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キー ワー ド:日本語学､国語学､国学､山田文法

一一昨今､様 々な場面で匡1
際化 とい うことが言 われています｡ その こと
は世界について学 び知 ることはもちろん､私たちの E
l
本 について も
振 り返 って検討 し､よ り理解を深めるべ きことも意味 します｡ そ こ
で､ これか ら日本研究の先達 といわれ る人々のお話 を うかが って､
私 たちの 日本 について､ どのよ うに認識すべ きかを考えてみたいと
思 います｡ さて､今 日はその第 2回 目､私 たちの 日本認識のために
お話 しいただ く先達 といいます とどうい う人で しょうか｡
私 たちが普段何気な く使 っていることばには､文法 とい う文を作 るとき
の法則があ りますね｡ ところで､明治時代 の文法研究 といいます と､伝統
的な西洋文法の輸入､その西洋の文法研究 の直接的な適応 に過 ぎなか った
わけですけども､今 日お話 しします山田孝雄 は､ ことばの本質 についての
研究を進め､ 日本語 に即 した日本独 自の近代的な文法酢 論を構築 した国語
学者です｡ それ と山田孝雄 については､国語学者 とい うだけで はな くて､
国家の学 と しての国学者であ って､ 日本の近代史 のなかで彼が果た して き
た役割､特 に戦前戦中を通 じて､ いわゆる国粋主義を鼓吹 した とい う､そ
うい う思想的な位置について もお話 ししてみたいと思 います｡ また､彼 は
大学 を出ず して大学の教授 にな ったとい うこともあ りま して､近代 ‡
二
‡
本の

1
5
0
激動 の中で生 きた非常 に興味深 い人物 だ と思 います｡
一一 日本 の近代史 を知 る上 で忘 れて はな らない人 とい うことにな るんで
すね｡国際化時代 をむかえ ま して､私 たちの 日本 につ いて今一
一
一
度考
えてみ ることは本 当に大 切だ と思 います｡前 回 は徳川宗賢先生 に､
日本語研究 の先達 の一 人､上 田万年 につ いてお話 しいただ きま した｡
今 日は裏酬 言治先生 にお話 をお うかが い します｡先生､ まず､ L
j
｣閏
孝雄 とい う人物 とその時代 につ いてお話 しいただけますで しょうか｡
明治時代､伝統 的な西洋文法 の輸入 とそれの 日本語への直接的 な適応 に
過 ぎなか った時代 に､ 日本語の事実 か ら出発 し､ ことばの本質 につ いての
根源的な思索 を展開 して､精微 な体系 にまで完成 させ た､ この山田孝雄 の
文法 は山田文法 とも言 われて います けれ ども､近代的 な 日本文法学 の輝 か
しい成立 を告 げ る位置 にある ものですね｡
‑‑明治時代 と言 います と､制度 もそ うです し文化 も文物 も､ あ らゆ る
所 で西洋化が進 んだ時代 です よね｡学問の分野 で もそ うい うふ うに
西洋化が進 んでい ったわけなんですね｡
そ うですね｡ 明治 とい う時代 は､西洋 の制度 と文化､今 お っ しゃったよ
うに文物 の移植 の時代､ まさに欧化 の時代 であ ったわ けです｡ これ は､学
問研究 の世 界で もまた然 りで､今 日私 たちが学 問 とい う名で思 い浮べ る､
いわゆ る個 別科学 ですね､ そのすべてが明治 において成立 した と言 って も
過 言で はない と思 います｡例 えば､漢方 は西洋医学 にな りま した し､ いわ
ゆ る和算 は数学 にな りま して､学 問 とい う形式 を整 え るために欧化の波を､
すべての学問分野 が受 けた とい うことですね｡探究すべ き明確 な対象 と語
ることばを持っ ために､ そ うい う必要性 もあ ったわ けです けれ ど も｡前 回
も出た と恩 うんですが､上 田万年 ですね､今か ら約 1
0
0年前 に東京帝国大
学 に博言学科､ これ は今 日で い う言語学科 です けれ ど も､ この博言学科 が
出来た とき最初 の講師が英匡L
人のチ ャンプ レンであ った とい うことも､ や
は りそ うい う酉洋化､欧化 の時代 だ った とい うことを象徴す る事実 だ と思
います｡
‑‑ もちろん 山田孝雄 も､ そ うい う西洋化 の波を まともに受 けた一
一人 と
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言 って もいいんで しょうね｡
そ うですね､L
L
J
E
E
J
孝雄が生 まれたのは明治 8年 なんですけれ ど､ まさに
そ うい う欧化の時代 に生を享 けた人であるわけですね. しか し､L
L
旧 が艮
ず るにつれて､時代 は急激 にいわゆる欧化か らその反省､ そ して反動へ と
展開 し推移 していったわけです｡山田が最初の文法書である 『日本文法論』

