“後悔”が賓語を伴う機能に関して変遷過程を追跡し、その

背景を探る。合わせて、近世漢語において自動詞が他動詞化する際のパターン

の一つを明らかにすることをも試みる。

2、上古漢語の“悔”と“後悔”

上古漢語において、“悔”はその後ろに賓語を伴うことができる。例えば、

1，夫軽強秦之禍，南信楚之謀臣，王必墜之失。（《戦国策》〈韓一〉〈秦韓戦

於濁澤〉）（そもそも強秦の禍を軽んじ、楚の謀臣を信じれば、王はきっと

悔いることになるだろう）

2，禍之来也，非某所生，故不盤英行。（《准南子》〈詮言訓〉）（禍が来てもそ

の生ずる理由が自分にないので、行ないを悔いることはない）

3，是時，懐王盤不用屈原之策，以至於此。（《新序》〈節士〉）（この時、懐三

は屈原の策を用いなかったばかりにこうなったことを悔やんだ）

このように、“悔”は代名詞、名詞、文のいずれをも後置成分として従える

ことができる。

次に“後悔”の例を求めると、以下のように用いられていることが知られる。

4，身以困窮，錐後悔之，尚格葵及？（《呂氏春秋》 〈仲春記〉）（自分が危険

な状態になって、これを後に悔やんでもどうなるであろうか）

5，身鱒離散，薦天下致，不可正諌，維後悔之，絡可奈何？（《呂氏春秋》〈慎

大覧〉）（肉体はバラバラになり殺され、正しく諌めることができなければ、

後に悔やんでもどうしようもない）

6，俄則束乎有司而戟乎大市，莫不呼天疇笑，苦傷其今而後悔其始。1（《有子》

1例6の“而後悔”について、「而ル後＋悔」ではなく「而シテ十後悔」と読むべきであること

は文脈により明らかである。したがって、この例を“後悔”の用例として扱うことができる。
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〈非相篇〉）（いきなり役人に捕らえられて市場で処刑されると、大声で天

に泣き叫び、現在の状況をひどく悲しみ、その最初の原因を後に悔いない

ものはいない）

このように、上古漢語における“悔”及び“後悔”は、いずれも動詞によっ

て支配される後置成分を伴うことができる。この時、“悔”及び“後悔”と後

置成分との関係は、結果と原因の関係であり、これはとりもなおさず原因賓語

に他ならない。したがって、上古漢語の“悔”や“後悔”は賓語に相当するも

のを従えることができると言える。

3、明代白話の“悔”と“後悔”

明代の“悔”は以下のように用いられる。

7，這等的蜜貝不可造次，常州州一有失，連那両件蜜貝也不能保。他日盤之，呟

臍無及。（〈三宝太監西洋記〉53）（これらの武器はおろそかにできない。

もし万が一にもうまくいかなければ、あの二つの武器も保つことができな

い。後日これを悔やんでも悔やみきれない）

8，閑人生也甚盤翠浮庵少年孟浪之事，常興人説尼庵不可綾居，以此焦戒。（《初
刻柏案驚奇》34）（聞人生〔人名〕は翠浮庵での若い頃のがさつな行為を

深く悔い、尼寺に勝手に住むのはいけないことであり、これを戒めとする

と常に人に話した）

9，椒龍這人是有見識的。我盤不用其言，以至於此。（《二刻柏案驚奇》39）（樹

龍という人は見識のある人だ。私はそのアドバイスを受け入れずにこのよ

うになったことを悔やむ）

このように“悔”の後置成分として、語や文が選ばれる。“悔”の用法に限

れば、近世漢語は上古漢語と変わるところはない。

ところが“後悔”について見ると、“後悔”が賓語を伴う例を明代白話作品

から探し当てることは容易でない。

10，諸説播金蓮見陳経済天明越境過去了，心中又後塵。（《金瓶梅》83）（さて
播金蓮は陳経済が明け方に塀を越えて出て行ったのを見て、心の中でまた

後悔した）
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11，是我造化低，決不後悔。（《封神演義）18）（私の運命がよくないのですか

