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１

いわゆる朝鮮資料の中に 『隣語大方』 というものがあるが､ その存在は早く

から知られているにもかかわらず､ あまり利用されていないようである｡ 理由

はさまざまであろうが､ そのひとつに成立経緯が明確でないことと､ 何種類か

伝来する異本間の関係も確かでないことがあるように思われる｡ 本稿は､ 『隣

語大方』 諸本に見える日本語文などを比較することによって､ 諸本の関係をも

う一度考えてみようとするものである｡

『隣語大方』 には､ 広く知られているものとして､ ソウル大学中央図書館奎

章閣などに収蔵されている ｢朝鮮刊本｣ (1790年刊)､ 外務省蔵板の ｢明治刊本｣

(1882年刊)､ 筑波大学付属図書館蔵の ｢筑波大本｣ (1751年写) と京都大学文

学部言語学研究室蔵の ｢京都大本｣ (1859年写) などがある
(注１)

｡ 本稿は以上のも

のを対象とするが､ これら以外にも､ ロシアの東方学研究所に収蔵されている

｢アストン本｣､ 日本国立国会図書館が所蔵する ｢国会図書館本｣ があり､ 他に

｢浜田本｣､ ｢苗代川本｣ なども報告されている
(注２)

｡

『隣語大方』､ 特にその成立等に関する先行研究は､ 本格的なものとして浜田

敦､ 安田章､ 福島邦道の諸氏のご論考を挙げることが出來よう｡ 浜田 (1970)

は､ 『隣語大方』 の比較対照研究の必要性を早くから強調しており､ 『捷解新語』

と共に 『隣語大方』 を積極的に用いた､ いくつかの論考を発表し､ そのなかで

『隣語大方』 の日本語研究に資する価値を指摘している｡ なお､ 安田 (1963)

の ｢隣語大方解題｣ には精細な研究がなされており､ 学ぶところ大きい｡ 特に

本稿が主眼を置いている 『隣語大方』 諸本の関係､ 成立に関しては､

原 『隣語大方』 の原形は､ 朝鮮文そのものであり､ それを適宜しかも恣意

的に編集していって､ 原 『隣語大方』 が成立したと考えたい｡ …中略…日

本の 『隣語大方』 は写本で伝わるが､ 転写の都度増補整理がなされ､ その

一異本が朝鮮人の手で開板されて､ それと近い関係の異本を抄写したのが

苗代川本であったと思う｡

とし､ その後安田 (1966) では苗代川本を中心にして再度論じているが､ それ
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らの論は 『隣語大方』 研究の羅針盤たる貴重な研究と言えよう｡ 福島 (1969)

も､ 写本間の異同を研究する必要やその高い価値を評価している｡

このように､ 『隣語大方』 諸本間の関係を考察する必要性については､ しば

しば言及されたものの､ その諸本間の関係､ 特に言語事象の比較対照を通して

詳しく考察した研究は意外と少なく､ さらなる検討の余地を残しているように

思われる
(注３)

｡

２

それでは､ 諸本の構成から確認していこう｡ まず､ 特筆すべきは､ 朝鮮語本

文の右横に日本語対訳を付している他伝本とは異なり､ 朝鮮刊本だけは､ まず

日本語本文を挙げ､ それが終ったところで改行して朝鮮語対訳を付する体裁を

とっている点である
(注４)

｡ さて､ 『隣語大方』 諸本の巻序を表にしてみると､ 次の

通りである｡

筑波大本 一 二 三 四 五 六 七 八 九

朝鮮刊本 五 一 十 三 六 七・八 四 九 二

京都大本 二 三 四 一

明治刊本 一 二 三 七 八 九 四 五 六

表からまず分かることは､ 京都大本は４巻が伝わるのみ(以下､ この部分を

｢４種対照部分｣ とし､ 京都大本が欠いている巻部分は ｢３種対照部分｣ とし

て区別することにする)ということである｡ また､ 唯一朝鮮刊本だけが他伝本

とは全く違う巻序を有するところ
(注５)