Lと巻)を出 したのが明治 35年です けれ ども､ この時代 はまさに日活戦争
の勝利を背景 に して､国家意識が高揚 した時期です｡ そ うい う流れの中で
山田自身の考え方を見ていきたいわけですが､山田は､国粋化の時代 の中
で成長 した学者 と総括で きると思 います｡時代が彼の思想形成 に もかかわ
りを持 っているとい うことですね｡
‑‑ それでは､時代 と共 に生 きた山田孝雄の生薩 について ご紹介 いただ
きたいんですが｡
｣
謡Fの今 は繁華街 にな ってお ります総
明治 8年の生 まれなんですが､富l

E
J
銅輪とい うところの生 まれですね.父親 は旧富山藩士だ ったよ うで､明治
維新後､平 田鉄胤の国学の塾で学んで､後 に神職 にな った方 のよ うです｡
一一平 田篤胤 とい う人 とは違 うんですか｡
平田鉄胤 とい うのは平田篤胤の養子 にあたる入ですね｡
‑‑ ああそ うなんですか｡
そ してお父 さんは富山県内あるいは新潟県内で禰宜 として奉 職 なさった
ようですね｡ そ うい うお父 さんの国学的な考え とい うのがや はり山田に影
響を与 えていると思 います｡ それで E
i洞三
Ⅰ
は明治 2
1年 に富山尋常 中 学 校 を

1年で中退す るわけです｡ これは 1
3歳だ と恩 うんです けれ ど､ 後 か ら山
田が語 るところによ ります と､お父 さんが学校 に勤 めていて､何か事件が
あ って､本当は責任を負 うべ き立場で はなか ったけれ ども､辞めざるをえ
ないとい うことにな ってお辞めにな り､ それで息子 として も在学す ること
を潔 しとせず､ 自分 も辞めたようですね｡ それか らは全 く独立独歩 の不屈
の気概を持 って独 自の道を切 り開 いてい き､後 に多 くの独学力行の人々の

4年 に独学 で小学校 の見習教員 の資格 を と
励みにな ったわけです｡明治 2
ります. そ して翌年か ら富L
i
虜と
内の小学校で授業 をす るわけですが､非常

1
5
2
に真面 目な先生 で､例 えば､む こうは北 陸ですか ら､冬､雪 が降 ります け
れ ど も､必ず一番 早 く起 きて､生徒 の先頭 に立 って ラッセルを して学校 に
適 った､ とい う逸話が当地で語 り伝 え られています｡
‑

明治 2
4年 といいます と､1
6歳｡

はい､ それで1
8歳 でない と駄 目とい うことで､ この ときに生年 を明治 6
年 とい うことに変 えた よ うですね｡ ち ょっと今 日で は不思議 なよ うな､ も
ちろんそれ は後 で訂正 して はいます けれ ど も､ そ うい うことをす る必要 が
あ った とい うことですね｡ それで､ 明治2
8
年 には尋常 中学校 と尋常 師範学
校国語科 の教 員 の免許 を とります｡ そ して翌年 の明治 2
9
年 に､丹波篠 山の
鳳鳴義塾 とい うところの教師 と して赴任 します｡
一一 明治 2
8年 ですか ら2
0
歳 の時 ですね｡ それ も独学 で資格 を とるい うの
ですか ら大変 な ことですね｡
今 日で は考 え られないよ うな ことですね｡
‑‑ それでその篠 山のほ うはど うだ ったんですか｡
篠(
山こは 3年F
f
射､
たんです けれ ど､篠 山での2
0
歳 か ら2
3
歳 の間 に､ 山田
の将来 の学的営 みを刺激す るよ うな重要 なイ ンパ ク トがあ った｡ それ は有
名 な話 で､ それ はL
L
憎]自身が後 に本格的 に日本 の文法研究 に投入す るよ う
にな った最大 の動機 なわけです けれ ども､ その ところを概略紹介 してみた
い と思 います｡
｢明治3
0年 ごろ と覚 えていますが､第 2学年 の教室 で例 の ごと く教科書 に
つ いて説明を してお りま したが､ あ る生徒か ら､｢は｣ とい う助詞 は主格
を示す とい うことは誤 って いるので はないか｡ 自分 らが ｢は｣ とい うの は
主格 に限 って いない と思 う､ とい う質 問があ りま した｡ これ は もっともな
ことであ って､実 は教科書 のほ うが誤 っていたので した｡私 は十分 に この
ことを調べず､実 は教科書の受 け売 りを して いたに過 ぎないので した｡ そ
こで よ く考 えれ ば考 え るほど､教科書 が誤 りで､ その生徒 の考 えが正 しい
とい うことにな って くるで はあ りませんか｡ そ こで私 は即答を避 けて､次
の週 に答え るとい うことに しま したが､ どう考 えて も誤 りは正 しい ことに
はな らないのです｡ そ こで私 は教室 で､明 らか にそれが誤 りであ って､ そ