ら、決して後悔いたしません）

12，錯過一時，只恐後悔無及。（《初刻柏案驚奇）18）（チャンスを逃すと後悔

してもしきれないでしょう）

このように明代白話の“後悔”は動詞として用いられながらも、賓語として

の後置成分を伴うことはない。調査の及んだ範囲に限れば、明代に成立の起源

を持つ白話作品の中で、賓語相当語を従えるものとしては、わずかに次の例を

見い出すことができるにとどまる。

13，又嘗以西川錦倣帆帳，時人皆柄感銘帆賊。 改行従善，引衆投

劉表。（《三国志演義）38）（西川の錦で帆を作ったので、人々は錦帆の！城

と呼びました。過去の過ちを悔い、行ないを改め善行に就き、仲間を従え

て劉表に身を投じました）

しかしながらこの用例は《三国志演義》毛宗崗本に拠ったものであり、早い

時期に成立した嘉靖本は上例の“後悔前非”を“其後悔却前非”（巻8 〈孫権

跨江破黄祖〉）に作る2。第7章で述べるように、実は晴代に入ると“後悔”が

賓語を伴い始めるので、毛宗崗本の例は「後悔＋0」の初期の姿が反映された

ものとして理解することもできるが、文言臭の抜けきらない《三国志演義》の

文体に上古漢語の文法特性が混入した可能性も排除できない。いずれにせよ、

明代白話において“後悔”が賓語を伴う現象が普遍的であったと認めることは

不適当である。

かくて“悔”及び“後悔”の用法は、奇妙な状況を呈するに至る。すなわち、

明代の“悔”が賓語を従えることの可能な一方で、同時代の“後悔”は賓語を

伴うことができず、また、秦漠の“後悔”が賓語を従えるにもかかわらず、明

代の“後悔”は賓語を伴うことがないということになる。これはいったいどう

したことであろうか。

そこで“悔”と“後悔”の品詞性について、秦漢のそれらと明代のそれらと

の間に如何なる違いが存在するかが問われることとなる。

2

姦婦本の“其後腹塑前非”に従えば、「Ⅴ却」型補語構造がここで採用されているので、これ

は“後悔”でさまなく“悔”の用例ということになる。
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4、近世漢語の“後悔”の品詞性

漢語において、特定の用法についての語の品詞を判定しようとする際、明確

でない例が少なくない。“悔”もその一仙・つであり、動詞として用いられている

のか、それとも名詞として機能しているのか、しばしば不明確である。そこで、

諸子の七作品（《論語》《孟子》《老子》《荘子〉《筍子》《韓非子》《管子》）を選

んで、品詞性を示唆するいくつかの文型について分類を試みた3。

（表1）上古漢語の“悔”の用法

“悔”（賓語なし） “悔”＋0 “有悔”／“無悔”

13例 2例 6例

62ウら 10％ 28％

この表を見ると、上古漢語の“悔”は動詞用法の他に、“有”や“無”に後

置される例もあることが知られる。

そこで、次に明代白話作品七種（《古今小説》《喩世明言》《警世過言〉《初刻

拍案驚奇》《二刻拍案驚奇〉《型世言》《石点頭》）を対象にして、“悔”につい

て同じように計数を試みると以下の結果が得られる4。

（表2）明代白話の“悔”の用法

“悔”（賓語なし） “悔”＋0 “有悔”／“無悔”

38例 104例 10例

25％ 68％ 7％

分類した三種の用法のすべてが上古漢語と明代白話に共通して存在するとい

う点で、上古漢語の“悔”と明代白話の“悔”との間に大差をまない。ただ、明

代でをま他動詞としての用例数（“悔”＋0）の比率の増加している点が上古漢

3

計数にあたっては、香港中文大学中国文化研究所編《先秦南淡古籍逐字索引叢刊》を利用し

た。句読や異同も同書に従った。なお、表で示したパタ｝ンに一致しない用例は計数の対象外と

した。そのため、この表の総数は対象作品の全用例数と一致しない。また、本文の読み方によっ

ては、表で示した数字とは些か異なった結果が得られることもあろう。なお、表の「悔（賓語な

し）」は賓語を伴わない動詞の“悔”を指し、「悔＋0」は賓語を伴う例を示す。また“有悔”や

“無悔”は“有”“無”に“悔”が後置されている例を表わす。

4

計数を行なう際、“襖悔”“俄悔”“悦悔”などは一語化した複合動詞であると認め、“悔”の

用法としては扱わない。
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語と異なる。

ところが明代の“悔”に認められるこの特徴は、同時代の“後悔”に見い出

すことはできない。

（表3）明代白話の“後悔”の用法

“後悔”（賓語なし） “後悔”＋0 “有後悔”／“無後悔”

