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﹁呼びかけ﹂のタイプ︑ 説謡作品︑

はじめに

平安時代の説話作品における﹁呼びかけ﹂の表現形式

﹁呼びかけ﹂︑
﹁ーコソ﹂

奈部淑

子

会語の場において話し手が︑対象となる闘き手の意識を語し手

﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応

キーワーード一

和文作晶︑

側にむけさせたいと考えるとき︑その手段の一つとして﹁呼びかけし

けようという意志があることを訴え︑伝達しようとする発謡内容

が挙げられる︒﹁呼びかけ﹂とは話し手が︑聞き手に対して働きか

と考えられる︒そしてそれをもっぱら表現するのが﹁呼びかけ﹂に

を受信する準備を整えることを︑ことさらに要求する行為である

旨

本稿は平安時代の説話作晶の申に認められる﹁呼びかけ﹂の表現形式

要

について︑和文作品の場合と此較を行いながら考察し︑前稿において
提示した﹁呼びかけ﹂のタイプと表観形式の対応という観点が︑ジャン

される機能や生じてくる効果も︑対象となる聞き手やその場面︑

用いられる表現形式であると考えるが︑このような語し手の意図
に基づいて発せられる形式は様々であり︑またそれによって発揮

説話作品において︑三タイプに渡って用いられる﹁呼びかけ﹂の表現

発謡中における位置によつて異なってくる︒これが文学作晶にお

ルを越えて有効なものであることを主張するものである︒

に猫かれている杜会階層や文体讐が異なるためであると考える︒一方︑

形式は和文作晶とは異なるものが多く︑これは説話作晶の中に中心的

晶を資料として述べた苧︒

現形式の間には対応関係が認められることを︑平安時代の和文作

て三つのタイプに分類して考察を行い︑﹁呼びかけ﹂のタイプと表

筆者は以前︑﹁呼びかけ﹂として発せられる形式をその状況によっ

いて用いられる場合︑また様々な機能や効果があると考えられる︒

ブランクを持つ形式は︑その多くが和文作品と共通するものであり︑
説請作晶においても﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応という観点
は有効であると言え︑説誘作品における﹁呼びかけ﹂のタイプは和文作
品と同様に三つであると考えられる︒
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比較しながら︑そこに現れる﹁呼びかけ﹂の表現形式の機能や効果

について考察を行いたいと考える︒また︑和文作晶の考察におい
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て提示した﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応という観点につ

そL
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筆者は前稿琴において︑平安時代の和文作晶を資料として︑話

いられない形式﹁あが−﹂﹁わがー﹂︑﹁ーよ﹂︑﹁1や﹂︑タイプ㎜に

在が確認された︒タイプ五専用の形式の﹁やや﹂︑タイプーには用

可能な形式が認められる一方で︑表中にブランクを持つ形式の存

は現れない形式﹁−こそ﹂である︒このことから︑﹁やや﹂は話し手

し手と聞き手との間に会謡の場が成立しているか否か︑両者の間
を基準として︑コミュニケーションの進行の段階により﹁呼びかけ﹂

開始されていない

コミュニケーションが

開始されていない

の﹁呼びかけ﹂のタイプによる表現形式の現れ方の違いを手がかり

るものであると考えられることなどを明らかにした※5︒さらにこ

ることによって︑闘き手の心惜を和らげるという効果が期待され

﹁わが1﹂は会話の場が成立していることを前提とし︑これを用い

ンの開始を要求する場合に用いられるものであること︑﹁あが1﹂

は会語の場が成立しているか否かにかかわらず︑コミュニケーシヨ

﹁呼びかけ﹂の最も基本的な機能を発揮する形式であり︑﹁ーこそ﹂

側にむいていない聞き手の意識を語し手側にむけさせるという︑

会諸 の 場 が

成立している

成立していない

タイプ■

開始されている

発揮される効果の考察を行ったのであるが︑次節からは平安時代

成立している

右に示した基準に従って平安時代の和文作品に現れている﹁呼び

の説語作品に目を移し︑和文作品の場合との比較を行いながら考

として︑和文作品における﹁呼びかけ﹂の表現形式の機能や用法︑
かけ﹂の表現を分類したと︸﹂ろ︑﹁呼びかけ﹂のタイプによる表現形

れる箇所等︑私意により改めた部分があることをお断りしておく︒

察を進める︒猶︑本稿における引用例には︑表記法︑誤宇と考えら

タイプ㎜

タイプー

§コミュニケーシヨンの進行段階による﹁呼びかけ﹂のタイプ※4

を三つのタイプに分類することを試みた︒

に既にコミュニケーションが開始されているか否か︑という二点

いても検討を加えていきたい︒

君

固

官職名や固有名詞のように1・n・㎜の三タイプすべてに肉現

将

有

q

式の現れ方はつぎのようなものであつた︒
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平安時代の説話作品における﹁呼びかけ﹂の表現を調査し︑ 三つ

のタイプに分類したところ︑つぎのような結果が得られた︒
表︵B︶ 説誘作品における﹁呼びかけ﹂の表現の例数

おり︑この説得に﹁呼びかけ﹂の表現が多く用いられているため︑

用例数自体が多くなっていると考えられる︒さらに説謡作晶には︑

口頭語のありようにより近いかたちの発話描写がなされているこ

和文作晶とは異なる杜会階層を描いた謡が多く認められ︑当時の

また︑表︵B︶から︑タイプ皿・㎜の﹁呼びかけ﹂に比ベタイプ正

とも︑多くの例数が得られた一因であろう︒

の﹁呼びかけ﹂の例数が少ないことに気づくが︑これは説語という

は和文作品の作り物語などに比して短いものがほとんどであり︑

作晶の構成によるものであると考える︒説話作品では一語の長さ
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い環境にあつたため︑作品中にそれが描かれることが少なく︑用

