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大正期における「実用」のための文法教育

保科孝一『大正日本文法』の分析を中心として

森　田　真　吾

1．はじめに

　明治期の終わりから大正期のはじめにかけて，我が国の文法教育においては文法の「実用性」

がとりわけ重視されるようになった。実際に「役に立つ」文法を中学校国語教育では示していく

べきであるという風潮が高まるのである。明治44年に改正された「中学校教授要目」では，申学

校で教えるべき「文法」を次のように規定している。

　　文法ハ主トシテ現代文二通有セル法則ヲ説明スヘシ

　　　（内容）第三学年　成ルヘク既修ノ材料二基キ主トシテ現代文三必須ナル法則ヲ示スヘシ

　　　　　　第四学年　前学年二準ス

　　　（注意）文法ハ特二其ノ時間ヲ設ケサル学年二在リテモ便宜講読・作文二附帯シテ之ヲ教授

　　　　　　シ又ハ練習セシムヘシ

　　　　　　文法ハ実例二就キテ帰納的二教授シ実用二適切ナラシメンコトヲ要ス（1〕

　このように明治44年に改正された「中学校教授要目」においては，中学校で教授すべき「文法」

を「現代文二必須ナル法則」と規定している。そして，その教育方法に関しては「便宜講読・作

文二附帯シテ」「帰納的二」教授すべきであるとし，教育目的に関しては「実用二適切ナラシメ

ン」ためにと規定している。しかし，従来の国語教育史研究において，この時期の文法教育にお

ける「実用」の具体内容についての検討はほとんどなされていない。

　本稿では，この「実用」という言葉によって，大正期における文法教育に期待されていた教育

内容を明らかにすることを目的とする。なお，それを論じるにあたって本稿で中心的に検討を加

えるのは，保科孝一の主張ならびに彼の編纂した『大正日本文法』（育英書院，大正7）である。

保科は文法教育に関して次のように述べている。

　　中等教育においては実用に重を置き，これを標準として一切の教材を選択し，これによつて

　　熱心に練習するのが得策である。これまで我邦の文法教授において，この点にもつとも重大

　　なる欠点があつたから，今後すみやかにこれを改善する方法を講じなければならん。（下線部

　　は引用者）（2〕

　保科は，当時行われていた文法教育に「重大なる欠点」があったことを認め，それを改善して

いくべきであるとしている。その改善のために，彼が強調したのが「実用」に重きを置くという

点であり，その主張に基づいて編纂された教科文典が『大正日本文法』であった。保科孝一は，

明治後期から昭和戦後にかけて日本の国語国字問題の改善に努め，また，国語教育に関しても
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様々な提言を行い，当時の国語教育実践に大きな影響を与えた人物として知られている（3〕。その

影響は文法教育にも及んでおり，保科の編纂した『大正日本文法』が，その後の教科文典編纂に

あたっての一つの典型となっていったと考えられる。「実用」のための文法教育を実践するために

編纂された文典は，当時『大正日本文法』の他にも存在していた（4〕。本稿では，そのような文典

をも視野に入れながら，保科の採った「実用」のための文法教育を実現するための具体的な試み

に対して検討を加える。それにより，大正期文法教育における「実用」の内実，さらには「文法」

の規範性がどこに求められていたのかをも明らかにすることができると考える。

．2．夫正期国語教育における文法の実用性

　明治44年の「中学校教授要目」の改正以降，当時の中学校国語教育に関わっていた人々は，文

法教育をめぐって盛んに議論を行うようになる。本節では，保科の文法教育に対する問題意識を

ふまえながら，当時志向されていた国語教育における文法の実用性とはどのようなものであった

のかについて確認を行うこととする。

　保科は，『国語教授法精義』（育英書院，大正5）の中で，当時中学校以上で行われていた文法

教育状況について次のように述べる。

　　我邦においていはゆる文法教授なるものが，組織的に与へられるのは，中等学校からである。

　　現在の法規によると，高等女学校および実科高等女学校では，第二・第三学年を通じて，作

　　文及文法毎週一時となつてゐるし，中学校では第三・第四学年を通じて，文法毎週一時とな

　　ってゐる。また，師範学校においては，第一・第二学年を通じて文法の大要を授けることと

　　なつてゐる。すでに二学年間毎週一時間文法を教授するといふ法規の精神から見れば，重要

　　なる学科として認められてゐるわけであるが，しかるに，その成績がはなはだ振るはない。

　　これを学んだといふこと・，学ばないといふこと・，どれだけの差があるかすら疑はれてい

　　る。（下線は引用者）（5〕

　これは，「文法」という科目が，教育課程の上に定着しているにも関わらず，実際はその効果が

挙がっていないことの指摘である。保科は，それを「成績が振るはない」と表現している。「文

法」の成績が実際に振るわないということが，当時の文法教育に対する問題意識として保科の中

に存在していたのである。それでは，保科は，何を以て文法の成績が振るわないと考えていたの

か。それに関しては次のように述べる。

　　中学校で二ヶ年文法を教授し，さらに高等学校や高等師範学校において，また文法を教授す

　　るに拘らず　生徒の作文には文法上の誤謬が少なくない。（中略）我邦でも中等学校の生徒が

　　言文一致体の文章に語格をあやまることはあまり多くないが，普通文体のものになると，そ

　　れが決して少くない。（下線は引用者）（6〕

　ここから明らかなように，保科は「作文」と関連づけて「文法」の成績を捉えようとしていた。

すなわち，「作文」における「文法上の誤謬」が多いことを理由に，その成績が振るわないとする

のである。保科は，明治39年の自身の論考の中で，中学校教育における作文教授上の不備をすで
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に次のように指摘している。