3例 0例 6例

33％ 0％ 67％

明代の“悔”は賓語を従える例が多いにもかかわらず、同時代の“後悔”は

賓語を伴うことがない。したがって賓語を従える能力に注目して見れば、“悔”

の他動詞性が強く、“後悔”の他動詞性が弱いということになる。

一方、“有後悔”や“無後悔”については、その比率が“有悔”や“無悔”

より高い。これを、“後悔”と“悔”の名詞性の度合いを示唆するものとして

理解することが許されるなら、“後悔”は“悔”より名詞性が高いということ

になる。

さらに“悔”及び“後悔”の他の名詞用法に注目すれば、“生悔”（《喩世明

言》10）（「有悔”／“無悔”」の類型に属する）の他に、“生後悔”（《封神演

義》11）、“胎後悔”（《喩世明言）27）、“成後悔”（《警世通言）29）（以上は「“有後悔”

／“無後悔”」の類型に属する）の例を見い出すことができる。そこでこれら

の例をも計数して「“有悔”／“無悔”」及び「“有後悔”／“無後悔”」のグル

ープにそれぞれ算入すれば、両グループ間に認められる差はより顕著となる。

以下に「“（後）悔”（賓語なし）」と「“（後）悔”＋0」を動詞性用法、「“有

（後）悔”／“無（後）悔”」と「“生（後）悔”」「“姶（後）悔”」「“成（後）

悔”」などをいずれも名詞性用法と見なし、明代の“悔”と“後悔”の用法に

ついて改めて整理すると以下のようになる。

（表4）明代白話の“悔”の用法

動詞性用法 名詞性用法

“悔”（賓語なし）：“悔”＋0
t

‥有悔ツーー無悔－一三 ー一生悔ツー唄台悔－－など
t

38例 104例 10例 1例

142例 11例

93％ 7％



“後悔”と賓語

（表5）明代白話の“後悔”の用法

動詞性用法 名詞性用法

“後悔”（賓語なし） “後悔”＋0 一項▲後悔ツー一無後悔－－ー一生後悔”／唄台後悔－－など

3例 0例 6例 3例

3例 9例

25％ 75％

これらの表の比較から、興味深い点が明らかになる。すなわち、“悔”につ

いて見ると、明代白話では動詞性用法が名詞性用法を上回り、“後悔”につい

て見ると、名詞性月ヨ法が動詞性用法を上回る。つまり、明代の“悔”は動詞と

しての使用が好まれるが、同時代の“後悔”は逆に名詞としての使用が好まれ

るということである。

実は“後悔”が名詞性を強く具えるという傾向は明代に始まるものではなく、

それ以前に既に認められる。末代の白話資料が乏しいため、調査対象を白話小

説以外にも拡大し、《資治通鑑》にその例を求めると以下のようになる。

（表6）末代の“後悔”の用法

動詞性用法 名詞性用法

“後悔”（賓語なし） “後悔”＋0 一項■後悔ツ！－無後悔‥ー一生後隙－／場合後隙－など

22例 0例 6例 16例

22例 22例

50ぅら 50％

この作品における“後悔”の用法を見ると、賓語を伴うことがなく、且つ動

詞性用法と名詞性用法とが同数であることが知られる。《資治通鑑》は文言で

書かれたものでありながら、そこに使用される“後悔”は、上古漢語の姿より

も明代白話の特徴に近い。そのため、“後悔”が賓語を伴わないという特徴、

及び“後悔”が名詞性を強めつつあるという傾向は、文白（文言と白話）の差

によるものではなく、近世初期以前に広く発生した現象であると推測できる。

以上から、明代における“後悔”は、動詞としての機能を持つとはいえ、名

詞性の強いものであったと認められる。
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5、上古漢語の“後悔”の品詞性とその語構造