､ しかも筑波大本の巻六にあたる部分を２巻

に分けて 『捷解新語』 と同じく10巻にしているところなどは興味深い｡ それに､

一冊構成の筑波大本は､ 三冊構成の他伝本と冊数は異なってはいるものの､ 巻

序がおおむね一致しているところは注目してよかろう｡ このような巻序の構成

からは､ もともとは合冊されていない状態の ｢原 『隣語大方』｣ が､ ある時期

に九巻三冊の構成を取るようになり､ その三冊構成の 『隣語大方』 が広く流布

するようになっただろうと考えられる｡

次に､ 各伝本に取上げられている項目数を見ると､

筑波大本 55 76 68 72 70 54 46 65 31

朝鮮刊本 53 74 69 71 51 17・37 43 65 30

京都大本 73 70 55 47

明治刊本 52 73 67 72 68 54 45 66 32

の通り､ 朝鮮刊本の巻六を除いては､ 大同小異である｡ この朝鮮刊本の巻六は
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後述するが如く､ 20張以下の10項目が丸ごと欠落しているが､ さらに興味深い

のは､ 後述するように､ この部分に当たる筑波大本の巻五においても､ 14張以

下の項目の順序が他伝本の逆さまであるという､ 特異な様相を見せていること

である｡ ただの偶然であるかもしれないが､ 朝鮮刊本と筑波大本との何らかの

関係を暗示しているかのようにも思われる｡

ここで諸本間の項目の異同について詳しく見てみよう｡ まず､ 項目の中には､

他伝本には存在しない､ ある伝本だけが独自に有する孤例の項目がある｡ 朝鮮

刊本と京都大本にはないが､ 筑波大本には ｢よい品とあしい品と～ (巻一20

オ)｣
(注６)

､ 明治刊本には ｢本国の命ちを～ (巻三１オ)｣ などと､ それぞれ１例と

３例がある｡ また､ ある伝本だけに欠落している項目もある｡ 京都大本には１

例もなく､ 筑波大本は ｢彼童は～(巻四４ウ)｣ など４種対照部分に１例､ 全巻

を対象にしても３例と少ない｡ 明治刊本は ｢このほどは～ (巻七12オ)｣ など

４種対照部分に５例､ ｢其元さまの～ (巻一４オ)｣ など３種対照部分に９例､

合わせて14例が欠落している｡ もっとも目立つのは､ ４種対照部分に ｢私の交

代まては～ (巻六20オ)｣ など23例､ 全巻を通して数えた場合28例が欠落して

いる朝鮮刊本であるが､ 前述したように､ その欠落が巻六に18例､ しかも20張

以下の10項目と､ 集中しているのである｡ 朝鮮刊本の原拠本に散逸があったた

めか､ 編集の段階で意図的に削除しているか､ いまは分からない｡

さらに､ 他伝本では二つの項目に分かれているものを､ 一つの項目に統合し

ている例が､ ｢疾入館致て～私の去年上京時分に～ (朝四14ウ)｣ などのように

朝鮮刊本に３例見られる｡ これは他伝本が朝鮮語本文の横に日本語対訳を付す

体裁をとっていることから考えるに､ もともと別項目だっただろう原拠本の二

つの項目が､ 日本語本文と朝鮮語対訳を分離する体裁を朝鮮刊本がとった際に､

何らかの事情で統合されたことに起因するものと思われる｡ このような現象は､

朝鮮刊本の原拠本を､ 項目が変わっても改行せずに続けていくことのある京都

大本のような体裁をもつものと仮定すれば､ 十分あり得ることのように思われ

る｡

なお､ 項目順にも諸本間で異同があるが､ 最も特徴的なのは､ 前述の通り､

筑波大本の巻五の14張以下の項目配列が他伝本 (朝六14ウ・京三８オ・明八７

ウ以下) の逆順ということである
(注７)

｡ これは 『隣語大方』 の成立を究明すること

につながる問題と思われ､ 今後さらに詮索していく必要があろう
(注８)

｡

ここで､ 上に見てきた項目の欠落､ 項目順の異同などをもとに諸本間の関係

を考えてみることにしよう｡ 諸本が一致しているものや､ ３本に共通している
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もの (つまり､ ある伝本だけの孤例) を除いて､ 諸本間の一致・不一致をパター