とは︑それを発している人物の属性や人柄︑誘し手と聞き手の相

対的な上下関係︑その場面の特異性などを印象づける効果が得ら

例数も多くなかった︒だが︑逆に︑作品申に﹁呼びかけ﹂を描くこ

れたと考えられ︑その効果を期待して︑少ないながらも﹁呼びかけ﹂

においてであるが誉︑和文作晶と比較してまず大きく異なるのは︑

を省みさせ︑改めさせようといった︑説得の発謡が多く描かれて

き手に対して物事の道理や仏の教えを説き︑聞き手の考えや言動

全体の用例数である※7︒説謡作品においては︑その内容から︑闘

平安時代の貴族杜会では﹁呼びかけ﹂という行為自体が起こりにく

一方︑これら説語作晶に対して和文作品の場合は︑背景にある

第一巻ニニ五頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第三﹁摩褐提國王︑嬢杭太子語第十五﹂

母ヲ喚テ闘テ云ク︑﹁不例ズ宮ノ内ノ騒動スル︑何事ノ有ゾ﹂ト︒

其ノ時二︑嬢杭太子︑室ノ内二有テ︑カク王宮ノ騒グヲ聞テ乳

多かつたためであろう︒つぎに例を示しておく︒

ることは少なく︑地の文において﹁○○ヲ喚テ﹂と語られることが

少ない分量の中で︑タイプーの﹁呼びかけ﹂は発話として描写され

コミュニケーシヨンの対象ではなく︑祈りの対象としての神
仏にむけられた﹁呼びかけ﹂の例数は参考として示すが︑考察対

※神仏

象からは除外した︒

合計

2 2

タイプ皿
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46

今圓調査を行った作晶のほとんどは本文の分量が少ないため︑

諦

2 0

まとまった例数が得られたのは﹃員本霊異記﹄と﹃今昔物語集﹄

合
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描くことは︑読み手にその場面を印象づけるうえで大きな効果を

の表現が意図的に配せられており︑特にタイプーの﹁呼びかけ﹂を

場合と同じであるが︑その形式自体は和文作品の場合とは異なつ

三タイプに渡って用いられる形式が認められるのは和文作晶の

称名詞語が︑全用例の半数以上を占めていることが注目される︒

られていなかつた﹁ナムヂ︵汝︶﹂や﹁オノレ︵己︶﹂などの二人称の人

まず和文作品では﹁呼びかけ﹂の表現形式としてはほとんど用い

ている︒

異なるため︑和文作晶と同様の表現効果が期待されるとは考えに

和文作晶において三タイプに渡って用いられる形式として多数の

いても︑作晶中に申心的に描かれている杜会階層︑作品の構成が

あげたと考えられる︒しかし︑説話作品ではそのような場面を描

かけ﹂が占める割合より︑説謡作品のそれは小さいのであろう蓄︒

くい︒そうしたこともあって︑和文作晶におけるタイプーの﹁呼び

例が得られた官職名や女房の召し名などは数例に止まっており︑

の貴族杜会とは異なる杜会階層に属する人々を中心に描いた語が

これらがほとんど見られないのは︑説語作晶においては平安時代

て十四例︵﹃うつほ物語﹄の﹁才名告り﹂の場面において認められた

大多数を占めていることによると考える︒また︑和文作品におい
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q
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いて︑次節で表中にブランクを持つ形式について考察を行う︒

妻ノ云ク︑﹁我レ︑髪長クシテ極テ其ノ益禿シ︒然レバ此ノ

髪ヲ切テ費テ其ノ直ヲ以テ少ノ善根ヲ修シテ後世ノ貯ヘト為

2

ムヂ︵汝︶﹂の例を示す︒

ていることについて考えてみたい︒つぎに最も例数が多かつた﹁ナ

称名詞とされる形式が説語作品における全例数の半数以上を占め

では︑ここで﹁ナムヂ︵汝︶﹂や﹁オノレ︵己︶﹂などの︑二人称の人

であろう︒

とまった例数をもって認められたことのほうにむしろ注冒すべき

れ︑和文作晶においてこの固有名詞による﹁呼びかけ﹂の表現がま

り︑みだりに実名を口にするようなことはなかったものと考えら

二例評認められたのみであった︒平安時代には︑杜会的慣習によ

八例を含む︶認められた固有名詞︵実名︶も﹃今昔物語集﹄において

こ︸﹂では説話作晶における﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対

プと表現形式の現れ方をみたところ︑つぎのようであつた︒
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ヲ以テ衣装ト為ル也︒何デ﹃切ラム﹄トハ云フゾ﹂ト︒妻ノ云