では“後悔”はいつからこうした特性を身につけたのだろうか。そこで上古

漢語の“後悔”の品詞性に目が向けられることになる。以下に“後悔”の用例

数について、上で行なったのと同じ七作品を対象に同じ方法で整理を加える。

（表7）上古漢語の“後悔”の用法

動詞性用法 名詞性用法

“後悔”（賓語なし） “後悔”＋0 ”有後悔ツーー無後悔‖”生後悔－ソ＝始後修一など

0例 2例 0例 0例

2例 0例

100％ 0％

表7を表5及び表6と比較すれば、上古漢語の“後悔”と近世前半の“後悔”

との差が明らかとなる。

両時代の“後悔”は同じ形態を有しているものの、その文法特性は大きく異

なる。上古漢語の“後悔”は動詞性が強く、近世前半の“後悔”は名詞性が強

い。長い時の流れを隔てて、両者はかくも大きな文法機能の差違を生じた。い

ったいこの違いは何に由来するのであろうか。

両者が同一形態を具えるからには、差違を生ぜしめた理由はその内部構造に

求められなければならない。そこで上古漢語の“後悔”の造語法を検討する。

14，違天而長冠億乳後螢隆之，不可食已。（《左伝》〈哀公元年〉）（天に背いて
敵を増長させると、あとで悔いてもそれを消すことはできない）

15，挟君之僚以誅於ラ軋後馳之，不可得也已。（《戦国策》〈秦客卿造謂穣侯〉）
（〔斉の国が〕君主の仇をもって燕の罪を責めると、後に悔やんでもどうし

ようもない）

16，越重篤人能辛苦，今王不滅，遊戯塵之。（《説苑〉〈正諌〉）（越王は苦労に
耐える人物だから、今あなた様が越を滅ぼさなければ、あとで必ず悔いる

でしょう）

これらの例では“後悔”と同じ意味が示されていながら、“後”と“悔”と

の間に接続詞または副詞が使用されている。例えば第2章で既に見た例文4や

例文5の“簸後悔之”で表現されるのと同内容のことが、上例14や例15で
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は“後螢悔之”となっている。この例では“後悔”が分断されているのである。
例16も同様に“必”が“後悔”に割って入っている。これらの例の観察から、

上古漢語においては“後悔”の中間に異要素の挿入されることの可能であるこ

とが知られる。

この事実は、“後”と“悔”との間には極めて弱い結合力しか作用していな

いことを示している。したがって、語の内部構造から“後悔”を見た場合、上

古漢語の“後悔”を一語と見なすことは適切でない。形態は同じでありながら、

“後悔”と異なり、

ま共に並んで用いられ

ル」ではなく、

」

そのため、上古漢語の

ヽY～∨へ′′

上古漢語の“後悔”は“後，与∨と、“悔”

るをごずぎない

悔イル」

ニぅぺ
∨ノ≒ヽン方、ンさ

、叩ハり“後悔’

＼う構造を持づのや；窄あ

は≒「′、

また

悔ス

後悔”は、“悔”の文法機能をそのまま発揮するこ

とが可能となる。結果、他動詞性を持つ“悔”の機能が“後悔”に具現化され、

“後悔”が賓語を伴うこととなる。上古漢語の“後悔”が示す動詞性の強さに

は、こうした背景があると考えられる。

6、明代白話の“後悔”の語構造

さて、“後悔”と同じ型を持つ例として、“後憂”や“後患”がある。これら

は文言に由来する語であるが、明代白話においても用いられる。“憂”及び“

患”はいずれも動詞としての機能を持ちつつも、「後＋Ⅹ」の型を構成すると

一語の名詞として機能する。例えば、

17，只思普日同歓愛， 豊想斎場有後憂。（《金瓶梅》 9）（あの日に共に愛し合

ったことを思うばかりで、身近に後の憂いが生じるとは思いもしない）

18，只是不可軽易， 不要胎我以後憂就是了。（《三宝太監西洋記）63）（しかし

軽んじてはいけません。私に後の憂いを残さないでください）

19，那様段上下的人， 不如尋個計策擢布死了，也省了後患。（《醒世恒言）34）

（あんな全うでない人間がうまい具合に死んでしまえば、後のめんどうが

なくなります）

20，就是倣了這事，有人暁得， 後患不／J、。（《初刻拍案驚奇》17）（このことを

しでかして誰かに知られたら、後のめんどうがたいへんだ）

21，先除後患，然後翠事。（《石点頭〉11）（先ず後のめんどうを取り除いてか

ら、事にとりかかろう）
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同様に、「後＋Ⅹ」型はしばしば類似パターンの四字熟語を構成し、その中