ン別に調べてみると､ ４種対照部分では､ [筑波大本＝京都大本⇔朝鮮刊本＝

明治刊本]
(注９)

と [筑波大本＝朝鮮刊本⇔明治刊本＝京都大本] の場合が各１例､

[筑波大本＝明治刊本⇔朝鮮刊本＝京都大本] の場合は10例あった｡ なお､ ３

種対照部分では､ [筑波大本⇔朝鮮刊本＝明治刊本] は１例､ [筑波大本＝朝鮮

刊本⇔明治刊本] は13例､ [筑波大本＝明治刊本⇔朝鮮刊本] は８例がそれぞ

れ確認できる｡ これらからは､ [筑波大本＝明治刊本⇔朝鮮刊本(＝京都大本)]

のパターン､ つまり筑波大本と明治刊本が一致し､ 朝鮮刊本と京都大本がそれ

と対立している場合がいちばん多いように見受けられる｡ しかし､ その数値は､

朝鮮刊本の項目統合､ 巻六の後尾項目欠落を考慮していないもので､ それらを

勘案すると､ ４種対照部分では実質的には例がなく､ 全巻を通してみても6例

に過ぎないことになる｡ 結果的には､ [筑波大本＝朝鮮刊本⇔明治刊本 (＝京

都大本)] のほうが多数を占めることになり､ 項目の一致・不一致関係から､

筑波大本と朝鮮刊本､ そして京都大本と明治刊本とがそれぞれ近い関係にある

ことを想定することが出來そうである｡ 項目上に見える､ 諸本間のこのような

関係様相が意味を持つかどうかは､ 日本語文を比較対照することによって､ よ

り明確になると思われるので､ 以下に詳しく見ていくことにする｡

３

ここでは､ 日本語文の条件表現形式を取り上げて考えてみることにする｡ 条

件表現形式を話題にするのは､ それが古代語から近代語への移行中に著しい変

化を見せたこと､ 比較的たくさんの用例を拾い上げることができること､ 朝鮮

資料において特異な様相を呈していることからである｡

中世日本語における原因・理由表現形式は ｢ホドニ｣ から ｢ニヨッテ｣ へ代

替されることで要約されるが､ 朝鮮資料の一つ 『捷解新語』 の改修過程では､

これが ｢ニヨッテ｣ ではなく ｢ニヨリ｣ という屈折した形で現われる｡ 『隣語

大方』 の場合においてもそれは同様であるが､ 『隣語大方』 は改修本 『捷解新

語』 とは違い､ ｢ホドニ｣ がほとんど用いられていない点は特筆に価しよう｡

ところが､ この ｢ホドニ｣ と関連して､ 次の､

◎(筑)わしが力を尽して肝入ませふほどに､ あの人の少もきつかわれぬや

うに､ なぐさめさつしやれませい (七９オ)

(朝)私が力を尽くして肝入ませふ程に､ 彼人の少も気遣れぬ様に､ 慰さし

やれませひ (四10ウ)
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(京)私か力をつくしてせわ致しませうにより､ あの人に少も気遣われぬよ

ふに､ 慰めさつされませい (一５ウ)

(明)わたくしが力を極て周旋致しませうにより､ その人が少しもこゝろづ

かひせぬやうに､ 慰勞せられませ (四４ウ)

は､ 筑波大本と朝鮮刊本が ｢ホドニ｣ を用いているのとは対照的に､ 京都大本・

明治刊本は他の表現形式を用いていることを示してくれる｡ ｢ホドニ｣ は 『隣

語大方』 全巻を対象に調べてみると､ 筑波大本と朝鮮刊本がそれぞれ５例と７

例用いているのに対して､ 京都大本・明治刊本では1例も用いられておらず､

その違いは明らかである｡ また､ 次の､

◎(朝)彼が余不精致ましたにより､ 厳叱ましたれは (三５ウ)

(筑)あれがあまりぶしやうをいたしましたにつき､ 大に叱りましたれは

(四４ウ)