　　近来国語教育が長足の進歩を致しましたので，其成績が著しくあがつて来てをります。之を

　　明治二十年頃に比較して見ましたならば，誰でも其進歩の急速なのに驚かぬものはあります

　　まい。然しながら，こ・に一つ不思議な現象のありますのは，国語教育が年々進歩してまゐ

　　りましたのに，中学以上の作文の成績が年々減退するといふことであります。（略）近来学生

　　の作文を見ると，随分乱暴な熟語を勝手に創作したり，或は普通の熟語を他の意味に誤用し

　　たりしたものが，少なくありません。また文法上驚くべき誤謬を平気でやつてをるもの，仮

　　名遣を誤つてをるものも多くありますが，殊に漢字の木偏を手偏に，人偏をイ偏に，取違へ

　　た様な例は，殆ど数へきれないほど沢山ありまして，其乱雑なのに呆然たらざるを得ません。

　　（下線は引用者）（7〕

　これは中学生以上の人々の書いた作文に形式的な誤謬が多く見られることの指摘である。ここ

では，保科が人々の作文の中に漢字の書き誤りや熟語・仮名遣の使用の誤りが多いことを指摘す

るとともに，文法上の誤謬をも挙げている点が注目される。

　保科は，「実用」に重きを置きながら文法教育を改善すべきであると主張したが，彼の想定する

文法の実用性は，以上見てきたように「文章表現」と深く結びついたものであった。すなわち，

「作文」に役立つ文法教育を行うことが「実用」のための文法教育を行うことにつながると保科は

考えていたのである。

　文法教育におけるこのような「実用」の捉え方は，保科孝一に特有のものではなかったと思わ

れる。この時期の「文法」は，実際に国語教育に携わっていた人々によっておおむね「役に立た

ない」学科として批判されていた。それに関して，新潟県師範学校教諭の近藤兵庫1キ次のように

まとめる。

　　「中等学校に於て文法科を特設する必要はない」「外国人が邦語を学ぶ時にこそ国文法は必要

　　だが，邦人にとつて日本文法は無用の長物である。慣用はあらゆる文法的疑問を解決してく

　　れる」「折角教へても文法は役に立たない。こんな文法は教へぬがましだ」「文法の理解は容

　　易な業でない。そして此れを学んで国語力に得る所は極めて少いものである」此れ等の叫一

　　絶望的な此れ等の叫が実際教授者の口から幾度漏れたか。叫ばない人にしても「教へさせら

　　れるから，しかたなしに教へるのだ」といふ一種不徹底な悶を胸に蔵してゐぬものが幾人あ

　　るか。果して文法教授を十分有効に実行してゐる人が幾人あるか。今や粛條として実に文法

　　教授の悲愁である。（8〕

　このまとめから，当時の中学校で実際に文法を教えていた教員の中に「実際に教えても役に立

たない」「教える事になっているから仕方なく教えている」といった感情が存在していたことを読

みとることができる。そして，この「役に立たない」という主張の根底には，やはりそれを学ん

だとしても実際の児童・生徒の作文にあまりにも多くの誤謬が見られるという作文教授とのつな

がりの不徹底への憂慮があったのである。近藤は次のように続ける。

　　我が国の国語が乱雑不整頓の状態にある事は万人周知の事実である。試みに中等学校生徒の
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　　答案を検しても見よ。文法上の破格は殆ど毎行に発見せられる・であろう。否中学生はおろ