｢
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の生徒の質問が正 しいと認 めなければな らないことをはっきりと言 いま し
た｡ これが私の半生 を支配す るに至 った重大 な起因なのです｡ その当時､
私 は悲憤のあまり日夜何事 も手 につかず､ あのお堀 の辺 りを一人 さまよい
歩 いて､我が国語 の将来 と我が国語学 の前途 について深 い感慨 に沈みま し
た. そ して､ ある時ふ と心 の内に起 りま した‑念 は､ これ は人 に待 ってい
るか ら駄 目なのである｡ 自分 自らこれを研究 して国語 の真相を世に明 らか

｣
にす るよ り他 に方法がないのであろう､ とい うことであ りま した｡
‑

それで､ いよいよL
L
I
田孝雄の研究 とい うのは､｢は｣をめ ぐってま
ず始 まったわけですね｡

助詞 の ｢は｣ の正体 を問 うとい うところか ら思索 を開始 したわけです｡
異体的な文例を出 します と､｢
烏 は飛ぶ｣ とい う場合 は主 語 に付 く例 で い
いんですけれど､｢その本 は読んだ｣ とか ｢彼 とは話 さない｣ とい う場合､
これは主語 につ くわけ じゃないので､｢
私がその本 は読 んだ｣ とい うわ け
ですか らこれは補語 に付 く例であ って､必ず しも ｢は｣ は主語 につ くわけ
ではない｡ あるいは､｢
夕べ は夢を見た｣ とい う場合､｢は｣ とい うのは時
の語 について､夕べが夢を見たわけではないですね｡｢は｣ とい うの は今
日で もいろいろ問題 にな っていて論争が絶えない助詞 なんですけれ ど､話
し手が最 も気 になるものを掲 げるための表示 に用いる記 号なわけですね｡
そ うい うことか ら ｢は｣ をめ ぐって思索 を展 開 し､ 最終 的 に 山田 は この
｢は｣が文章の文末の言 い切 りを要求す る点 に注 目 した｡例えば､｢
烏が飛
ぶ時空気が動 く｣ とい うよ うな場合､｢
鳥が｣の ｢
が｣は､｢
飛ぶ｣にかかっ
て役割 を終え るんです けれ ど､｢
烏が｣を ｢
鳥 は｣ に変えます と､｢
烏 は飛
ぶ時羽を広 げる｣ とい うよ うな場合､｢
烏 は飛ぶ｣で終 らな いんです ね｡
｢
鳥 は飛ぶ時羽を広 げる｣ と､｢
烏 は｣ の ｢は｣ とい うのは ｢
広 げる｣ とい

｡｢は｣ とい うの はかか り先 に言 い切

う文末 までかか っているわけですね

りを要求す る､そ こに ｢は｣ の本質がある､ と して考察を進 めてい ったわ
けですね｡ この ｢は｣ を係助詞 と山田 は認 めて い るわ けです けれ ど も､
｢は｣ というのは今言 いま したよ うに文末の言 い切りを要求 す る､ そ うい
う観点か ら見 ると､実 は江戸時代の本居宣長の研究 に関係があるのですが､
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4
宣長 は､係 ことばに応 じて文 の述語 の結 び方 が異 な ることを示 して い る､
いわゆ る係結 びですね｡例 えば ｢こそ｣ で した ら､ 己然形 で結ぶ､ とい う
よ うな ことですね｡ ｢
子 を持 ちて こそ親 の心 は思 い知 るなれ｣ と ｢なれ ｣
で結 んで い る｡ そ うい う係助詞 と同 じ機能 を持っ もの と して ｢は｣ を捉 え
て い ったわ けです けれ ど も､ 山田 はその研究 で､偶然 に宣長 の研究 を顕彰
す ることにな った｡ 江戸時代､宣長 の研究 はその後､正当な形 で は生 か さ
れて いなか ったのですが､ 山田がそれを再評価 をす るとい う結果 にな った
わけです｡
‑