ム﹂ト︒夫ノ云ク︑﹁汝ガ今生ノ財ハ只此ノ髪ミ許也︒此ノ髪

の考えを説いて聞かせていることが読みとれ︑この場面における

る︒例2の妻の発語描写からは︑妻が夫と対等に向き合い︑自己

向つての語のやうである︒﹂︵前掲書 三九八頁︶とも述べておられ

二人の関係に︑﹁ナムヂ︵汝︶﹂が﹁呼びかけ﹂の表現として選択され

ク︑﹁汝︑此ノ身ハ元常ノ身也︒警ヒ命百歳有リト云フトモ︑

死ナム後二何ノ益カ有ム︒今生カクテ止トス︑後世ヲ思フニ

また︑これは説語という作晶の内容にも関連があるように思わ

ていると考えられる※㎜︒

れる︒説話の申には徳の高い僧や儒者が一般の人々に道を教え諭
し︑それまでの行いを悔い改めさせるといった内容の発話が多く

︵﹃今音物語集﹄巻第四﹁天竺舎衛國髪起長者語第十五﹂

極メテ怖シ﹂ト云テ︑髪ヲ切ヅ︒

第一巻二九四頁︶

要因の一つであると考える︒さらに注意したいのは︑説謡作品に

描かれており︑対等もしくは目下への発話が目立つことも︑この

おける︑この﹁ナムヂ︵汝︶﹂をはじめとする三タイプに渡って用い

髪を切ることに反対する夫に自身の躰の無常を説く妻の発話中

られている形式︵﹁ナムヂ︵汝︶﹂︑﹁オノレ︵己︶﹂︑一般名詞︑特定複

に﹁汝﹂という﹁呼びかけ﹂の表現が見え︑これは既に会謡の場が成
ムヂ︵汝︶﹂については築島裕氏が︑和文作晶において認められる﹁な

立しているため︑タイプ皿の﹁呼びかけ﹂であると考える︒この﹁ナ

ではなく︑会語において聞き手を指し示すだけのものであるとい

う点である︒これは説語作晶において︑﹁ナムヂ︵汝︶﹂や﹁オノレ

数を指す名詞︑定記述など︶は︑すべて特定の個人を明示する形式

三九九頁︶※㎜︒和文作品においては︑﹁ナムヂ︵汝︶﹂

むじ・なんじ﹂の例を検討したうえで︑この語が本来訓読語である
つきての研究﹄

と考えられることを指摘しておられる︵﹃平安時代の漢文訓讃語に

登場人物の口を借りて︑作品を受容する読者にむけて呼びかけ︑

︵己︶﹂などの形式を﹁呼びかけ﹂の表現として用いることによって︑

物事の道理や仏の教えを語りかけるといった効果をも意図したも

という訓読語を用いることによって生じる違和感から効果が得ら
品の文体においては︑そうした効果とは無関係に﹁ナムヂ︵汝︶﹂が

れたと考えられるが︑漢文訓読体を母胎として形成された説話作

のではないかと考える︒

かわらず︑二人称の人称名詞による﹁呼びかけ﹂の表現がほとんど

かけ﹂の表現の大多数が相対的下位者にむけてのものであるにもか

一方︑和文作晶においても胃下への発話が多く認められ︑﹁呼び

多用されていると考える︒

名をもって﹁呼びかけ﹂られるような人物ではなかったものと思わ

見られないのは何故なのであろうか︒これについては森野宗明氏

例2のこの夫は﹁身極テ貧﹂しい老人として描かれており︑宮職

して周いられるのは﹁ナムヂ︵汝︶﹂や﹁オノレ︵己︶﹂︑︒﹁キミ︵君︶﹂な

の言及が参考になると思われる︒

れる︒そうなるとこの夫にむけて発せられる﹁呼びかけ﹂の表現と
どの二人称の人称名詞であろう︒この﹁ナムヂ︵汝︶﹂にっいて築島

氏は﹁ナムヂは封等又は目下に向つての語であるが︑キミは員上に

一100一

平安時代の説話作晶における「呼びかけ」の表現形式（奈部淑子）（6）

二人称の人称名詞も多く用いられているが︑二人称の﹁オレ﹂の例

は森野氏が述べておられるように多くはなく︵前掲論文︶︑﹁呼びか

︿オレ﹀は︑平安時代から鎌倉時代まで︑一貫して︑特定の喚

起的意味を持ち続け︑位相論的杜会言語学的な一定の制約の

いない﹃宇治拾遺物語﹄における﹁おれら﹂の一例のみである︒一﹂

け﹂の表現として現れているのは︑ここで直接の考察対象とはして

の形式が中世以降﹁呼びかけ﹂の表現としてどのような現れ方をす

平安時代には︑すでにその一端については触れるところがあっ
たが︑二人称者を胃下としてとらえ︑親獅あるいはぞんぶい︵マ

いと考える︒

るのか︑またその用法︑効果については今後考察を進めていきた

もと︑生き続けたことばであったことを知ることができる︒

︿マウト﹀︿マシ﹀などがあり︑物語一胃記類に散見するが︑︿オ

それではここで︑表申にブランクを持つ形式について考えてみ

マ︶な印象を伴いながら用いられることばとしては︑︿キンジ﹀

レ﹀のように卑蔑感が露骨︑強烈でない︒そこが中途半端と
して︑かえってマイナスにはたらき︑喚起性の摩滅度が高く︑
次々に消失して生存率はきわめて低い︒

ても用いられていることが解る︒以下でこれらの形式について用

さらに︑和文作品において用いられていた形式が説謡作晶におい

たい︒説語作品においても表中にブランクを持つ形式が確認され︑
和文作品において﹁きむぢ﹂や﹁まうと﹂などの員下に対して用い

例の検討をとおしてその機能・用法を考察する︒

︵﹁二人称の︿オレ﹀について1鎌倉時代を中心に1﹂八一頁︶

られる二人称の人称名詞による﹁呼びかけ﹂の表現が一例養しか見

タイプーの専用形式として︑﹁ヤヤ︵耶ミ︶﹂と﹁ヤ︵耶︶﹂という感

当たらなかったのは︑森野氏が述べておられるように︑これらの
形式の﹁卑蔑感が露骨︑強烈でな﹂かったため︑相対的上下関係に

あるが︑

動詞による﹁呼びかけ﹂の表現形式が認められた︒まず︑﹁ヤヤ﹂で

然レドモ︑書生ノ云︑﹁我レハ此レ︑道二迷ヘル人也︒忽ガ

み出すことができない形式とみなされ︑作品中に用いられること

3

ある二者の間における﹁呼びかけ﹂の表現としても十分な効果を生

が少なかったのであると考える︒聞き手である対象が相対的下位
けるには︑固有名詞︵実名︶をもって﹁呼びかけ﹂を行っているさま

者であることや語し手から軽んじられる人物であることを印象づ

﹁然ラバ︑暫ク立給ヘレ︒出デ㌧遺ヲ教ヘム﹂ト云テ︑女ノ出

来ムト為ルニ︑極テ怖シク思エテ︑馬ヲ取テ返シテ逃ゲ足二

シキ事有ルニ依テ不可入ズ︒只道ヲ教へ給へ﹂ト︒女ノ云ク︑

よる﹁呼びかけ﹂の表現のほうが﹁きむぢ﹂や﹁まうと﹂による﹁呼びか

返テ見レバ︑長ハ屋ノ構ト等クシテ眼ノ光テ見ユレバ︑﹁然レ

成ルヲ聞テ︑女ノ云ク︑﹁耶ミ︑暫ク待テ﹂トテ出来ル女ヲ見

を描写するほうが効果的であろう︒和文作晶において固有名詞に

説語作晶においては﹁ナムヂ︵汝︶﹂の他にも﹁オノレ︵己︶﹂という

け﹂の表現よりも多く認められるのは︑このためではないかと考える︒
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一五三頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第十二﹁肥後国書生免羅剰難語第二十八﹂

バコソ︒我レハ鬼ノ家二来リニケリ﹂ト思テ︑

第三巻

話の︑川成が死人の絵を描いて飛騨の工の胃をまんまと歎いたと

良い建築士とが自身の技術をもってお互いに挑み合ったという説

いう件である︒死臭が漂ってくるかと思われるほどの死人の絵に

た川成の発謡の中に﹁耶﹂というタイプーの﹁呼びかけ﹂の表現が認

怖じ恐れ︑周囲の様子に気を配る余裕もない飛騨ノエにむけられ

せようとして発せられた例︑逃げ去ってゆく盗人にむけて発せら

められる︒他にも︑無視して通り過ぎようとする人を立ち止まら

これは女︵実は羅剰女であるのだが︶が︑逃げる書生を止まらせよ
うと声をかけている︑その発語の中に﹁耶ミ﹂という﹁呼びかけ﹂の

れた例等が確認された︒

表現が見える︒この書生は既に逃げ出しているのであり︑この二者

また︑例数が一例のみであったため表︵C︶には記載していない

の間には会話の場は成立しておらず︑タイプ互の﹁呼びかけ﹂である︒

が︑この他にも﹁ヲイヲイ﹂という形式がタイプーで一例誘︑﹁ヲヰ﹂

がタイプ㎜で一例認められた︒つぎにタイプ㎜と見られる例をあ

和文作晶における﹁やや﹂も同じくタイプ正の専用形式であった

げる︒

︵表︵A︶参照︶︒ここで注貿すべき点は︑和文作晶においては感動

詞による﹁呼びかけ﹂の表現形式は﹁やや﹂のみであったのだが︑説
である︒つぎに例を示す︒
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語作品においては﹁ヤ︵耶︶﹂という形式がこれに加わっていること