(京)あれがあまりぶしやふらしう申につき､ 大ひに叱りましたに (二２ウ)

(明)あのものがあまりぶせうにあるにつき､ 大いにしかつたに (七２ウ)

の場合は､ 他伝本が ｢ニツキ｣ という表現形式を用いているのに対し､ 朝鮮刊

本だけがそれを採択していない例である｡ このように､ ｢ニツキ｣ は朝鮮刊本

ではほとんど用いられておらず､ ４種対照部分で１例､ 全巻を通してみても２

例しかないのだが
(注10)

､ ４種対照部分での ｢ニツキ｣ の使用度数の面においても､

８例しかない筑波大本は､ 18例と29例ある京都大本と明治刊本よりは､ 朝鮮刊

本に近い様相を呈しているように見受けられる
(注11)

｡

上記 ｢ホドニ｣ のように､ 筑波大本・朝鮮刊本と京都大本・明治刊本とに､

出現様相が分かれる点は､ 日本語の原因・理由表現とその朝鮮語対訳との対応

関係の方がより顕著である｡ この対応関係とは､ 基本的に朝鮮語 ｢－��｣ は

｢ニヨリ｣､ ｢－��｣ 以外の表現形式は ｢ユエ｣ などと対応していることを言う

もので､ 朝鮮資料一般に認められる現象であるが､ 次の例､

◎ ����������	���

(京) 申こしませうにより (四４オ)

(明) 申し遣し升により (九３オ)

(筑) 申つかわしませふ故 (六６ウ)

(朝) 申遣ませふ故 (七８オ)

の如く､ 京都大本・明治刊本ではその対訳傾向が守られているのに対して､ 筑

波大本・朝鮮刊本ではそうではない場合があるのである｡ ４種対照部分の ｢ニ

ヨリ｣ が ｢－��｣ と対応している比率は､ 筑波大本 (170例のうち70例) と朝
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鮮刊本 (171例のうち75例) がそれぞれ４割強であるのに対して､ 京都大本

(145例のうち114例) と明治刊本 (203例のうち184例) はそれぞれ８割・９割

くらいを占めているのである｡ つまり､ 京都大本・明治刊本においては ｢－��｣

は ｢ニヨリ｣､ ｢－��｣ 以外の表現形式は ｢ユエ｣ 等という傾向が守られている

のに対し､ 筑波大本・朝鮮刊本ではそれを認め難いことが確認され､ それぞれ

の関係をうかがわせているのである
(注12)

｡

一方､ 逆接条件表現形式の場合､ 仮定条件は新しい形式の ｢テモ｣ によって

表現されることが多く､ 確定条件は旧い形式の ｢ドモ｣ が圧倒的多数を占めて

いるが､ 伝本による違いはあまり見られなく､ 概ね同じ様相を呈していると言

える｡ しかし､ 格助詞から転成し､ 一般的には逆接にも順接にも用いられてい

た接続助詞 ｢ガ｣ ｢ニ｣ ｢ヲ｣ 等の状況はやや異なる｡ 次の､

◎(筑)とほうもないことを云れましたを､ 其元さまには､ 其酔言をご信用

なされて (七７オ)

(朝)埒もあかぬ事を云たを､ 其元様には､ 其酔言を御信用なされて (四８

ウ)

(京)頭も無き尾も無ことを云われる処に､ 其元には､ その酔言をご信用な

されて (一４ウ)

(明)らちもない言を云ふ処に､ あなたさまには､ その酔言を信聴なされて

(四３ウ)

のように､ 筑波大本と朝鮮刊本では ｢ヲ｣ が用いられている箇所が､ 京都大本

と明治刊本では ｢トコロニ｣ という形式になっている例などが存するのである｡

そこで､ この ｢ヲ｣ ｢トコロニ｣ の例を４種対照部分に求めると､ 筑波大本

(10例と９例) と朝鮮刊本 (７例と９例) では ｢ヲ｣ と ｢トコロニ｣ がほぼ同

数用いられているのに対し､ 京都大本 (３例と16例) と明治刊本 (４例と16例)