　　か国語教師以外の中等学校教師の綴文を見てもなほ且つ文法上の破格は到る処に発見せられ

　　るであらう。（9〕

　文法教育の不振の議論においては，ここで近藤が述べるような形で「文法」と「作文（文章表

現）」とを結びつけて論じているものが多い。「作文に書き誤り（文法上の破格）が多い」という

ことと文法教育の不備とを直接的に結びつけられて論じるのである。

　こうした大正期における文法の実用性と「文章表現」とを結びつけた議論は，明治後期に主流

となっていた「文章理解（解釈）」のための文法教育の一つの反動として生じてきたものであると

思われる。中学校文法教育においては，明治30年に編纂された大槻文彦『広日本文典』を受容す

るとともに，まず古文の解釈に役立たせるものとして文法が示され，それを指導することが文法

教育の中心課題となっていた。そのような文法教育に対して，福岡県小倉師範学校教諭であった

寺田清治は，次のように批判を加える。

　　（国語教育の）最大病弊はどこに存するかといへば文法である，中古文典を主とする点にあ

　　る，国語文法を主としないで，依然千年以前の文法を以て今日の語法を律せんとする事がい

　　けないので，そこに不経済な而して無理なことが起つてくるのである，それであるから今日

　　の急務はまず国語文法を主なるものとして課し，中古文法は参考として一応知らする位にす

　　る事が尤喫緊の事である，（カッコは引用者）（10〕

　寺田は「中古文典」を示すことが主流であった当時の文法教育を批判し，「今日の語法」を示し

ていくことの重要性を訴えている。このように大正期において実際の文法教授に携わっていた

人々は，当時の文章を実際に書くことに対してなんら寄与することのない中古文法を中心として

文法体系を示すことに対して批判的であったのである。

　以上，ここまでは，保科の文法教育に対する問題意識を探ることから，当時志向されていた文

法の実用性について確認を行った。保科は作文教育の不振（形式的な部分の教授の不徹底）と文

法の実用性とを結びつけて，文章表現に資する文法教育を行っていくべきであると主張した。こ

の主張は保科特有のものではなく，明治後期から大正期にかけての文法教育を支配していたと考

えられる。それでは，次に検討すべきは，そのように志向されていた文法の実用性を達成するた

めに，当時，どのような教科文典が実際に編纂されていたかという点についてである。

　次節以降においては，保科の編纂した『大正日本文法』の中心的に取り上げ，検討を行うこと

とするが，そのためにまず『大正日本文法』とほぼ同時期に編纂され，しかも，保科の採った方

法とは対照的な方法で「実用」のための文法教育（作文のための文法教育）を実現しようとして

いた高橋龍雄の『大正文典』（啓成社，大正4）を取り上げ，『大正日本文法』を検討するにあた

っての手がかりとする。

3　高橋龍雄『大正文典』における「文の成分」を重視した文法教授

保科孝一が『大正日本文法』を編纂するのとほぼ同時期に，文法教育に対して批判的な態度を
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採り，やはり「実用」のための文法教育を行うべきであると主張していた人物として高橋龍雄の

名が挙げられる。高橋は，大町桂月と共に編纂した『国語新文典』（普及舎，明治35年）をはじ

めとして，『中等国語新文典』（啓成社，明治37）『帝国文典』（松下大三郎との合著，啓成杜，明

治42）など，当時多くの教科文典を編纂していた人物であることで知られている。高橋は，国語

科における文法教授を「国語の形式，国語の性質，国語の構造を知らしむる肝要なる学科」（11〕で

あると位置づける。そして，当時の文法教育状況について「作文との関係甚だ稀薄となり，文典

の実用的価値を疑はしむるものあるに至れり。」（工2〕と述べていることからも明らかなように，保科

孝一と同様，作文との関係を強調した「実用」のための文法教育を志向していた人物の一人であ

る。

　高橋は，大正4年に『大正文典』を編纂する。そこでは「旧式の文典は，品詞を説いて章句の解

剖に及び，前に教へたる品詞論は用をなさぬのみか，却て邪魔物となり，品詞の学習は遂に多く

無益の徒労をなしたるの感を抱かしむ。」（’3〕という従来の教科文典に対する白身の見解に基づき，

「章句」（現在の「文」概念に相当（’4〕）の成分を説くことを中心として教科文典を編纂するという

方法を採用する。それに関して，『大正文典』の「序」で次のように述べる。

　　要するに，本書の主眼とするところは，初より章句文章を教へ，その成分を説き，成分を構

　　成するに必要なる品詞の細別を説き，いかなる場合に於ても，文例と離れて説述することな

　　く，作文と文法との密接なる関係を保たしむるにあり。（15〕

　高橋は，「章句」の成分の説明を品詞分類よりも重視し，文の構造を知らしめることを文法教育

の第一課題とし，それによって作文と文法との「密接なる関係」を保証しようとする。「章句」の

成分の説明を重視したのは，高橋がそれを人間の思想発表における観念統一上の成分と同一のも

のであると見なしていたためである。高橋は章句の成分の関係である「説明関係」「修飾関係」

「対等関係」「帰着関係」（’6〕の四種以外に人問の思想の発表形式はないと述べる。故に従来の細部

にわたった品詞分類を「観念統一上の不都合を生じさせる」として排除しようとする。高橋の教

科文典は，思想発表の形式としての「章句」の構造を知らしめ，学習者が白らの思想を発表する

際にそれを応用することを可能とするよう構成された文典であったと考えることができる。

　内容構成をみてみると，まず「第一篇　総説」が章句の成分（主語・客語・説明語・修飾語）

の説明であり，それぞれの成分を構成する要素として品詞の概説が示される。すなわち，主語・

客語（現在の目的語に相当）を構成する要素として名詞・代名詞・静助詞（現在の助詞に相当）

が示され，説明語（現在の述語に相当）では動詞・動助詞（現在の助動詞に相当）・形容詞・形容

動詞が，修飾語では動詞・形容詞の連体形・副詞・接続の静助詞を伴った用言が示されるのであ

る。品詞についての詳しい説明は「第二篇　品詞」において行われるが，「第三篇　用言詳説」や

「第四篇　静助詞」などとの比較からも明らかなように，相対的に見てその比重は小さいものとな

っている。また，「章句」の成分を説明することが中心に据えられているので，動詞の活用形を説

かず（すべて文中の用いられ方によってそれを決定している），動詞と動助詞（助動詞）とを一纏

めとして捉えている点も注目に値する。
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　なお，高橋は「章句」の成分をもとにした文章解剖法の有効性について次のように述べる。