延正叫姶テ云フナル様︑﹁世ノ人︑努ミ︑穴賢︑大挨法王ノ

也ケリ︒此事聞持テヤ︑ヲヰ﹂ト叫ビケルヲ︑院闘シ食テ︑﹁此

御辺二不参入ナ︒糸悲ク難堪キ事也ケリ︒只下衆ニテ可有キ

云二随テ︑廊ノ有ル遣戸ヲ引開タレバ︑大キナル人ノ黒ミ

奴痛ウ申シタリ︒物云ヒニコソ有ケレ﹂ト被仰テ︑忽二召出シ

張臭タル臥セリ︒臭キ事鼻二入様也︒不思懸二此ル物ヲ見タ
レバ︑音ヲ放テ樗テ去返ル︒川成︑内二居テ︑此ノ音ヲ聞テ

二一九頁︶

る﹁呼びかけ﹂の表現とは異なる点である︒表現形式数にもその用

となく用いられているというのは︑和文作品における感動調によ

﹁ヤ﹂︑﹁ヲヰ﹂など複数存在し︑それらがタイプ夏に限定されるこ

﹁呼びかけ﹂の表現として用いられる感動詞が﹁ヤヤ﹂だけでなく

第五巻

︵﹃今音物語集﹄巻第二十八﹁銀鍛治延正︑蒙花山院勘当語第十三﹂

テ︑禄ヲ給テ被免ニケリ︒

これは百済ノ川成という当代随一の絵師と飛騨ノエという腕の

四巻第三九〇頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第二十四﹁百済川成飛騨工挑語第五﹂

人ノ形ヲ書タル也ケリ︒

ト云ケレバ︑恐ミヅ寄テ見レバ︑障紙ノ有ルニ︑早ウ︑其死

其遣戸ヨリ顔ヲ差出テ︑﹁耶︑己レ此ク有ケルハ︒只来タレ﹂

咲フ事無限リ︒飛騨ノエ︑﹁怖シ﹂ト思テ土二立テルニ︑川成
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平安時代の説謡作晶におけるr呼びかけ」の表現形式（奈部淑子）（8）

法にも差異が認められるのは︑和文作晶に比べ説語作品では︑当

國ノ王子トシテ在マサムト思ストモ︑國ノ内透徹リテ︑蟹ヒ︑

先ヅ︑命ヲ可持給キ也︒命失ヌレバ︑國王ノ位モ益元シ︒亦︑

大臣．公卿︑太子二申シテ云ク︑．﹁君︑國ヲ治メムトナラバ︑

此ノ國二軍千人有リト云フトモ︑彼ノ國ノ軍一人二可當キニ

おいて和文作品よりタイプ唖の﹁呼びかけ﹂の割合が大きいのもこ
のためであると考える※脆︒タイプ㎜の﹁呼びかけ﹂が多く描かれて

ヒタ迎へ可為キ方元シ︒然レバ︑速二敵ノ國二参リ向ヒ給テ︑

非ズ︒彼レハ姐ト有リ︑我レハ魚ノ肉村トシテハ被下レムニ︑

時の口頭語により近い描写がなされているためであり︑表︵C︶に

つながると思われる︒このように︑感動詞による﹁呼びかけ﹂の表

︵﹃今昔物語集﹄巻第十﹁二國互挑合戦語第柑一﹂

身ヲ全クシテ國ヲ被預レバ︑可持給キ也﹂ト

第二巻

る場面であるが︑この臣下の発話の申に﹁君﹂という﹁呼びかけ﹂の

右に引用したのは︑大臣や公卿が太子を説き伏せようとしてい

三一八頁︶

いることが︑例5のような﹁呼びかけ﹂の表現を見せていることに

現形式が複数認められたのであるが︑作晶中では男女ともにこれ

らの形式を発しており︑形式による性差や年齢差などは認められ
なかった︒

つぎにタイプ皿︑皿において用いられている形式についてであ
るが︑この中には和文作晶と一致するものが多い︒二人称の人称
名詞﹁キ︑・︑︵君二公﹂の字があてられている場合もある︶﹂が加わっ

であるので︑タイプ皿の﹁呼びかけ﹂であると考えられる︒相手は

表現が見える︒これは既に会議が行われている場においてのもの

幼いと言えども国を背負うべき太子であり︑﹁給フ﹂という敬語が

ている点が異なるが︑この形式が和文作品において︑単独で﹁呼び
つほ物語﹂において一例認められたのみである︒しかし説語作品に

ていることが読みとれる︒

用いられていることからも上位者に対する丁重な物言いがなされ

かけ﹂の表現として用いられている例は見当たらず︑﹁君よ﹂が﹁う
おいて︸﹂の形式がタイプ皿・狐の﹁呼びかけ﹂に用いられるもので

たちで︑タイプ皿︒㎜の﹁呼びかけ﹂に多く認められたことと結び

れた︒つぎに例を示す︒

また︑この﹁君﹂には他に︑特に目上であつたり︑尊重すべき人
物であるとは考えにくい対象にむけて用いられている例が認めら

あるということは︑和文作品において﹁君﹂が﹁あが君︒わが君﹂のか

つくと思われる︒﹁君﹂という形式については先に引用した築島氏

箕ノ後︑礼拝シテ︑夜深ク只独リ忽ギ出ルニ︑値フ人無シ︒

︶ノ大門ノ前二男一人合タリ︒暗ケレバ誰トモ不見ズ︒

へ﹂ト︒女夢ヲ懸ムニ︑亦︑遁クモ非ヌ夜ナレバ︑﹁何コニ居

男近ク寄来テ云ク︑﹁我レ思フ事有リ︒君︑我ガ云ハム事二随

︵欠

7

の説にもあるように︑員上であるとされる対象にむけて用いられ

る人称名詞であり︑説謡作品においては和文作品とは異なり︑相

対的上位者である王や高僧などの敬意をもって遇される人物に対
して用いられている例を多く目にすることができる︒つぎに例を
挙げる︒
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給ヘル人ゾ︒名ヲバ講トカ闘ユル︒空ニモ侍カナ﹂ト︒男︑女