それで ｢は｣ は言 い切 りを要求す るとい うことですが､言 い切 りと
はど うい うものなんですか｡

難 しいんですが､ あることを述べ あげて言 い切 るところ｡例えば､前 か
ら続 いて きた ことばを､ そ こでただ単 に切 るとい うだ けで はな くて､切 る
ところにはなん らかの作用が働 いてい る｡ 人間 は物事 を理解す る時 に､事
態 のすべてを瞬時 に理解す ることは難 しいのであ って､事態 を一旦各要素
に分解 して､ そ してその要素 を集 めてあ る長 さを持 った時間 の中で然 るべ
く繋 いで､ まとめ上 げて初 めて理解 で きる｡ その各要素が ま とま った一つ
の事態内容 が結成 され るのが､ その文 の文末であ る｡特 に用言､動詞 の部
分です讃
30動詞 の ところで言 いたい ことが最終的 に結合 して い くとい うこ
とです｡ ですか ら､助詞 の ｢は｣ の､先程言 い切 りを要求す るとい うこと
を言 いま したけれ ど も､ そ こか ら発展 して文 とい うの は言 い切 りの ところ
が大変大切 なのだ とい うことを明 らかに して い ったわ けです｡述 べ上 げ言
い切るとい うことの精神的 な内実､ それを山田は統覚作用 と名付 けた｡ 各
要素 が ま とま って一つの事態 内容 が結成 され る､ そ うい う作用 を統覚作用
と言 ったわ けです｡統覚作用が ことばの 上で貝体的 に表 され るのが文 の文
末であ って､ ことば と して表 され ることを以 て陳述 と言 ったわ けですね｡
文 の最後 に くる動詞が､ 陳述 とい うものを内部 に備 えている､陳述 の能力
を持 って いるとい うわ けです｡ ですか ら最後 の動詞で全体が決定す る､ 陳
述 によ って思想 が統一 され る､ とO これ は日本語 の シンタックスとかかわ
る ものであ って､動詞 が最後 に くるとい うことによ る ものですが｡

｢
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考えている部分 は統覚作用で､ 口か ら出た ら陳述 になるとO

そ うですね.ただ､違 うところは､例えば ｢火事 ｣ とか､名詞で終 る

一

語文があ りますね｡ このような ものは動詞 を含んでないか ら陳述 はないと
彼 は言 うわけです｡ しか し統覚作用 はあると｡何かを言 いたいとい う統覚
作用 はあるけれ ども､陳述 というのはその用言 のところだ とい った もので
すか ら､陳述 はないわけです｡異体的な形式 として現れてないのですか ら
ね｡ この陳述 とか統覚作用 というのは､ その後 の文法研究の世界でさまざ
まに論議 されている用語ですけれ ども､ これを最初 に言 い始めたのが山 田
であ って､ こうい う山田の研究の方法 は､単 に表面的な ことばの研究だけ
ではな くて､心理学的な､あるいは論理学的な研究を導入をすることによっ
て､文法研究を内面的な深 さにまで高 めてい ったといいますか､内面的深
さを文法研究 に備えさせたとい う点で重要 な意義があるのです｡
‑

わか りま したO では､ この後 は山田孝雄の 日本語文法の史的研究 に
つ いて うかがいたいのですが､ その前 にち ょっとここで休憩をさせ
ていただ きま しょう.一息入れ させていただ くということで､何か｡

そ うですねO山田の研究 の糸 口とい うことで先程言 いま したように､最
L
潤 はどではな くて も､教
大 の動機が学生の質問であった とい うことで､ L

え ることによって 自らも学ぶ とい う姿勢､ これ は我 々が持 ち続 けな くては
な らない姿勢だ と思 いますね｡今､私 の所で は外国人留学生が多 くいます
けれ ども､｢あなたは私 の友達だ｣ とい うふ うな言 い方 を した ときに､ 相
手 にち ょっと変な顔をされたというわけです ｡ you a
r
emy f
r
i
e
nd.
とい
うふ うな言 い方をそのまま訳せば､｢あなたは私の友達 だ｣ とい うことに
なる訳です し､ 日本語 として はおか しくないんです けれ ども､実際にそ う
い う文章 は日本語の運用 として 日常生活 の中に使われ るか とい うことにな
るとやはり考えるところがあ って､｢あなたは私の友達だ｣ とい うことは､
何かち ょっと別の ことを要求 していると言 いますか､ 白々 しいと言 います
か､ 日本の場合の友人関係 とい うのは､ そ ういうことを言 わな くてお互 い
に配慮 し合 うということがあ って､わ ざわざことばに出す とい うことは､
別の意味合 いを含んでいるよ うなところがあ りますね｡ だか ら､相手か変
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な顔 を した とい うことはそ うい うことであ って､ しか しそ うい うことは教
科書 にはち ょっと書 いてない ことであ って､ 日本語 と して はおか しくない
んですね｡｢我 々 は友達 だ｣ とい うふ うな言 い方 はおか しくないけれ ど も､
それが 汀常使 え る文章 なのか とい うことは､改 めて考 えてみ る必要 が ある
ので はないか とい う気 が しま した｡ それか ら､ これ はち ょっとことば とは
ず れ るか もしれ ませんが､ 日の丸 を見 て ど うして 日本人 はあれを太陽 に感
じるんだ､ とい うことを質問 して きた留学生 が いま したけれ ど もね 0The

s
uni
sye
l
l
ow.とい うよ うに向 こうは太 陽 とい うの は黄 色 で あ って､ 欧
米 の絵本を見 ます と太陽 はだ いたい黄色 で描かれているんですね｡ ところ
が､ 日本 の幼稚園児 などが太陽を描 いて いるのを見 ます と必ず赤 で描 いて
いますね｡ それ はなぜか とい うと､ 先 程 言 い ま した よ うに､ 向 こ うは､