　　中等教育各種読本の文章及古来の金言若くは成句等に就きて，之が解剖を試みしに，快刀乱

　　麻を断つ想あり，更にこれを英文にも，漢文にも，或は羅馬字綴りの国文にも，適用せるに

　　一つもこの語法に漏る・ものなく，我ながら，嘗て著述せる文法書の頗る無益の徒労を敢て

　　したるを漸づると同時に，此の新しき試みの成功に驚き，その悦を私有するに忍びず，（17〕

　これは，『大正文典』の中で説明される文法が，地域や時代を超えたいわば普遍文法として有効

に機能することを説明したものである。『大正文典』における文章の解剖法が，ここで高橋が言う

ような普遍文法的な性質を実際に有していたかという点については，改めて検討する必要がある

と思われる。しかし，この高橋の「新しき試み」は，和漢混清文体・翻訳文体・和文体などがな

らび使用されていた当時の混沌とした文体状況に対応するための「文法」を，その教授において

示すことを志向した結果であると考えることができる。

　品詞の説明よりも一先に文の成分の概要を説明すべきであるとして編纂された教科文典は高橋以

前にも存在する（’8〕。高橋の教科文典の中でおこなわれた試みは，文の成分（文における構文的な

要素）の説明を徹底することによって，それらを発展させたものであると考えることができよう。

4．保科孝一『大正日本文法』における「作文」と「実用」

　前節おいては，高橋龍雄『大正文典』における「実用」のための文法教育に対しての具体的な

試みについて整理した。高橋は思想の発表形式に着目することにより，「章句」の成分を中心とし

た構文論の説明を重視し，学習者に文の構造を把握させ，作文（文章表現）に役立たせるための

教科文典を編纂した。それをふまえ，本節においては保科孝一の編纂した『大正日本文法』の分

析を行う。『大正日本文法』を編纂することによって実現された保科の主張する「実用」のための

文法教育の特質を明らかにすることが本節の中心課題となる。それにあたっては前節でまとめた

高橋『大正文典』と適宜比較し，保科が「実用」のための文法教育を実現するために採った具体

的な試みと①従来の文法教授との関連，②作文教育との関連，③当時の言語状況との関連を中心

に検討を行い，その独白性を明確にしていくこととする（論文末尾に付した表1・表2を参照）。

4－1．教育内容としての文法事項の平易・簡略化

　保科が『大正日本文法』を編纂するにあたって心懸けた点は，それを「教科書」として編纂す

るということであった（I9〕。これは，当時実際に行われていた文法教育状況をふまえ，それに適応

した教科文典を示していくべきであるという考えによるものである。それに関して，保科は次の

ように述べる。

　　教科害はその性質が参考書と異なるのであるから，術語や分類においてむやみに異を樹てる

　　ことは禁物である。しかるに教科書においても，実際の教法においても，むやみに六かしい

　　術語を振りまはして生徒を苦しめてゐる。生徒は文法を学ぶのではなく，術語を学ぶもの・

　　ような姿であるから実際これを学んだにしたところが，実用上さまで役に立たない，いはゆ

　　る骨折損のくたびれまうけの感がある。（2Φ
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　この引用において，保科は「教科書」としての教科文典を編纂するために，生徒（学習者）の

理解程度を視野に入れて，「術語」と「（文法事項の）分類」にむやみに異論を唱えることなく文

法体系を示していくべきであるとしている。そこで，まず注目すべきは，保科『大正日本文法』

における術語の提示法ならびに文法事項の分類方法についてである。

　術語の提示法について，前節でまとめた高橋『大正文典』のものと比較をしてみると，両者は

多くの部分で異なっていることが分かる。高橋の教科文典における術語は従来の教科文典におい

て採用されてこなかったものを提示している。例えば，従来「文」という術語で説明されてきた

概念を「章句」とし，助詞を「静助詞」，助動詞を「動助詞」などとする。それに対して，保科

『大正日本文法』では，現代的な視点でみても「穏当」と見なすことができる術語で文法事項の説

明を行っている。すなわち，従来の教科文典において示されてきた術語の多くを取り入れながら

文法体系の説明を行うのである。

　そして，文法事項の分類に関しては，『大正日本文法』も，その構成上，文の成分の大要から説

明を始めるという点については，高橋の教科文典と共通している。しかし，そこにおいては主語

と述語，ならびにそれを構成する単語の説明を行うのみで，高橋の教科文典において行われてい

たほど詳細に文の成分について説いているわけではない。「総論」で文の成分の大要を説明した後

の品詞各論は，術語の提示法と同様，従来編纂されてきた教科文典の品詞分類によりながらその

説明が行なわれている。ただし，保科は，品詞の説明における過度に詳細な下位分類は，それだ

け文法教授を複雑にし，生徒の理解を困難なものするとして，なるべく簡潔な形で示すべきであ

ると主張する。それに関しては，名詞と副詞を例に挙げながら次のように述べている。

　　文法家はや・もすると文法の範囲と論理学の範囲とを混同する傾がある。（中略）たとへば名

　　詞を有形・無形に分類することも，その一例であるが，元来有形名詞と無形名詞との区別は，

　　毫も文法上の職分に関係がない。（2ユ）

　　文法と辞書との範囲を混同してゐるものも少くない。たとへば副詞が動詞・形容詞および他

　　の副詞を修飾することは，文法的職分に属するものであるが，これを程度・分量および様態

　　等に分類して，その一語一語の用法を説明することは，辞書の範囲に立ち入ることになる。

　　文法は言語上における一般の法則を説明するもので，一語一語の用法について解釈せんとす

　　るものでない。（22〕

　実際に編纂された『大正日本文法』においても，名詞の分類は普通名詞・固有名詞のみとし，

副詞はその職能を説明するに留まっている㈱。

　こうしてみると，保科『大正日本文法』は，従来の文法教授において示されていた教科文典の

構成や，そこにおける品詞の分類などを多く取り入れつつ，それを平易・簡略化させたものであ

るといえる。高橋が，自らの主張である文（「章句」）の成分を説明することを教科文典の中心に

据え，それにより多くの新しい術語や分類組織を採用したのに対して，保科はそれまで行われて

いた文法教授における「定型」を重視するのである。
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4－2．「文法教材」としての「国語読本」「自作文」の重視