で名詞性を発揮する。“後悔”

対応する表現が存在する。

恐有後患

免致後患

決無後患

（《醒世恒言》29）

（《警世通言》14）

（《終世恒言》24）

と“後患”を例にして見ると、両者には以下の

‥‥‥恐有後悔

……免致後悔

・…‥方無後悔

（《初刻持薬驚奇》1）

（《警世通言》40）

（《醒世恒言）38）

以上の事実から、「後＋Ⅹ」型が密接な内部構造を持つ一語として使用され、

それが名詞性に偏る傾向を共通して持つことが知られる。

ところで語の品詞性を決定する要因について見れば、その語構造が大きな影

響力を発揮する場合が少なくない。例えば偏正構造（「修飾語＋被修飾語」構

造）を持つ複合語においては、被修飾語が如何なる品詞性を持つかが品詞を決

定する要因となる。しかし中国語の場合、形容詞（またはそれに類する一部の

品詞）は状語（連用修飾語）にも定語（連体修飾語）にもなり得るため、修飾

語の品詞性もしばしば重要な役割を果たす。修飾語が状語として機能すればそ

の語は動詞性を発揮し、修飾語が定語として作用すればその語は名詞性を帯び

ることになる。そのため、同形でありながら動詞性用法と名詞性用法とを同時

に有することがある。“後悔”を例にとれば、「後二悔イル」という構造を持つ

こともあるし、「後ノ悔イ」という構造を持つこともあるというわけである。

これを語構造の面から言えば、「後二悔イル」（動詞性用法）を意味する際は

密接な内部構造は要求されないが、「後ノ悔イ」（名詞性用法）を表わす際は語

内部の一語化が生じ易いことになる。このことは、「後＋Ⅹ」型の内部構造の

緊密度が低い場合は、その語が動詞性を保持し、緊密度が高い場合はその語が

名詞に接近することを意味する。つまり、内部構造の緊密度の高まりに伴って、

“後悔”が動詞から名詞へと転ずることになる。

既に見たように、“後悔”は上古と近世において同じ形態を有するものの、

その語構造について見ると、明代白話の“後悔”

は内名禦禦今隻要撃い。しつて 古

間の流れと重た名詞へ援近を始めた替景として、

ができると言える。

に比して、上古漢語の“後悔”

じた“後悔”が時
＼

ること
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7、明代白話の“後悔”から晴代白話の“後悔”へ

明代白話における動詞としての“後悔”は、賓語を従えることがないという

点以外に、白話特有の語法になじまないという特徴を持つ。例えば、動詞であ

りながら助詞“了”を後置させることがなく、補語構造を構成することもない。

この事実から、明代白話の“後悔”は上古漢語の文言性をなお保存していると

考えられよう。“後悔”は明代に至っても文言臭を捨てきることができなかっ

たものと見える。

ところが、晴代に入ると“後悔”は明瞭な変化を示すようになる。乾隆。嘉

慶期の作品からは、次の例を見い出すことができる。

22，蟹玉自知這諸説的造次了，後垣盃底，登時股上紅離，低了頭不敢則一馨。
（《紅楼夢）30）5（宝玉は言い方が軽率だということに自分で気づいたが、

後悔しても間に合わず、すぐに顔を赤らめて傭いて声を出せなかった）

23，月前輿他イ門那十東南銀子，我還後悔迫了不得，又敢要！（《緑野仙踪〉41）
（先月あの人達に十両ばかりのお金をあげて私は今でもひどく後悔してい

るのに、まだお金を欲しがるなんて）

24′小人鬼象活着線不肯単軌 這骨子趨塵施工。（《続紅楼夢》ユ2）（この若

者はむざむざと学ぶこともしないで、今になってようやく後悔した）

例文22の“後悔”は可能補語否定形を構成している。また、例文23の“後悔”