Thes
uni
sye
l
l
ow.
とい う表現 です が､ こち らは ｢真 っ赤 な太 陽｣ とか
｢
太陽 は赤 い｣ と表現 しますね｡ ですか ら､ そ うい うこ とば に よ って 同 じ
ものが違 った形 に見えて くるとい うことが､ 自分 たちの母語 の中だ 甘で は
気 が付 かないんです けれ ど､ そ うい う外側 か らの刺激 で新 たに発見す ると
い うことがあ りますね｡ そ うい う日常 に安住 して いて は分か らないことを､
自分 の学生 な り子供 な りか ら教 え られ るということがあるのではないで しょ
うか｡
‑

そ うですねO ち ょっと注意 して いろいろなまわ りの ものを見 てみた
いですね｡ さて､先生､山田孝雄 の次 の研究 につ いて ご紹介 いただ
きたいんですが｡

明治31
年以降のL
l
z
u孝雄 とい うことです けれ ど も､ その丹波篠山の鳳鳴
義塾 か ら奈良県尋常 中学校五 条分校 に､ 明治3埼三に移 るわけですけれども､
｢
私 が明治31
年 に鳳鳴義塾 を辞 して､篠 山を去 ろ うと した時 に､ 当時 同僚
で あ った山下孝吉君 もまた職 を辞 して英国‑波 られ るということであった｡

｣
了F君 に誓 いま した.
この さい二人共 に篠 山を去 るにあた りま して､私 は暮
0
歳 の時､ すなわち明治3
7
年 まで に こ
それ は､私が行 って いる研究 は私 の3
れを完成 し得 ないな らば､私 は再び生 きて君 にまみえない､ とい うことを
誓 ったのであ りま した｡｣ とい うふ うな文章 があ るのです が､ 彼 の若 き日

｢1
1此!
孝 雄｣につ いて

1
5
7

の情熱 といいますか､気迫 の激 しさが こもっていると思 うのですけれども､
明治3
7
年 まで に自分 の研究 を完成 したい と.実 際 には明治3
5
年 に 『E
1
本文
法論』 をほぼ完成 させているわ けで､ その通 りにな ったわけですね｡なお､
明治3
4
年 に高知県 の第一
一中学校へ赴任 して います｡ 高知県 の安芸 にある中
学校 なんですが､『
日本文法論』 はこの安芸時代 に完 成 され た とい うこと
ですね｡ この 『E
l
本文法論』 が学位請求論文 と して文部省 に提 出 されて､
審査 は帝国大学 の教授会がす ることにな って いたのですが､実 はず っと無
視 されて､2
0
年以上 も無視 されていたわ けです｡ それで学位 が授与 された
の は昭和 4年で した｡ このよ うに長 く無視 されたの は､ や は り学歴がない
などの矧 虫であ った と思われ ます｡ ‡
｣潤 が有名 にな った昭和 にな って､今
更学位で もあ るまい とい う時期 にな ってか ら与 え られたわ けで､ これ もま
たL
u
‑
間の評判 にな ったよ うです｡
‑

高知県 の安芸 の時代 とい うのは､『日本文法論』 を完 成 させ た い と
い うことで､L
L
j
田孝雄 にとって も重要 な時代 になるわけなんですか｡

そ うですね｡先程 の五条時代 も研究 の プロセ スと して は注 目 しな くて は
な らない と思 うんです けれ ど も､安芸時代 とい うの は理論的 な論文を完成
させ るとともに､ 日本語文法 の歴史的 な面 の実証的 な研究 『
奈良軌文法史』
を明治3
9
年 に脱稿 して います し､ それ と 『
平安朝文法史』 です ね､ 『奈良
朝文法史』 は奈良時代 の万葉集 を質料 と して文法 の体系を記述 した もので
す｡ そ して 『
平安朝文法史』 は平安時代 の物語を資料 と した ものです｡ こ
れ ら史的研究 を実際 にや ったのは､ この安芸時代だ と思 われ ます｡安芸時
代 は山田の学的研究 の成果の発露 とい う点 でひ とつのエポ ックを成す時期
だ と思 うのです｡ ただ､地方 で こうい う研究 をす るには非常 な苦労 を伴 う
わけで､ その ことにつ いて､次 のよ うに述べています｡
｢
著者 もと常 に僻地 にあ りてす こぶ る材料 を得 るに窮 せ り｡ その故 に
この編述 にあた りて は中央大都 の学者 の夢想 にだに も及 ぼ ざる研究以外
の苦悩 を受 け り｡
｣
‑

地方での辛酸 を嘗 めなが ら研究 を続 けたわ けですね.