ヲ引ヘテ只曳キニ東ノ方へ曳将行ケバ︑被曳テ行クニ︑八坂
︵﹃今音物語集﹄巻第十六﹁貧女仕清水観音得助語第三士二﹂

寺ノ内入ヌ︒塔ノ内二曳入レテニ人臥ヌ︒

ガ君︑大ナル理二侯フ︒尚免シ給ハラム﹂ト俺ケレバ︑

第四巻

四二二頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第二十四﹁安倍晴明随忠行習道語第十六﹂

老法師が晴明に粍びを言い童部を返してくれと頼んでいる場面

である︒先に晴明の発謡が描写されており︑二者の間には会語の

場が成立していると考えられるため︑ジ﹂れはタイプ皿の﹁呼びかけ﹂

五五八頁︶

右に引用したのは盗人である男が貧しい女を誘う場面であるが︑

である︒法術競べが目的であり︑敵衛心を露わにしていた法師が

第四巻

この男の発語の中に女にむけられた﹁君﹂という﹁呼びかけ﹂の表現

ている場面においてこの形式が用いられていることが理解されよ

聞き手である晴明の心情をやわらげ︑怒りを解いてもらおうとし

う︒説誘作品においても﹁我ガ君﹂は︑闘き手の心情をやわらげ︑

が認められ︑発話の中程に位置しているこの﹁呼びかけ﹂は︑タイ

語し手の伝達しようとする発語内容がより受け入れられ易くなる

プ㎜であると考える︒この女は明目の生活にも困るくらいの暮ら
このような人物に対して﹁君﹂という形式が用いられているのは︑

しぶりで︑身分が高いというわけでもなければ財産家でもない︒

では︑つぎに﹁我ガ君我ガ君﹂の例を示す︒

という効果が期待されていた形式であると考えられる︒

わらげ︑自己の意志に従うようにしむけようと考えていることを

男がこの女を配慮をもって遇しているように装い︑女の心情をや
表現するためであると考えられる︒

ノ病人ハ助クル人モ無カメリ︒構テ此レニ物令食テタ方参ラ

持経者此レヲ見テ︑蔵人二云ク︑﹁内裏ニハ只今客実不参ズ
ト云トモ︑止事無キ僧達多ク侯ヒ給ヘバ︑何事カ侯ハム︒此

説語作晶においては﹁君﹂という形式は何らかの配慮をもって接

するべき対象にむけて用いられる形式であったと考えられ︑この

ム︒且ツ参テ︑今参由ヲ奏シ給へ﹂ト︒蔵人ノ云ク︑﹁此レ極

形式はタイプ別に見たときの出現のし方からも︑和文作品におけ

テ不便ノ事也︒宣旨二随テ参給タラバ︑此許ノ病者ヲ見テ逗

第三巻一八○頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第十二﹁神名審実持経者語第三十五﹂

リ踊リ下ヌ︒

留シ不可給ズ﹂ト︒持経者︑﹁我君ミミ﹂ト云テ︑車ノ前ノ方ヨ

る﹁わが君﹂二あが君﹂と同様の効果を有している形式であると考
また︑説語作品においても﹁我ガ君﹂がタイプ皿・皿の﹁呼びかけ﹂

えられる︒

に用いられている︒つぎに例を示す︒
晴明ガ云ク︑﹁御坊ハ希有事云フ者カナ︒ 晴明ハ何ノ故ニカ

人ノ御共ナラム童部ヲバ取ラムズルゾ﹂ト︒ 法師ノ云ク︑﹁我
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平安時代の説謡作晶における「呼びかけ」の表現形式（奈部淑子）（ヱO）

円融院の御悩快癒のために宣旨によって召された評判の持経者

んど同様であることが確認されたと考える︒また︑和文作品にお

れているものであり︑その用法や得られる効果も和文作晶とほと

の表現形式が見られること︑感動詞がタイプ㎜の﹁呼びかけ﹂とし

いては認められなかった﹁ヤ︵耶︶﹂という感動詞による﹁呼びかけ﹂

・審実は︑土御門の辺りで放置されている病人に員を留め︑この病

人の世話をしてから参内すると蔵人に告げる︒蔵人はこれを思い

ておきたい︒﹁iコソ﹂は今回考察対象とした説話作品において一

では︑ここで︑﹁−コソ︵1古曾︶﹂という形式について少し触れ

﹁キミ︵君︶﹂が多用されていることなどを指摘した︒

て用いられていること︑和文作晶ではほとんど認められなかつた

とどまらせようとするのであるが︑勝手な振る舞いを見逃してく
れ︑と蔵人の理解︒許容を求める審実が﹁我君ミミ﹂という﹁呼びか

け﹂を発している例であり︑これもタイプ皿であると考える︒この

他の例も︑聞き手に対して理解︒許容を求めたり︑懇願している
場面において発せられているものとなつている︒和文作品の﹁あが

ることを前稿で述べたが︑説話作品における﹁我ガ君我ガ君﹂の用

例しか認められなかった︒つぎにその例を示す︒

君あが君﹂は︑それが伴う意志内容がすべてく依頼了︿要求﹀であ

と考えられる︒

忠行モ此児ヲ具シテ返ルニ︑寧ニテ児ノ祖二云様︑﹁父古曾﹂
︑ト呼ベバ︑忠行︑﹁何ゾ﹂ト云ヘバ︑児ノ云ク︑﹁祓ノ所ニテ我

ガ見ヅル︑気色怖気ナル体シタル者共ノ︑人ニモ非ヌガ︑︵

m

法は和文作品において﹁あが君あが君﹂が担っていた用法に等しい

最後に︑タイプ皿・㎜において用いられる形式として﹁ーヨ﹂が

七例認められた︒この形式は後に示す例mの申に見られるが︑和
のは︑和文作品において認められた﹁1や︵ーヤ︶﹂が︑﹃胃本霊異記﹄

タル物共ヲ取食テ︑莫造置タル船・車・馬ナドニ乗テコソ散

欠 ︶二亦人ノ形ノ様ニシテ︑二三十人許出来テ並屠テ︑居ヘ

文作品の場合と同様の現れ方であると言える︒ここで疑問となる
において仏像にむけられている﹁わが大師や﹂が一例見えたのみで︑

ミニ返ツレ︒其レハ何ゾ︑父ヨ﹂ト間ヘバ︑

実際に存在している人物にむけられた﹁−ヤ﹂の確例は得られな
かったことである誇︒説語作晶において何故﹁−ヤ﹂がほとんど用

四一〇頁︶

︵﹃今昔物語集﹄巻第二十四﹁加茂忠行︑道伝子保憲語第十五﹂

が何者であるのかと間うている場面であるが︑一﹂の中に﹁父古曾﹂

︒保憲が未だ幼きにして変化の鬼の姿を員にし︑忠行にその者たち

これは陰陽師として公︑私に広く用いられていた加茂忠行の子

第四巻

いられていないのか︑﹁ーヨ﹂と﹁ーヤ﹂の差異は何であるのか︒こ

れは間投助詞であるとされている﹁よ﹂と﹁や﹂の機能︒用法の歴史
の指摘の み に 留 め て お く ︒

的な変遷に関わっているのではないかと考えるが︑本稿では現象
本節では︑説話作晶における表中にブランクを持つ形式につい
て述べてきた︒これらの形式の多くは和文作品においても用いら
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という﹁呼びかけ﹂の表現が認められる︒忠行と保憲は同じ車に乗っ