は程度補語の構造助詞“的”を後置し、例文24の‘‘後悔”は完了の助詞“了

”を従えている。これらの事実は、晴代の“後悔”が動詞の場合であっても分

離不可能な一語として使J召され、白話の語法に組み込まれていることを示して

いる。したがって、“後悔”は晴代

白話
ヽ→、㌦ノバ・

ヒするとともに、

する“慕うに叫“仙ゾ

㌧、，イ・ン1ジ∨′・仙いハ／′

と／言

に至っ て上古漢葵町寒声性を明確に放棄し
、≒～ノゾ。

、
、
～

分離不可能な内部構造を持つ一山語の動詞ぎして の姿 を呈

これと同時に、“後悔”の品詞性に重大な変質が発生する。

25，我如今也後塵我的心氏窄了。（《紅楼夢》113）（私の心があまりに狭かっ

たことを、今になって後悔します）

《紅楼夢》の本文は程甲本に拠った。
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26，我常後悔投有頂鱗他。（《岐路灯》61）6（あの人に逆らわなかったことを

私はいつも後悔します）

27，後悔甚應？快快上去就是。（《緑野仙踪）40）（何を後悔しているのだ。早

く上がればいいじやないか）

このように“後悔”には後置成分が伴うようになる。ここでは“後悔”の後

置成分として文や語が選ばれており、“後悔”とその後置成分との間には、文

法的な支配関係が機能している。意味に基づいて言えば結果と原因の関係であ

り、これはとりもなおさず上古漢語の“後悔”で観察された用法に表面上は酷

似している。

これらは擬古的な文体で使用されているわけではなく、白話文体において白

話語彙として用いられている。そのため、上古漢語の姿が晴代の文言文体の中

で模倣されたものとしてこれらを認定することはできない。これらは、“後悔”

が賓語を伴う機能を晴代に至って獲得したことを示すものである。

さらに“後悔”の後置成分として、これまでに認められなかったパターンも

現われ出す。すなわち、“不該”を伴う型である。

28，想畢，又後腹盃遜胡想，耽誤了聴曲子。（《紅楼夢》23）（そうなふうに思

つた後、つまらないことを考えて曲を聴きそこねるべきでなかったと後悔

した）

29，這里辞蜂見地巳去，方放下心来，後垣自己盃産誤認了人。（《紅楼夢》47）
（ここで辞蜂は彼が立ち去るのを見てようやく安心し、自分が相手を見誤

るべきでなかったと後悔した）

30，我自己疑惑起来，後匝盃遜留下這創作定。（《紅楼夢》66）（どうしたらい
いものかと迷い出し、この剣を約束の品として残すべきでなかったと後悔

した）

これらの例でをま、“後悔”の後ろに“不該”フレーズが位置している。上古

漢語の“後悔”が見かけ上の文賓語を伴う時、それは「～したことを後悔する」

6

《感銘灯》の本文は、上海図書館蔵晴抄本影印（《古本′ト説集成）所収上海古籍出版社

1990）に拠った。そのため、通行している活字本（欒星校注、中州書画社1980）とは引用箇所

の章回が若干異なる。
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を示すものであったが、ここでは「～すべきでなかったと後悔する」となって

いる。この「後悔＋不該」型は上古漢語にもその類例を見ないものであり、こ

れまで存在しなかった句型である。

かくて“後悔”は晴代に至って賓語を従える機能を新たに獲得しただけでは

なく、新しいパターンの賓語をも発生させた。以後、この二種類の賓語が晴末

を経て現代漢語に継承される。したがって、文法機能に注目して語の起源を遡

れば、現代漢語の“後悔”の由来を上古漢語に求めるのではなく、晴代白話に

求めなければならない。晴代白話の“後悔タフ も上古漢語の“後悔”も、同様の

文法機能を持つかに見えるが、実は両者は大きく異なるのである。晴代白話の

“後悔”は、上古漢語の“後悔”と似て非なるものである。

8、晴代における自動詞の他動詞化の潮流と“後悔”

さて、現代漢語において、本来は他動詞性の低い語が賓語を従えることの可

能なことがある。例えば、“忍心”“同情”“小心”などがそうである。これら

のうち、“忍心”は清末から、“同情”は民国初期からそれぞれ賓語を従える動

きを示し始める7。そのため、

のt、へ、漣 WFで発生した現 と きそうである。し

かし“小心”には晴代中期に既に他動詞化の萌芽が明瞭に認められ

これを外国語や外国文化の影響によるものと断ずることはできない。

自動謁の他動詞イ

もその傾向を顕著

は中国語に内在

ム

める時妻

に基づくものであり

≠

“後悔”がそうした環境に晒されれば、この語も“′トト”