では ｢トコロニ｣ が主に用いられており､ 上記例が全体的な傾向を表すものと

概ね認められるかと思う｡ なお､ ｢トコロニ｣ の対訳朝鮮語が､ 京都大本と明

治刊本ではほとんど ｢－���｣ であることに対し､ 筑波大本と朝鮮刊本はそう

でないことも考え合わせると､ この ｢ヲ｣ ｢トコロニ｣ の様相も､ 筑波大本と

朝鮮刊本が､ 京都大本と明治刊本がそれぞれ近い関係にあることを見せている

と解することができよう
(注13)

｡

次に､ 順接条件表現であるが､ 『隣語大方』 の順接条件表現を簡略に纏める

と､ 古代語の形式である ｢未然形＋バ｣ の固定化､ ｢ナラバ｣ の不使用､ ｢タラ

バ｣ の多用を挙げることができる
(注14)

｡ ここでは､ 特に ｢已然形＋バ｣ を見てみる
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ことにするが､ ｢已然形＋バ｣ は､

◎(筑)我々不調法者のぎてござりますれは､ 其わけをさとりゑませいで

(六13オ)

◎(筑)何の事てもあまり至極のばに成りますれは､ 仕損しまするものでご

ざりまする (五５ウ)

◎(筑)安否をたがいにうけたまわり合ますれは､ 是に居まするも情意は同

し事でござりまする (四15オ)

のように､ 古代語においてはもっぱら確定条件 (六13オ) に用いられていたが､

恒常条件 (五５ウ) を介して､ 近代語では仮定条件 (四15オ) をも表すように

なり､ 徐々に現代語の仮定形に移行していくのである｡ その移行期における､

全ての意味用法が､ 『隣語大方』 に見受けられることも注目に値しよう｡ とこ

ろが､ 諸本の4種対照部分における ｢已然形＋バ｣ の意味用法を調べてみると､

次の表のようになる｡

確定条件 恒常条件 仮定条件 計

筑波大本 18例(28％) 21例(32％) 26例(40％) 65例

朝鮮刊本 16例(34％) 13例(28％) 18例(38％) 47例

京都大本 11例(17％) 21例(32％) 33例(51％) 65例

明治刊本 7例(12％) 16例(26％) 38例(62％) 61例

この表から､ 確定条件と仮定条件の比率の面で､ 明確ではないものの､ 筑波大

本・朝鮮刊本と､ 京都大本・明治刊本の間で差が見受けられるのである｡

以上､ 項目などの体裁､ そして条件表現形式の面から､ 筑波大本と朝鮮刊本､

そして京都大本と明治刊本がそれぞれ近い関係にあることを見てきた｡ 次に､

筑波大本に見える加筆修正部分に注目して､ これらの関係を､ 再度､ 見ていく

ことにしよう｡

４

筑波大本には､ 日本語文に加筆修正が施されている箇所が160例余りある｡

この箇所の様相と他伝本の当該箇所の様相との比較も､ 『隣語大方』 諸本間の

関係を究明するのに役立つと思われる｡ これらの箇所の加筆以前の姿と以後の

姿が､ それぞれどの異本の姿と一致 (ないしは類似) しているかを検討するが､

そのことにより､ 筑波大本の加筆以前の様相と以後の様相が､ それぞれ他伝本

とどのような関係にあるかが自然と浮かび上がってくると思われる｡

前節と同じく､ 京都大本が有する部分 (４種対照部分) と散逸している部分

－ 168 －

�
�



( )

(３種対照部分) とに分けて考えていくことにする｡ まず､ ４種対照部分､ つ

まり筑波大本の巻四・五・六・七だが､ ここには加筆修正箇所が35箇所ある｡

便宜上､ 加筆前の姿を基準にしてみていくとするが､ 約半数にあたる18例の場

合､ 加筆前の姿が朝鮮刊本と一致 (類似) していることを確認することができ

る｡

◎(前)成就いたそうやうがござりませぬ (四10オ)
(注15)

＝ (朝)成就致さふ様が御座りませぬ (三13ウ)

(後)成就するみちがござりませぬ

＝ (明)成就するみちがござりませぬ (七05ウ)