ており︑これはタイプ皿の﹁呼ぴかけ﹂であると考えられる︒この
﹁−コソ︵ーこそ︶﹂という形式は和文作晶において十三例認められ

たが︑子供の発語描写においても用いられており驚︑この例を見
るところでは和文作晶の場合と比して︑用法が異なるようには思

12 ﹁入遺君︒此ル人ハ可咲キ物語ナド為ル者ゾカシ︒人ミ咲ヌ
ベカラム物語シ給へ︒咲テ目覚サム﹂

︵﹃今音物語集﹄巻第二十四﹁俊平入道弟習算術語第二十二﹂

の発話となっているのであるが︑﹃今昔物語集﹄では﹁入道君﹂とあ

これらは助詞の用いられ方が僅かに異なる他は︑全く同一内容

四二六頁︶

たこの形式は︑﹃今昔物語集﹄の中では和文体の色合いが濃いとさ

るのに対し﹃宇治拾遺物語﹄では﹁入道の君こそ﹂と﹁こそ﹂が付さ

第四巻

れる巻二十四において見えているのであるが︑では︑何故この形

れているのである︒本稿においては﹃宇治拾遺物語﹄は少し時代

われない︒今回調査を行った説話作晶において一例だけ認められ

こに﹃宇治拾遺物語﹄からの例を引用する︒

七二三頁︶︑

る平安時代の説語作品には一例しか認められないということ︑そ

また︑漢文訓読体を母胎として形成された文体であると考えられ

は見当たらないという築島氏の指摘があり︵前掲書

この﹁呼びかけ﹂の表現形式としての﹁ーこそ﹂は︑訓読において

であると考える︒

る︶この二つの語における﹁呼びかけ﹂の表現の差異は興昧深い現象

そらく同じ語を出典としていると考えられる︵出典未詳とされてい

が下つた作晶であるため考察対象とはしていないのであるが︑お

式は説語作晶においてあまり用いられていないのであろうか︒こ

ある時︑若き女房どもの集りて庚申しける夜︑この入道君︑

片隅にほうけたる体にてゐたりけるを︑夜更けけるままにね
ぶたがりて︑中に若く誇りたる女房のいひけるやう︑﹁入道の
ひぬべからん物語し給へ︒笑ひて目を覚まさん﹂

君こそ︒かかる人はをかしき物語などもするぞかし︒人々笑

四五五頁︶

︵﹃宇治拾遺物語﹄巻第十四十二局階俊平が弟の入遣︑算術の事

道を︑若い女房たちが庚申の夜の眠気覚ましにからかおうとして

とした平安時代の説話作品においては﹃今昔物語集﹄の一例しか

用いられる形式であると考えてよいであろう︒故に今回考察対象

のであることから驚︑この形式は基本的に和文調の文体において

れも和文体の色合いの濃い﹃今昔物語集﹄の巻二十四におけるも

いる場面であるが︑この女房の発話の申に﹁入遺の君こそ﹂という

とから︑子供らしさを描き出す手段としてこの形式が用いられた

認められないのであると考える︒これも幼い子供の発話であるこ

右に示したのは︑年老いてただほけほけとしているばかりの入

この説語の同文話が﹃今昔物語集﹄にも見られるのであるが︑

のではないかと考えるが︑二のように﹁呼びかけ﹂の表現形式によっ

﹁呼びかけ﹂の表現が認められる︒

この右に示した部分に該当する女房の発謡をつぎに示す︒
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れるものであり︑この話における和文体の色濃さを伺わせるもの

て登場人物の属性を描写する手法は和文作品において多く認めら
れなくはない︒

ら︑説話作晶における﹁呼びかけ﹂のタイプも三つであると考えら

はないだろうか︒一例のみではあるが︑この﹁−コソ﹂の現れ方か

今後︑考察対象とする作品の時代やジャンルを変えて幅広く調

であると言える︒また︑説謡作晶の中では和文よりの文体である

査を行い︑この観点が時代を越えて有効なものであるのか︑﹁呼ぴ

とされる﹃宇治拾遺物語﹄には現れている﹁入遣の君こそ﹂が︑﹃今

昔物語集﹄では﹁入道君﹂となっているのも︑これらの文体の差を

いと考える︒

かけ﹂のタイプはいくつと設定すべきなのかを明らかにしていきた

最後に﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応について考えなけ

示すものであると考える︒

た﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応という観点を説語作晶に

ればならない︒本稿では︑平安時代の和文作晶において認められ

平安時代の説話作品を考察対象とし︑その申に見られる﹁呼びか

も取り入れて考察を行つた︒説謡作品においても対応関係は認め
られそうだと考えるが︑和文作晶の場合とは対応のし方が異なっ

られる﹁呼びかけ﹂の表現形式の用例数や種類に差異が認められる

説話作品と和文作晶とでは夏︒n・㎜の三タイプに渡って用い

ついて︑和文作品の場合と比較しながら考察を行った︒

け﹂の表現形式の機能や用法︑それが発揮すると考えられる効果に

対応をする形式も認められなかったため︑説語作晶においてはタ

であるとした﹁ーコソ﹂が一例しか認められず︑他にこれと同様の

ている︒和文作品においてタイプ互・皿において用いられる形式

れる形式とに二分されることとなり︑説謡作品においては﹁呼びか

イプ亙において用いられる形式と︑タイプ皿・㎜において周いら

の文体や︑表現の意図した効果が異なることによるものであると

が︑これはその作品の中に中心的に描かれている杜会階層︑作品

の多くが和文作品の場合と重なるものであった︒平安時代の文学

考える︒また︑逆に︑表中にブランクを持つ形式については︑そ

初めは﹁父古曾﹂と呼びかけているのであるが︑忠行が﹁何ゾ﹂と答

て︑用いられる形式に僅かな差異は認められるが︑大きくは異な

作晶におけるこれらの表現形式は︑作晶のジャンルや文体によつ

︵C︶参照︶が︑例10として引用した幼い保憲の発謡描写は興味深い︒

け﹂の三つのタイプを想定する必要性がないようにも見える︵表

められるのである︒﹁父古曾﹂が﹁父ヨ﹂に変化している理由として︑

えた後の発謡の最後において﹁父ヨ﹂という﹁呼びかけ﹂の表現が認

品との差異として︑﹁ナムヂ︵汝︶ニオノレ︵己︶﹂などの二人称の人

らないものであることが確認されたと考える︒説語作品と和文作

称名詞が多く用いられていることをはじめ︑感動詞による﹁呼びか

基本的に和文調の文体においてしか用いられない﹁ーコソ﹂という

プ夏・nにおいて用いられると考えられるこの形式を発誘中のこ

け﹂の表現形式の数と用法︑﹁キミ︵君︶﹂︑﹁ーコソ﹂︑﹁ーヤ﹂の現れ

形式を再び用いることを避けたということもあり得ようが︑タイ
のような位置に用いることができなかったためと考えられるので
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方を指摘した︒