　保科『大正日本文法』は，従来の教科文典における術語を踏襲し，そこで示される文法事項の

分類（品詞の下位分類）を簡略化することによって構成されていた。すなわち，術語の提示法・

文法事項の分類に関して言うならば，『大正日本文法』はそれまでの文法教授において示されてき

た教科文典におけるものとほぼ同様の形を取っているのである。それでは，次に検討すべきは，

従来のものとほとんど変わらない提示枠組みを示しつつ，保科が『大正日本文法』の中で，白身

の主張する「実用」のための文法教授を行うことを実現させるためにとった方策についてである。

　保科は「実用」のため，すなわち「作文」のための文法教授を『大正日本文法』の中で実践す

るために，とりわけその教材選択に注意をはらう。そこにおける教材を，学習者の身近にある文

章の中に求めようとするのである。この教材選択について保科は次のように述べている。

　　申等学校における文法教材として採択するものは，きはめて明確にしてすこしも疑はしくな

　　いものでなければならん。文法家の間においてすら意見の区々なものやおのれ一人の管見に

　　属し，その根拠の薄弱なもの等は，なるべく生徒に提示してはならん。（24〕

　　文法教材はなるべく国語読本から選択すべきである。（25〕

　　文法教授は作文に密接な関係を有するものであるから，生徒の作文成績から必要な教材を蒐

　　集し，あるひはこれを教材として文法を教授すべきである。文法教授の実績を挙げるには作

　　文から教材を採集するのがもつとも効力のあるものである。（26〕

　ここで保科は，多くの人々に認められている「きはめて明確にしてすこしも疑わしくない」も

のを「文法教材」として選択する必要性を訴えている。すなわち，保科は文法事項が明確な形で

説明されることを可能とする文章を重視するのである。それを保科は学習者の身近に存在する

「国語読本」の中に見出そうとする。「読本わ智徳の啓発お促し，思想の発表を助けるのが，その

職分であるから，その文章わ思想発表の模範たるべきものでなければならん」（27〕と保科は述べる。

国語読本の文章を用いて文法事項の説明を行うことにより，作文を書くにあたっての「思想発表

の模範」を学習者に意識付けるのである。保科はそれをさらに学習者白身が書いた「自作文」に

まで敷術する。実際に自らの書いた作文が「思想発表の模範」に適っているかどうかを学習した

文法的知識によって確認するのである。『大正日本文法』においては，「国語読本から主語と述語

の結びついた文例を集めよ。（p．3）」「国語読本又は白作文から単文の文例を採集せよ。（p．204）」

というように「練習問題」の中に「国語読本」と「自作文」とが「文法」と関連づけられて多く

取り入れられている。そして，こうした正しい文章に対する規範意識を明確にさせつつ文法を示

していこうとする保科の主張は，『大正日本文法』に添付された「文法正誤表」（28〕の存在からも明

らかである。

　ここで，いま一度，高橋『大正文典』との比較という観点に立ち返って考えてみることとする。

前節で示したように，高橋は「実用」のための（作文に役立つ）文法教育を実現するために，

「（内発的な）思想発表の形式」に着目しつつ，文の構造を示すことに重点を置いた。これによっ

て学習者の能動的な作文活動を促すことを目的としたのである。それに対して，保科は学習者の
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外側にある「思想発表の模範」とすべき文章の存在を認め，そこに含まれる規範性を利用しなが

ら文章表現を律することを促す教科文典を編纂したのである。高橋が，「白らの思想をどう表す

か」といった作文の構成的側面に関わって文法を示そうとしたとするなら，保科は「正しく書け

るようにする」という作文の記述的側面に関わって文法を示したものといえよう。

4－3．「現代文」としての文語文法と口語文法との対照

　このように，保科は学習者の外側にある「思想発表の模範」とすべき文章の存在を認め，それ

と文法とを関連づけることによって自らの主張する「実用」のための文法教育を実践しようとし

ていた。すなわち，学習者を取り巻く実際の言語状況（文体状況）を重視しながら文法を示すの

である。このような保科の姿勢は，『大正日本文法』において示される文法体系の時代基準に端的

に示される。それに関して，保科は以下のように述べる。

　　大正の時代文を書き綴る場合には，中古文法を標準とする必要はない。しかるに中等学校の

　　文法は現代文に通有な法則を教授せよと法規に説示してあるに拘らず，依然として中古文法

　　を標準としているものが多いが，これは文法教授の目的から見て，おほいに改善を加へる必

　　要があるわけである。｛29〕

　中古文法を標準とした文法教授に対する批判は，第2節で指摘したとおり，当時多くの人々によ

って行われていたが，保科も同様の考えを持ちながら「現代文に通有な法則」を示していくべき

であるとする。『大正日本文法』においては「現代文に通有な法則」として文法体系を示すことが

目指されていた。教科文典の中で「現代」という時代を意識し，「現代」に対応した文法教育を行

おうとする試みは，明治37年に編纂された芳賀矢一『中等教科明治文典』の中で既に行われてい

た（30〕。そこでは「普通文」を書くことに資するための文語文法が主に説明されていたが，それに

対して保科は当時行われていた言語状況の中に「口語文」の勢力を認め，「現代文」を「普通文」

と「口語文」とを含んだものとして捉え，その両者に対応する形で文法を示そうとした。『大正日

本文法』は，「普通文」と「口語文」といういわば二つの基準を視野に入れながら編纂されたので

ある。実際にその文法体系の示された方をみてみると，『大正日本文法』においては，文語文法を

中心とした文法体系を示しながらも，すべての文法事項の説明にわたって，体系的に口語文法の

説明を行っている。教科文典における文語文法と口語文法との対照は，高橋龍雄・大町桂月『国

語新文典』（普及舎，明治35）をその嗜矢とし，その後，吉岡郷甫『文語口語対照語法』（光風館

書店，明治45）の刊行などを経て，他の教科文典においても比較的盛んに行われるようになって

いた。前節で示した高橋龍雄『大正文典』においても，口語文法に対する説明が行われているが，

そこでは口語文法が部分的にしか示されていない。『大正日本文法』以前に編纂された教科文典に

おける文語文法と口語文法との対照は，その相違が顕著な部分についてのみ，説明が集中してい

たのである。それに対して，保科は文語文法と口語文法のどちらををも体系的に教科文典の中で

示した。文語文法と口語文法とを併置して教科文典の中で説明することに有効性について，保科

は次のように述べる。

　　文法の効果を一般に感得させる方法としては，現代の文語文によつて，実際上必要な文法上
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　　の規則や事実を説明し，これを口語文によつて練習し，あはせて文語文と口語文の問に存在