9
年 には上戻 します｡ 明治4
0
年か ら､文部省の申
そ して､ 5年後 の明治3

1
5
8
に設 け られた国語問題､国語政策のための基礎的なデ‑夕を得 るとい う国
語調査委員会 の補助委員を委嘱 されて､ その国語調査委員会の中で働 くこ
とにな りま した｡ ただやは り､独学で無学歴 の者 はエ リー ト学者か らあま
り柏手 にされなか ったよ うで､最初 は非常 に苦労 した､ とい うようなこと
を晩年述懐 しています｡ ただ この国語調査委員会 とい うのは､大槻文彦 な
ど名高 い学者が学問的 に多 くの業績 をあげていたところで､山田自身 も研
究 にとって は非常 に有益 な時代だ った と思 います｡ そ してその調査委員会
の中で山田自身が*心 にな った仕事 は､先程 の平安朝 に続 く､鎌倉時代の
文法史の研究 で した｡特 に平家物語を中心 と して､平家物語の諸本の中で､
延慶本平家物語 を資料 としてその研究 に没頭 します｡ですか ら､奈良時代､
平安時代､鎌倉時代 とず っと続 けて歴史的な文法の記述的な研究をや って
い ったわけです｡ ただ しこの国語調査委員会 は大正 2年 に廃止 されます｡
彼 はその後 は在野 の学者 と して研究を続 けたわけです｡特 に古典の保存､
古典 の普及 に非常 に努力 しま した｡ そ して大正 9年 に､ 日本大学 に講師 と
して迎え られ ます｡ 日本大学時代の講義をまとめた ものが､『日本文 法講
義

』『日本 口語法講義』『敬語法の研究』 などですが､山田自身､講義 は必

ず世間の批評 を仰 ぐべ くその内容を公 にす るとい う哲学 を持 っていたよう
で､講義 した ものは必ず 1冊の本 に して公開 しています｡後 もそ うです｡
その中の特 に 『
敬語法の研究』 は､敬語 の体系的な研究 と しての先駆的な

4年 にな ります と､仙台の
業績 と認 め られているものです｡ そ して､大正 1
東北帝国大学 に新 しく創設 されま した法文学部 の講師 と して､国文学第‑
講座､ これは国語学講座 なんですが､そ こに講師 として迎え られ ます｡実
は講師 として講座を担 当す るとい うのは非常 に異例だ ったよ うですけれど
も､東大 にその先例があるとい うことで認め られたよ うです｡昭和 2年 に
な ります と教授 に昇格 します｡昭和 2年 とい うと彼が5
2
歳ですね｡大学卒
業 の学歴を持 たない人が､国立大学 の教授 にな った とい うのは､ まさに希
有 な例だ と恩 うんですが､ただ待遇 としては高等官六等で､当時の大学教
授 と しては最低 の待遇だ ったよ うです｡ そ して東北大学 には 7年 あま り在

』『漢

職 して､その間の講義案を公開 しているわけです｡『日本文法学概論

｢
l
p
L
J
E
l
l
孝雄｣について
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』『国語の lりこ於 け る漢語 の研究』 な

文の訓読 によりて伝へ られたる語法

r

どの出版がそれです｡当時の東北大学 には有名な人達が揃 っていて､同僚
の阿部次郎 とか小宮豊隆 とか土居光知 とか村岡典嗣などと芭蕉の俳誰 の共
同研究を します｡ なぜそれをや ったか と言 います と､鎌倉時代 までの歴史
的な研究をや って きて､今度 は近世ですね｡『
平家物語』 の研究 につ なが
る日本文法史の近 世編 として､俳譜 の研究を続 けたのだ と思 います｡‑
JBi
'
して歴史を迫 って文法の歴史を記述 してい くという､一つの大 きな目標が
あ ったわけですね｡
‑

ここまでで､国語学者 としての山田孝雄 についてお話を うかが って
きたわけですけれ ども､先程先生 は､単 に国語学者 としてだけで は
iJ
田孝雄 には他
捉え られないとい う言 い方 をなさいま したけれ ど､ i
にどうい う面があ ったので しょうか｡

そ うですね｡単 に国語学者 としてだけでは捉え られない学者だ と言 いま
したけれ ど､彼の全体的な人間像を総括すれば､ まさに憂国の士 と言いま

9
1
0
年の大逆事件 に際 し､ 日本国
すか､国学 の士であ ったわけで､すでに1
9
2
4
年 にな りま
家の前途を憂 えて 『大 日本国体概論』を書 いています し､1
9
3
3
年､ これは昭和 8年です けれ ど､『
国体の本義』
す と 『国民遺徳原論』､1
とい う本を革 して､ いわゆる天皇親政 の国粋主義 を鼓吹 した｡ そ うい うも
のを著わ して大義名分を説 いたo そ うい う意味で非常 にナ ショナルな一面
があるわけで､ そ うい う著作が結果 として 日本の ミリタ リズムを鼓舞す る
ことにな った｡ そ してあの暗い時代 を招来 させ ることにな ったということ
は否定で きないと思 います｡
‑