説語作晶における﹁呼びかけ﹂の表現は︑和文作品とは異なる効

れた﹁呼びかけ﹂の表現の位置づけなど聞題は尽きないが︑すべて

説話作晶においては︑和文作品に比べ当時の口頭語のありよう

今後の課題としたい︒

により近い描写がなされていると考えられ︑そこに現れている﹁呼

果を意図して作品中に配せられているものが多いと考えられ︑こ
れが作品中に用いられている﹁呼びかけ﹂の表現形式やその用法の

から江戸時代にかけて記された狂言台本などの︑和文調とは異な

びかけ﹂の表規形式についての考察は︑中世の軍記物語や室町時代

めていくうえで参考となる点が多いものであると考える︒

る文体の作品における﹁呼びかけ﹂の表現形式についての考察を進

最後に︑前稿で提示した﹁呼びかけ﹂のタイプと表現形式の対応

相違となって現れているのであると考える︒

であると考えられ︑和文作品と説話作品とで対応のし方が異なる

拙稿﹁平安時代の和文作品における﹁呼びかけ﹂の表現形式

※2 ﹁和文作品﹂というグルーピングが文体によるものであるのに対

研究﹄第二号

1﹁呼ぴかけ﹂のタイプと表現形式の対応−﹂︵一九九七︶﹃筑波日本語

※1

という観点についてである︒説謡作晶においてもこの観点は有効
ようにも見えるが︑例10において示した﹁−コソ﹂と﹁ーヨ﹂の現れ

式を考察するにおいて有効な﹁呼びかけ﹂のタイプ数は三つである

方から︑平安時代の説謡作晶の申に見られる﹁呼びかけ﹂の表現形
と考えられる︒

おわりに

本稿では和文作晶との比較を試みたため︑考察対象とした説語

あり︑爾者を対比させるうえでは不適切な表現であると考えるが︑

し︑﹁説話作品﹂というグルーピングは作品のジャンルによるもので

本稿で﹁説謡作品﹂とした講作品はその文体において均質的であると

作晶をすべて同列に扱っており︑各作晶における﹁呼びかけ﹂の表

はし難いため︑この表現を用いた︒

﹁会話の場が成立している﹂とは︑話し手︑聞き手が︑お互いが

※1に同じ︒

いる﹁呼びかけ﹂の表現︑経文の文言などの他文献から引用されて

※3

ことができない状態にあることを言う︒また︑﹁コミュニケー−シヨン

いなかったり︑他方をコミュニケーションの対象として受け入れる

話の場が成立していない﹂というのは︑一方が他方の存在に気づいて

ニケーションを開始することが可能な状態にあるという場合で︑﹁会

その場に存在しているということを認識しており︑いつでもコミュ

※4

現の現れ方を詳しく見るまでには至らなかった︒地の文に現れて
いる﹁呼びかけ﹂の表現について︑今後考察を行っていきたいと考
えている︒

また︑感動詞による﹁呼びかけ﹂の表現形式のバリエーションと

その用法の変遷︑実名忌避の現れ方が変化していく週程にっいて
も今後さらに調査を行い︑考察を進めていくつもりである︒この
他にも和歌における﹁呼びかけ﹂の表現︑神仏や動物などにむけら

92

平安時代の説謡作晶における「呼びかけ」の表現形式（奈部淑子）（14）

が開始されている﹂というのは言語形式によるコミュニケーションが
ジによるやりとりなどは含まない︒

既に始まっていることをさし︑アイ︒コンタクトやボディ・ランゲー

の意識を話し手側にむけ︑コミュニケーションを開始することを要

タイプーの﹁呼びかけ﹂は︑語し手と聞き手との閲に会語の場が成
立していない状況において話し手が︑会謡の場を成立させ︑蘭き手
求して行うもの︵次例参照︶︒

1立てる人どもは︑装東の清らなること︑物にも似ず︒飛車一つ具
したり︒羅蓋さしたり︒その中に王とおぼしき人︑家に︑﹁宮つ
六三買︶

こまろ︑まうで來﹂と言ふに︑猛く思ひつる宮つこまろも︑物に
酔ひたる心地して︑うつ伏しに伏せり︒︵﹃竹敢物語﹄

タイプ皿の﹁呼びかけ﹂は︑話し手と闘き手との闘に会語の場は成
立しているが︑語し手と蘭き手との間に言語形式によるコミュニケー

ションは開始されていないという状況において︑話し手が対象とな
る闘き手を認定し︑コ︑・︑ユニケーションの開始や再開を要求して行
う﹁呼びかけ﹂である︵次例参照︶︒

皿夜明けなむとするに︑尚侍のおとど急ぎ給ふに︑やうやう買な
ど見ゆるほどに急ぎ給ふ︒﹁待給へや︒そもそも︑こは︑暁か
四三九頁︶

は︒まだ明け暗れも︑光見ゆるものを﹂とて︑﹁右大将︑定めて
のたまへ﹂とのたまふ︒︵﹃うつほ物語﹄内侍のかみ

タイプ孤の﹁呼びかけ﹂は︑語し手と闘き手の聞に会語の場が成立
し︑既に言語形式によるコミュニケーションが営まれている状況に
おいて行われる﹁呼びかけ﹂とする︒また︑発謡の最後に発せられた﹁呼