　　する文法上の相違を会得させれば，文語文を書き綴る場合にも，口語文を書き綴る場合にも，

　　その効果の著しきを覚るに相違ない。（3’〕

　これは，文語文のみならず口語文をも作文教育の対象として今後は扱っていくべきであるとい

う保科の主張のあらわれである。当時の中学校作文教育においては，明治44年改正「中学校教授

要目」に「作文ハ現代文ヲ主トシロ語文及書片費文ヲ併セ課スベシ」（32〕とあるように，あくまでも

現代文（普通文）を教授することが主であり，口語文にはそれほど比重が置かれていなかったと

考えられる。ゆえに，文法教授において口語文法を扱う際も，文語文法を理解するにあたっての

補助手段としてしか示されていなかった。そのような状況の中，当時の言語状況における口語文

の勢力を認め，それを文法教授において示そうとした結果，・『大正日本文典』においては，従来教

科文典のレベルでは行われていなかった口語文法の体系をその中で示したのである。この保科の

試みは，国語教育史の流れから見れば，その後，口語文法が文語文法から独立して独自の教育内

容を持つようになるにあたっての先行実践であったと言える。

　以上，本節においては保科孝一『大正日本文法』の分析を行い，保科が自らの考える「実用」

のための文法教育を実現するために採った具体的な試みと①従来の教科文典との関連，②作文教

育との関連，③当時の言語状況との関連を中心に考察を加えた。それらを以下にまとめる。

①まず，「実用」のための文法教育を実現させるためには，当時の文法教授状況・学習者の理

　　解程度をふまえ，従来の教科文典において示されていた術語・（文法事項の）分類に倣いなが

　　らその平易・簡略化を図った。

　②そして，「実用」のための文法教育を「作文」と関連づけるために，国語読本・白作文を

　　「文法教材」として活用し，「思想発表の模範」を意識付けることにより，作文を「正しく書

　　く」ための文法を示した。．

　③「口語文」の作文にも対応した文法教育を行っていくことを可能とするために，教科文典の

　　中で口語文法と文語文法と対照を体系的なレベルで行った。

5．まとめ

　保科孝一の編纂した『大正日本文法』は，彼の「実用」のための文法教育に対する主張を反映

しそれを実現させたものであった。この教科文典の当時の学校教育への採録状況であるが，その

後，『昭和日本文法』（育英書院，昭和3）と名前を変更しながらもその内容をほとんど変えずに

継承されていたことをふまえると，当時の文法教育において多大な影響力を持った教科文典の一

つであると考えることができる。同時期における高橋龍雄『大工巨文典』が文（章句）の成分に注

目しつつその構造を知らしめることによって文法を作文教育に役立てようとしていたのに対して，

保科は学習者を取り巻く文体状況を考慮し，作文を「正しく書く」ための手段として文法を応用

しようとした。その後の文法教育への影響という点をふまえるならば，当時の教科文典における

規範性は，学習者の内発的な文章表現能力といったものよりも，学習者を取り巻く言語状況に重
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きを置くことによって規定されていたと考えることが可能であろう。

　現代においても，「役に立つ文法」といった意味合いで「実用文法」という用語がしばしば用い

られ，その下位分類として「解釈文法」「表現文法」とが設定されている。そのうち，文章表現と

関わった「表現文法」については，次のような説明がなされている。

　　言語表現を正しく的確に行うことを目的として編まれる文法。応用文法・実用文法の一つ。

　　（中略）現代ではもっぱら現代言吾に即して論じられ考察されている。以前にも外国人を対象と

　　した日本表現文典の類が編まれるということはあったが，学校における国語教育のあり方を

　　相関させながら言語表現の正しく的確な解釈を目的とした読解文法（解釈文法）と表裏させ，

　　表現文法という名称を冠して，正しく的確な言語表現を行うための文法を独白に工夫編纂す

　　べきことの必要性が強調されされ，様々な試みが具体化されるようになったのは昭和20年代

　　にはいってからのことである。（33〕

　この引用においては，「実用文法」が様々な試みによって具体化されるようになったのは昭和20

年代に入ってからということになっているが，本稿で論じてきたように，「実用」のため（文章表

現に役立たせるため）に文法を教授しようとする試みは，当時の言語状況が考慮されながら，大

正期において既に志向されていたと言うことになる。

　ただ，本稿で中心的に取り上げた保科『大正日本文法』に関して言うのであれば，表現を重視

しているとはいえ，それは学習者の言語活動（自律的な文章表現活動）を活発にするという視点

に立ったものではなかった。『大正日本文法』は，あくまでも文語と口語を対照させつつそれを全

体として示すことが目的とされているかのような印象を与える。これは，当時の言語状況，特に

関して保科が重視していた「国語の整頓」（34〕（標準語の整備）と深く関わっているように思われ

る。この「国語の整頓」と「文法」との関係については，稿を改めて論じることとする。
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（7）保科孝一，「作文の時弊」，『中学世界』増刊『作文叢話』，明治39．11（※引用は滑川道雄