明治の初期 とい うのは西洋の方 に目がいってま したけれ ども､ その
頃か らはまった く想像で きないよ うな時代 に変わ っていったわけで
すよね｡ それで この山田孝雄 の昭和初期の活動 といいます と他 には
どうい うものがあ りますか｡

『
国体の本義』 の ことを言 いま したけれども､昭和 1
0
年 には､文部省 に
教学刷新評議会 とい うのが設 け られて､ 山田はその評議会 に委員 として加
わ ったようです｡ この評議会か らは､国体 に基づ き日本精神を核心 として

1
6
0
人文 の発展､皇運 の隆昌に尽 くす､ とい った答申が出 されて､ いわゆ る民
主 的 な学問 とい うものがなかなか出来 な くな って くる時代 にな ります｡ そ
うい う答 申それ 自体 が出 された とい うことも､我 が国 の教育 とか学問が､
よ り一層､ いわゆ る右翼 の方 向 にい った とい うことは否 めないと思 うので
す｡昭和 1
4年 に 『国学 の本義』 とい う本 を出 して います けれ ど も､ まず国
学 とい うことにつ いてお話 ししなけれ ばな らないと思 います｡匡I
学 とい う
の はまさに国家 の学 とい う意味ですが､江戸時代 に荷 田春麿 が提唱 し､賀
茂 裏淵 が継承 し､本属宣長 が大成 して平 田矧 乱が広 めた一連 の学 問のわ け
です けれ ど も､古典 を修 めて古義 を明 らかにす る､古道 に至 るとい うこと
ですが､古道 とい うの はまさに日本 の天皇 を中心 と した古代 の親政への道
なのです けれ ど も､ そ うい うところ‑ の回帰 とい うか､精神 を明 らか にす
るとい うのが国学 の内容 なんですね｡ その研究 の対象 とな るのが､神道､
法制､和歌､国史 な どですね｡国学 の提唱者､荷 田春麿が､江戸時代 に儒
教 や仏教 に対抗 して､ 日本 の古道､ いわゆる国学 のための学校 を徳川幕府
創学校 啓 』 とい う本 を章 して いるわ けです けれ ど も､山田は
に請願す る 『

5年
この春麿 の 『創学校啓』 の本文 を複製 し解説 して いる｡ それ は昭和 1
なんです けれ ど も､ この荷 田春麿 の 『
創学校啓』 は､ 日本 の古道 を明 らか
にす る､ それ は異体 的 には古典古語 を研究す ることによ って明 らか にな る
とい うことです｡国学 の思想的立場 を宣言 した ものが

『
創学校啓』 なので

すが､ 山田 はそれ に共鳴 したわけです｡ 昭和1
5
年 とい うの は神宮皇学館が
大学 に昇格 して､ その神宮皇学館大学 に山田が学長 と して就任 した年 で も
あ るのです｡国学 の体系的研究 を神官 皇学館で実践 しよ うと してつ とめた
端 もあ ると恩 うんです｡ ただ山田の研究 は非常 に実証 的なので､ その イデ
オ ロギ‑は別 と して､実芸
狛桝 こデー タを きっち りと押 さえて､匡Ⅰ
語 を正確
に記述 して い くとい う､ その点 に関 して は､客観的 なや り方 と して､非常
に価値 があるわ けです｡
‑

ところで､山田孝雄 の書 いた本ですが､本義 とい うのが よ く付 いて
いるよ うに思 うんですが､ これ にはど うい う気特 が込 め られて いた

｢
山田孝雄｣について

1
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1

んで しょうか｡
やは り情念 の人 ということがあるんですけれ ども､本義 とい うのは彼が
常 に第一義的な ものに心を寄せていたことを示す と思 います. ただ し彼 に
とって第一義的な ものというのは､ 日本 の国家であ り国体であ り国家の学
としての国学であったと恩 うんですね｡ しか し､ もし国家を越えたところ
の国家間すなわち国際 とい う概念 とか､あるいは国家を離れた普遍的人間
性が第‑義 となるという場合 において は考 え方 もやはり変わ って くると思
うのです｡特 に戦後の ものの見方がまった く変化 した時代 においては､山
田の本義 とい うのは一面的であ ったと言え るか と思 います｡ ただ先程 も言
いま したよ うに､そのイデオロギーの ことよ りも､極 めて実証的に研究 さ
れた事実 その ものが､業績 と して残 っている｡ デー タが今 日に十分いか さ
れているとい う点で価値があると恩 うんです｡
‑