ので8、

く

晴代は偶然に

ブ

と同様に賓語を従

えようと試みるはずである。しかし明代までに既に動詞性を弱化させ名詞に偏

りかけていた“後悔”が他動詞化することは容易でなかったであろう。その際、

“後悔”が採用可能な戦略の－一つは、古語の機能に学ぶことである。文言に由

来を持つ“後悔”が晴代にようやく白話化した時、見かけ上は同形の“後悔”

が上古漢語において後置成分を従える機能を有していたことを、当時の知識人

は基礎的教養として身につけていたはずである。そこで“後悔”を他動詞化す

るために採用された方法が、古語の“悔”（“後悔”ではない）の原因賓語を白

話に持ち込むことである。こうして晴代の“後悔”は賓語を従えることが可能

“忍心”については拙論2002、“同情”については拙論2000。

拙論2001。
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となり、ここに「後悔＋原因賓語」型が成立するに至ったと推測される。

一方、“後悔”が他動詞化を実現するための戦略として、別の手段も可能で

あった。それは“後悔”が認知作用を示す動詞であることを利用して、この語

を“道”（言う。思う）と同質のものとして扱う方法である。すなわち、認知

の内容を示すフレーズを動詞の直後に配置し、それを賓語と見なす方便である。

これをま“悔”において早くから採用されていた方法である。例えば、以下の例

から、その過程を窺うことができる。

31，雨個姐婦巴不得要認媚鴫家裡，還悔道前日不去得，堆下笑来應承。（《初小一′ヽ｝

刻拍案驚奇）16）（二人の嫁をま母親の家を知りたく思い、以前に行かなか

ったことを悔いつつ考えていたので、笑みを浮かべて招待を受けた）

32，但自腹遣蕊性急了些，便等丹成了，多留他住幾時，再淘成此事，豊不雨
美？（《初刻拍案驚奇》18）（しかしながら、自分があまりにせっかちすぎ

たのであり、もし仙丹ができるのを待って暫くあの人を留めてこのことを

やり遂げれば、両方がうまくいったのに、と自分で悔いっつ考えた）

こうした例の“道”をま口に出して発言することを指すとは限らず、心の中で

考えたことを指す場合が多い。“後悔”は行為後の価値観に基づいて往時の行

為を不適当と判断することであるから、判断を示す語が心理活動の表白に含ま

れれば、“道”はなくてもかまわない。そのため、「～すべきでない」という意

味の語が“悔”に後置されると、次のような表現も可能となる。

33，痴心老婆負心漠，晦裳雷初錯認眞。（《金瓶梅）38）（愚かな女と浮気好き
な男、初めから本気と勘違いすべきでなかった、と悔いる）

34，深垣常日盃食感郷樺所感，逐了朱墨。（《醒世恒言》3）（あの時に珊権に
惑わされて朱墨を追い出すべきでなかった、と深く悔いた）

ここでは、“英”や“不合”が“悔”に後置され、“道”が使用されていない。

“莫”（～してはいけない）及び“不合”（～すべきでない）によって話者の判

断（「行為がそのように行なわれるべきでなかった」という判断）が示されて

いるため、もはや“道”は必要ないのである。つまり“悔”自体が認知動詞と

して働くわけである。

“後悔”が賓語を従える機能を求めた時、“悔”に行なわれたのと同じこと
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が“後悔”にも適用された推測することは十分に合理的である。そのため、第

7章で示した例文28～30の「後悔＋不該」句型の原形を、本章例文33～34

の「悔＋英」

悔＋

かくて

や「悔＋不合」に求めることができるはずである。すなわち、「後

し＼

したと考 ら

「悔道」→「悔不合」→「後悔不該」という過

“後悔”は、行為の原因を示す賓語（「後悔＋原因賓語」型）と、行

為の内容を説明する賓語（「後悔＋不該」型）を伴う機能を持つに至った。

9、まとめ

“後悔”の他動詞性という点に注目してこの語の歴史を辿ると、興味深い事

実に気づく。それはこの語が秦漢代と清規代において他動詞として使用可能で

あるにもかかわらず、明代では自動詞としてしか使用できないという事実であ

る。これは、同形同義の同品詞の語が、最も古い時代と最も新しい時代に同じ

文法機能を持つ一方で、中間の明代には異なる機能を有していたという矛盾を

意味する。

小論手箋レ／′′ソニニ磯野二へ漂j

環要揉賢一蔑ま〟．と渉・¢
同形同義であっても、

明らかにする
サー

」 とで、この現象を発生せしめた

その篇果、上古漢語の“後悔”