　　『日本作文綴方教育史1明治編』，国土杜，昭和52，pp．370－371）

（8）近藤兵庫，「中等教育に於ける文法教材」，『国語教育』，大正6．12，p．10
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（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

　近藤兵庫，前掲論文，p．10

　寺田清治，「口語法を一層重んぜよ」，一『国語教育』，大正6．2，p．1ユ

　高橋龍雄，「国語文法教揮の改良」，『国語教育』，大正5．5，p．44

　高橋龍雄，『大正文典要義』，啓成社，大正4，p．1

　高橋龍雄，前掲書，p．6

　高橋は「章句」について「詞の一纏にして意義の集結せるものをいふ。」（『大正文典』，p．

1），「本書にては文又は文章といふものは，幾つもの終止形を以て成れる纏りたるものをい

ひ，唯一つの終止形にて成れるものを章句と定む。」（『大正文典要義』，p．5）と定義付けて

いる。現在言うところの「文」の概念を「章句」という語で説明している文典として，松下

大三郎『日本俗語文典』（誠之堂，明治34）を高橋に先立つものとして挙げることができる。

　高橋龍雄，『大正文典』，啓成杜，大正4．8，「序」p．4

　それぞれの関係について高橋は『大正文典要義』の中で次のように説明する。「主語に対し

て説明語あり，これにて章句をなすを説明関係の章句といふ。（p．160）」「修飾関係の章句は，

前半が修飾語，もしくは連語の修飾語にして，後半が被修飾語もしくは連語の被修飾語なり。

（p．167）」「対等関係の章句は，二章句となるべき同じ形式のものが中止形によりて連結せら

れて一章句となるものをいふ。（p．174）」「章句の前半が単語の客語にして，その後半が単語

の帰着語又は連語の帰着語たるものあり。か・る章句を帰着関係の章句といふ。（p．178）」そ

して，「この四つの関係を以て論ずれば，日本の過去の文章も，現代の口語も，若くは漢文英

文いづれの外国文も説き尽して鹸蓮なく，人間の思想の発表形式は，総て以上の四種に外な

らざるを発見せり。（p．7）」と述べる。

　高橋龍雄，．前掲書，「序」p．3

　その一例として，藤岡勝二『中等日本文典』（三省堂，明治44）を挙げることができる。藤

岡はその巻頭で次のように述べる。

　本書を教授するに当りては，まづ，文の概念を確実にせられんことを望む。然らざれば，

　各品詞を説くに当り，文の成分との関係を明かにし，その応用を正確にするあたはざるを

　以てなり。（上巻，p．1）

　文法教授において示される教科文典を「教科書」として示していくべきだという主張は三

土忠造『中等国文典』（冨山房，明治31）にまで遡って考えることができる。

　保科孝一，『国語教授法精義』，育英書院，大正5，p．433

　保科孝一，前掲書，p．429

　保科孝一，前掲書，p．430

　当時一般的に世に示されていたと考えられる教科文典のうち，名詞の説明の中で有形・無

形の別を説き，しかも，副詞の意義についての詳細な説明を行っているものとして芳賀矢一

『中等教科明治文典』（冨山房，’明治37）が挙げられる。

　保科孝一，前掲書，p．434

一78一



（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

（33）

（34）

　保科孝一，前掲書，p．435

　保科孝一，前掲書，p．437

　保科孝一，『国語教授法指針』，賓永館書店，明治34，p．58

　「文法正誤表」は，学習者の作文の中に誤りの多い部分を重点的に示すために作成されたも

のである。そこでは，二段動詞における連体形の文語と口語との混用，二段動詞の終止形と

連体形との混用などが文法的な誤りとして示されているが，それとともに仮名遣いの誤りも

文法的な誤りとして同様に扱われている。

　保科孝一，『国語教授法精義』，育英書院，大正5，p．132

　拙稿「文法教育史における芳賀矢一」，『人文科教育研究』第26号，平成1！参照

　保科孝一，前掲書，p．698

　増淵恒吉編，前掲書，p．77

　国語学会編『国語学大事典』（東京堂出版，昭和55）における「表現文法」の項（森野宗

明担当），p．728

　保科孝一，『国語教授法指針』，賓永館書店，明治34，p．6参照
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表1．保科孝一『大正日本文法』（大正7）の目次構成及び説明される文法事項