戦後､ あ らゆる価値観が変わ りま した｡ その時 に山田孝雄 はどうい
うふ うに生 きたんで しょうか｡

1
9
4
5
年､昭和 2
0
年ですね｡敗戦 とともにL
L
=
別 ま公職追放の身にな り､再
び書斎の人 と して研究 に没頭す ることにな ったわけですが､彼 は昭和 の初

期 に政府が仮名遣 いの改定をや りは じめた時に､非常 に場 当 り的なや り方
であるとして､強 く反対を称えたとい う経緯があ ります｡歴史的な事実を
無視 した形で場当 り的な仮名遣 いは非常 にまずいん じゃな いか と､ 『仮名
道の歴史』 という本を昭和 4年 に書 き､その中で強 く主張 しているわけで

9
4
6
すけれ ども､実 は当用漢字､現代仮名遣 いの制定 が断行 され たのが 1
年､昭和 2
1年ですね｡彼 は当時､言論 ｡行動 に束縛が加 え られて いて､

6
沈黙 を守 らざるを得なか った､つ らか った と恩 うんです｡ しか し昭和 2
年追放が解除 にな ります｡ そ して､昭和 32年 には文化勲章 が授与 され ま
す｡少年 の 日か ら独立独歩､不屈の気概を もって独 自の道 を切り開 き､ ひ
たす ら歩み続 けて きて､よ うや くその功績が世間 に認 め られたとい うこと

9
5
8
年､昭和 3
3
年 に8
3
歳の生涯を
を心か ら喜んでいたよ うです けれ ども､1
閉 じています｡
‑

とい うことは､文化勲章 を もらって次の年 とい うことになるんです
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ねO最後 に､ 山内孝雄 について､先生 のお考 えをお聞かせ いただ け
ますか｡
私 自身､富山 に生 まれ ま して､同郷 とい うことでの思 いがあ ります し､
北陸人特有 の粘 り強 さとか一徹 さとい うことで感ず るところ もあ ります｡
また私 自身が東北大学 で国語学 を修 め ま したか ら､ 山田か ら見れば孫弟子
にな るわ けで､ その業績 を顕彰す るとい うことにはやぶ さかでないんです
けれ ど も､ や は り先程 のよ うな国粋主義 の面 ですね､ それ はあ る面 で 日本
人 と して必要 な ところで もあるんです けれ ど も､ しか し一方 で El
本 だ けを
特殊 に扱 って､世 界の中での 日本 とい う視角が ま った く欠 けているわけで､
日本 を客観的 にみ る､ 世界の中での 日本 とい う視野 でみ るとい うところが
非常 に欠 けて いた と思 うんです｡ これ は近代 日本 の ウ ィ‑クポイ ン トで も
あ ると恩 うんですが､周 りの国 々に対す る配慮 とか普遍的人間性 の追求 と
い うことが非常 に欠 けて いたわけです｡例 の 7
0年代初頭 の大学紛争 の時､
仙 台の東北大学 の国語学 の研究室 の壁 に､学生 の落書 きです けれ ど も､戦
前戦 中の山旧の行動 を忘却 して はな らない､ その総括 の上 に立 たない限 り
科学 的 な国語研究 は有 り得 ない､ とい うのがあ りま した｡確か にそ うで､
かつて は匡ほ吾は日本人 じゃない と分か らない､ 日本人以外 の研究 は国語学
とは認 めない､ とい うことがあ ったわ けですが､ それで はいけないのだろ
うと思 います｡最近 は､世界の言語 の中での個別言語 と して 日本語 をみて
い くとい う､ そ うい う立場 で､国語学 で はな く日本語学 と呼 ぼ うとす る流
れが定着 したわ けですね｡私 も､世 界の いろいろな言語 と同 じレベルにお
いて 日本語 の実体 を明 らか に して い くことを 目指 して います｡ また､ かつ
ての 日本で は､ 日本 の古道 とい うものが特別世界で一番優れて いるとい う
よ うな ことを言 ったわ けです けれ ど､ そ うな るとそれ はあ る意味で逆差別
にな るのであ って､ そ うい う点 は反省 しなければな らない し､総括 してお
かなければな らない ところだ と思 うんです｡ ですか ら､大学紛争 当時 の落
書 きとい うの は､ いまだに私 自身 の頭 の中 に焼 きっ いて いるのです｡

｢
山口孝雄
｣について
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付記

本稿 は､大阪大学放送講座の ｢日本研究の先達｣ シ リ‑ズ (KBS京都 ラジ オ 1
9

8
7
.1
0
)において､｢
山田孝雄 ｡近代的 日本文法理論の構築者｣ と題 して話 した内容
を文字化 した ものである｡当時､仁肘義雄先生の着任をひかえた時期で､仁田先生
を迎えるに当 っての学生‑の啓蒙を意図 した話題を提供す るつ もりであ った｡今､
仁田先生 の転出に際 して､複雑な感慨がある｡
(
文学部 教授)