その機能の由来から見た場合、

ができるほど異なるものであり、現代漢語の“後悔”

∨く∨人、㌔㍉、
、ゝγヽ、

と現代漢語i
ノ〆・蜘㌦、

あ‘儀悔”は

両者は別の語と言うこと

は直接的には晴代中期の

“後悔”に由来するという事実を明らかにした。

“後悔”の歴史は以下のようにまとめることができる。

形態のみに注目して見た場合、“後悔”の歴史は上古漢語にまで容易に遡る

ことができる。しかし上古漢語の“後悔”は語構造の点で密接な内部結合を持

たず、“後悔”という形態が存在しても、それはたまたま“後”と“悔”が並

んで剛、られたものに過ぎなかった。そのため上古漢語に卑セ∨）て 悔”が賓

語相当語を後置させる際も、“後悔”が一語の動詞として賓語を従えることが

可能であったのでをまなく、“悔”が持つ他動詞性が発揮されることによって賓

語を伴うことができたにすぎない。

しかし、“悔”は“悔恨”（《説文》10下）という意味を持つものであるだけ

に、“悔”は“後”と共用されることが多く、そうした環境の中で“後悔”は

しだいに語内部の結合力を強めるに至った。その結果、“後悔”は語構造に変

質を生じ、、藻琴ち凛7ミら し

同時に“後悔”は、その品詞性にも変化を生じた。偏正構造（「修飾語＋被
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修飾語」構造）．を持つ語は、その中心語の文法機能によって品詞の決定される

場合が少なくないが、語構造も品詞を決める要素となる。そのため、“後”が

偏正構造を構成する時、状語（「後ニ～」）として機能するか、定語（「後ノ～」）

として機能するかによって、「後＋Ⅹ」構造の語の品詞は一定しない。“後悔”

もそうした例の一つであり、近世前半の“後悔”は動詞として使用されながら

も、内部構造の緊密化に伴い名詞性を強めるに至った。その結果、動詞性を弱

化させ、賓語を後置することができなくなった。これが明代の“後悔”である。

ところが晴代に入ると、

流が顕著となり、自

ない取｝
”はこの潮流のいぢ

この蕗∨叩前後悔”

それまで賓語を伴わなかった動詞が賓語を従える潮
ゝ心、ハ〟ノー～へ

＼㌧

一〆〆′〆ノ、叫叫く・叩く＜～′叫∨
、ヽゝ衿へな‰リ（w沖～W＜

だち始める。

またまそう

で、

は二つの方法で賓語を

う始める。ミ“くわ原因ほ菟むルでは、、㌦′㌦′㌦

っていたためであろう。“後悔

7～漂驚、・賢是議蓋雷雲霊き三三こ竺三言ま「後悔十
原因賓語」（～したことを後悔する）という型であり、もう一つは「後悔＋不

該」（～すべきでなかったと後悔する）という型である。前者は上古漢語の“

後悔”の持つ文法機能を模倣したものであり、後者さま白話の「悔道」（悔いて

～と思う）が「悔＋莫」（悔いて～したのはいけなかったと考える）や「悔＋

不合」（悔いて～すべきでなかったと考える）を経て獲得したものを“後悔”

にまで拡張した句型である。これは、“後悔”が“道”（～と思う）と同じ認知

動詞としての機能を身につけた結果でもある。こうして“後悔”は、行為の原

因を示す賓語と、行為の内容を説明する賓語の二種類を従えるようになった。

このように、“後悔”は異なる二種類の戦略を同時に選択することで他動詞

化を実現した。この後、“同情”や“忍心”を始めとして自動詞が他動詞化す

る現象がいよいよ盛んになるが9、“後悔”は“′J、心”とともに晴代中期におい

てその先駆けを示すものとなった。

′J、論をま、平成14年度学内プロジェクト研究（助成研究B）による研究成果

の一部である。

9

拙論1999a、1999b。
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