第一編

　第一章

　第二章

　第三章

　第四章

第二編

　第一章

　第二章

　第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

　第十章

第三編

　第一章

　第二章

　第三章

　第四章

　第五章

第四編

　第一章

第二章

第三章

目次構成　　　　　1　　　　　　　　　説明される主な文法事項

総説　　　　　　　1
　主語と述語　　　　　＝主語・述語・文

　主語の成分　　　　　1名詞・代名詞・体言

　述語の成分　　　　　；動詞・形容詞・副詞・助動詞・用言

　文の接続　　　　　　1接続詞・助詞

品詞　　　　　　　1
　名詞　　　　　　　　＝固有名詞・普通名詞

　代名詞　　　　　　　1人代名詞・指示代名詞

　動詞　　　　　　　　1正格活用（四段活用・上一段活用・下一段活用・上二段活用・下二段
　　　　　　　　　　　1活用）

　　　　　　　　　　　＝変格活用（加行変格活用・佐行変格活用・奈行変格活用・良行変格活

　　　　　　　　　　　1用）

　　　　　　　　　　　1形容動詞

　　　　　　　　　　　1将然形・連用形（中止形）・終止形・連体形・已然形・命令形

　形容詞　　　　　　　■久活用・志久活用

　　　　　　　　　　　1将然形・連用形（副詞形・中止形）・終止形・連体形・已然形

副詞　　　　　　　1

　接続詞　　　　　　　■

感動詞　　　　　　1

　助動詞　　　　　　　1受身・可能・使役・指定・推量・願望・時（過去・現在・未来・完了・

　　　　　　　　　　　＝恒久時・歴史的現在）・敬語・打消・泳歎・比況

　助詞　　　　　　　＝語句の関係をあらはすもの・語句を接続するもの・・種々の意味をあら

　　　　　　　　　　　1はすもの（疑問・感歎・禁止・願望など）

　品詞の種類　　　　；

語と語との連続　　　　1

　動詞・形容詞と助動詞1

　助詞との連続　　　　1

　助動詞と用言との連続1

　助詞の用法一　　　　1体言に結びついて語句の関係をあらはすもの

　助詞の用法二　　　　1用言に結びついてもつぱら語句を接続するのに用ゐられるもの

　助詞の用法三　　　　1ある語句に結びついて種々の意味をあらはすもの

文　　　　　　　　1

　文の成分　　　　　　1語・句・文・主語・形容詞句・形容詞節・述語・副詞句・副詞節・補

　　　　　　　　　　　；足語

　文の構成　　　　　　＝単文・複文・重文

　係結の呼応　　　　　1係結・係詞・結詞・はもの係結・ぞやかの係結・こその係結
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表2．高橋龍雄『大正文典』（大正4）の目次構成及び説明される文法事項

　　　　　目次構成　　　1　　　　　　説明される主な文法事項
第一篇　総説　　　　　　　　　；文法・文典・言語・章句，主語・説明語（現在の述語）

　第一章　主語と体言　　　　　；名詞・代名詞（体言），数詞

　第二章　説明語と用言　　　　1動詞・形容詞（用言）

　第三章　体言と附属詞　　　　1附属詞・静助詞（現在の助詞に相当）・連語の説明語

　第四章　体言と修飾語　　　　1連体修飾語・連語の主語・連語の客語（現在の目的語）・連語

　　　　　　　　　　　　　　　1説明語
　第五章　説明語と附属詞（其一）＝動詞と動助詞（現在の助動詞）・体言と動助詞

　第六章　説明語と附属詞（其二）＝形容詞と形容動詞・形容動詞と動助詞

　第七章用言と修飾語　　　　＝連用修飾語・形容詞・副詞，章句の成分一主語・客語・説明語・修飾
　　　　　　　　　　　　　　　1・五
　　　　　　　　　　　　　　　1口口
第二篇　品詞　　　　　　　　　；独立詞一体言・用言・副詞・感動詞・接続詞

　　　　　　　　　　　　　　　」附属詞一静助詞・動助詞

　　　　　　　　　　　　　　　＝接頭語・接尾語

第三篇　用言詳説　　　　　　　＝

　第一章　動詞　　　　　　　　1動詞の活用

　第二章　動詞の自他　　　　　1白動詞・他動詞

　第三章　動詞の各段　　　　　1単動詞・複動詞

　　　　　　　　　　　　　　　＝第一段一受身形・可能形・使役形・（敬語形）・否定形・未来形・現在

　　　　　　　　　　　　　　　＝完了形

　　　　　　　　　　　　　　　1第二段一名詞形・敬語形・熟語形・連用形・現在完了形・過去形・中

　　　　　　　　　　　　　　　1止形（対等関係）

　　　　　　　　　　　　　　　1第三段一終止形・推量形・べし（命令形・想像形・可能形・当然形）

　　　　　　　　　　　　　　　1第四段一連体形・名詞形・体言と比楡形

　　　　　　　　　　　　　　　＝第五段一命令形・現在完了形

　　　　　　　　　　　　　　　1章句の成分・品詞解剖

　第四章　口語の動助詞　　　　1受身形・可能形・敬語形・使役形・否定形・未来形・過去形・否定想

　　　　　　　　　　　　　　　1像形・過去想像形・指定形

　第五章　動詞と静助詞　　　　1仮定法・確定法・順態・逆態・事物指定

　第六章　形容詞と形容動詞　　＝形容詞の活用（久活・志久活）・仮定法・確定法・中止形・副詞法・

　　　　　　　　　　　　　　　1本活用・転活用（カリ活）・なり活・たり活

　第七章　口語の形容詞　　　　1本活用・転活用・カリ活・ニナ活・ダ活・デス活

　　　　　　　　　　　　　　　1未来形・過去形・中止形・終止形・敬語形

第四篇　静助詞の分類　　　　　1第一類・第二類・第三類・表格の静助詞・接続・禁止・否定・感動・

　　　　　　　　　　　　　　　1調整・係結法

第五篇章句論　　　　　　一
　第一章　章句の構成　　　　　＝章句の四種・説明関係

　第二章　主語と説明関係　　　1総主・主語の省略

　第三章　成分と対等関係　　　1対等関係

　第四章　客語と帰着関係　　　1帰着関係

　第五章　修飾語と修飾関係　　＝修飾関係

　第六章　成分の欠如と省略及顛倒＝主語の欠如一命令の章句・訓諭の章句

　　　　　　　　　　　　　　　1主語の欠如省略・成分一部の省略・成分全部の省略・韻文と顛倒法
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