が親に︑何を参らむ︒いかにせむ﹂と思ひて︑母に言ふやう︑

皿冬の寒くなるままには︑さも︑えすざまじければ︑この子︑

三七頁︶

を捕りに行きたれど︑氷いと固くて︑魚もなし︒おもと︑

﹃三宝絵﹄﹃法華一百座﹄﹃打闘集﹄﹃古本説謡集﹄において﹁呼

※1に同じ︒

がし給はむずるぞ﹂︵﹃うつほ物語﹄俊蔭
※5

びかけ﹂の例数が僅かしか得られなかったのは︑本文の分量が少ない

※6

本霊異記﹄からその題材を得ているものが少なくないが︑改編がな

ことの他に︑それぞれの理由があると恩われる︒﹃三宝絵﹄は︑﹃目

されている︒﹃古本説語集﹄では和歌に謡の焦点が合わされているも

作品にはあらすじのみを記した︑発話猫写が全く箆られない謡も多

のが多く︑発話描写よりも和歌に重点が置かれている︒また︑この

い︒作品それぞれの編纂遇程や構成のあり方が関わっているものと

和文作晶として二十作品の調査を行ったが︑得られた﹁呼びかけ﹂

思われる︒

※7

タイプーの﹁呼ぴかけ﹂は︑和文作品においては二九〇例中五一

の表現の例数は二一〇例であった︒

※8

﹁定記述﹂とは︑岡窪行則氏によると﹁そこの黄色い帽子の人﹂の

例であったのに対し︑説話作品では七四九例申五一例である︒
※9

いて︑対象の同定をすることはでき︑臨時的に呼びかけ語としては

ように臨時的に呼称として採用されるものであり︑﹁特定の場面にお

機能する﹂ものであるが︑﹁文内対称調としては使えない﹂ものとされ

﹁人称名詞﹂とは囲窪行則︵一九九七︶による︒性数格の一致のな

ている︒詳しくは※10とともに囲窪︵一九九七︶を参照されたい︒

※10

たし﹂などの人称をあらわす語類を他の名詞類と区別する文法的理由

い貝本語においては︑﹁人称代名調﹂という術語を用いて﹁あなた︑わ

はないという氏の指摘に従った︒

ぴかけ﹂は︑後続する話し手の意志内容を具体的に表現する部分がた
て考える︒

またま発謡されなかったものとして︑タイプ皿の﹁呼びかけ﹂に寄せ
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※11

説藷作晶において固有名詞︵実名︶が﹁呼びかけ﹂の表現として現

れているのは︑﹃今昔物語集﹄巻第十四二一十九の﹁彼ノ敏行﹂︑巻第

深い者︑取るに足らない情けない人物として見下している場繭にお

二十八ニニ十二の﹁春家﹂である︒二例ともに︑発語者が聞き手を罪
いて用いられている︒

※蝸

タイプ皿の﹁呼びかけ﹂は︑和文作品においては二九〇例中五八例
﹃古本説話集﹄上一六

師宮通和泉式部給事︶において師宮︵敦道

であったのに対し︑説話作品では七四九例中三一五例を占めている︒

親王︶が和泉式部にむけて発している﹁あがこひや︵我が恋や︶﹂という

※〃

愛の情をこめた呼びかけの言葉であろう︒和泉式部貝記は﹁あが君

例がある︒新胃本古典文学大系の脚注では﹁︵和泉式部にむけての︶親

や﹂︒﹂という注が施されているが︑調査を行った他の和文作品・説

築島氏は前掲書の中で︑笥源氏物語﹄︑﹃竹敢物語﹄︑同うつぽ物語﹄

に﹁なむじ﹂﹁なんじ﹂の例が見えることを指摘している︒和文作晶に

る例は見出せず︑これを即座に﹁呼びかけ﹂の表現と断ずることはで

話作晶ともに﹁あがこひや﹂が﹁呼びかけ﹂の表現として用いられてい

※12

敢物語﹄の月の世界の王と﹃うつほ物語﹄俊蔭の巻の阿修羅の︑と

おいて﹁汝﹂という形式を﹁呼びかけ﹂の表現として発しているのは﹃竹

﹃今昔物語集﹄の文体については︑坂井衛平氏が﹃今昔物語集

これについては森野宗明︵一九六九︶に詳しい︒

きない︒

※18

もに人閻ではない存在が発している例である︒説話作品においても
地獄の閻魔大王や神仏が発している例が多く認められるが︑人間と

※㎎

の新研究﹄において︑﹁漢文味の多少によりて巻二十以前と巻二十以

して登場している人物が発している例も同様に認められる︒和文作
品において漢文訓読体の色含いの濃いこの﹁汝﹂を用いることによっ

調が此較的薯しく無い﹂巻として捉えており︵﹁平安初期に於ける格助

が色濃くなると考えてよいと恩われる︒松尾拾氏は巻二十四を﹁訓読

究者によっていくつもの論が成されてきたが︑巻二十二から和文調

※13 説謡作品においては例2のように登場人物が匿名である場合が

詞﹁を﹂﹂︶︑小峰和明氏は巻二十四を平安貴族文化との関わりが深い

後とを以て裁然区別せらるべきものなり︒﹂と述べて以来︑多くの研

多く︑実名が明確に記されている場合でも︑登場人物にとってそれ

と思われる﹁工芸︑医術︑陰陽道︑詩歌管弦といった文化的な世界が

て︑それを発している者が別世界の者であることを印象づけるとい

が明らかであるか否かは明確に語られていないことが多い︒このこ

う効果が得られたと考える︒

とも﹁ナムヂ︵汝︶﹂や﹁オノレ︵己︶﹂が﹁呼びかけ﹂の表現形式として多

﹁﹁いづら﹂の語義語法﹂﹃国語と国文学﹄33−6

﹃實名敬避俗研究﹄

1﹃今昔物語集﹄の誕生と

︵一九二五︶

解説

︵一九五六︶

四﹄

展開される﹂︑﹁芸遺の世界﹂を描いた巻と位置づけている︵岩波新古

徹

磐考文献

未成←︒

典文学大系﹃今昔物語集

く用いられていることと無関係ではないと考える︒
和文作晶において一例認められた﹁きむぢ﹂が﹁呼ぴかけ﹂の表現

として用いられている例は﹃大鏡﹄第六巻に見える︑蔵人が若い頃

※μ

の重木にむけて発したものである︒
これは﹃今昔物語集﹄巻第三十﹁信濃国夷母棄山語第九﹂の例で︑

この話は﹃大和物語﹄一五六段を源泉とすると考えられる説話であ

※15

青島

穂積陳重

刀江書院

から息子にむけての﹁呼ぴかけ﹂の表現が﹃大和物語﹄では﹁やや﹂と

る︒﹃今昔物語集﹄では﹁ヲイミミ﹂となっている母︵母代わりの小母︶

あることも注貝される︒
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平安時代の説話作晶における『呼びかけ」の表現形式（奈部淑子）（16）
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