≒ (京)成就いたすみちがこさりませぬ (二05ウ)

◎(前)つかいにくいものでござりまする (四12オ)

＝ (朝)使ひにくひものて御座りまする (三16ウ)

(後)つかうにいかうむつかしうござりまする

＝ (明)つかうにいかうむつかしうござり升 (七06ウ)

≒ (京)つかいよふかいかうむつかしうこさりまする (二07オ)

上の例からは､ 特に､ 加筆前の姿が朝鮮刊本と一致 (類似) しているだけでは

なく､ 加筆後の姿も京都大本・明治刊本と一致(類似)しているという傾向性を

見ることができるが､ このような箇所は上記の18例のうち､ 11例ほどある｡

一方､ 加筆修正前の姿が京都大本と一致 (類似) している場合は､

◎(前)酒をいかう酔まして (七16オ)

≒ (京)さけを大に酔いまして (一09ウ)

(後)酒にいかう酔まして ≒ (朝)酒に最酔まして (四19オ)

≒ (明)酒に大いにえひまして (四07ウ)

などの３例を見るのみであり､ 加筆前の姿が明治刊本と一致 (類似) している

例は１例も見当たらないのである｡

これらからは､ 加筆前の筑波大本 (前節から考えるに､ おそらく筑波大本全

般) が朝鮮刊本と同じ系統のものであった可能性があることを読み取ることが

できる｡ また､ それだけではなく､ 加筆後の様相が明治刊本・京都大本と近い

ことも看過できないだろう｡ これらを総合すると､ 筑波大本の加筆修正は､ 朝

鮮刊本系統のものに明治刊本・京都大本系統の様相が反映されていると考える

ことができよう｡

以下､ 京都大本は散逸している部分､ つまり３種対照部分を対象にしてさら

に検討してみよう
(注16)

｡ まず､ 加筆前が朝鮮刊本と一致もしくは類似し､ 加筆後は
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明治刊本と一致ないし類似している場合は30例余りある｡ そのうち､ 前二者と

後二者がそれぞれ一致している例を見ると､

◎(前)隔てました故 (三16オ) ＝ (朝)隔てましたゆへ (十19ウ)

(後)隔てた処でござる故 ＝ (明)相隔てし処でござる故 (三08オ)

◎(前)よろこぶやら (二14�) ＝ (朝)悦ふやら (一18オ)

(後)よろこぶか ＝ (明)よろこぶか (二06ウ)

など15例ある｡ これらには､ 語や文法形式の単純な代替､ 文体上の変化､ さら

には複合的な加筆など､ さまざまな加筆様相が見られる｡ これらの他に､ 類似

していると思われる例も15例ほどある｡

◎(前)成りまして (一11ウ) ＝ (朝)成まして (五13ウ)

(後)成りますゆへ ≒ (明)なる故 (一06オ)

◎(前)登りましたに (一13ウ) ≒ (朝)登りましたにより (五15ウ)

(後)往きましたに ＝ (明)往きましたに (一06ウ)

などであるが､ これらには加筆前は朝鮮刊本と一致していて､ 加筆後は明治刊

本と類似している場合(前者)と､ 加筆前は朝鮮刊本と類似しているだけである

が､ 加筆後は明治刊本と一致している場合(後者)がある｡ 他に､ 加筆前と加筆

後がそれぞれ朝鮮刊本と明治刊本に類似している場合も見られるが､ これらも

加筆前と朝鮮刊本が一致(類似)していて､ 加筆後が明治刊本と一致(類似)して

いる傾向を示すものと考えてよかろう｡

次に､ 加筆前は朝鮮刊本と一致(類似)しているものの､ 加筆後は明治刊本と

異なっているパターンであるが､ このような例は30例ほど見られる｡

◎(前)仕合せまするでござりませふ (一09ウ)

＝ (朝)仕合まするで御座りませふ (五10ウ)

(後)きぼかすくなかりますまいと存しまする

≠ (明)つやが少なかるまいと存じます (一05オ)

◎(前)親ひ中もちがうものでござりまする (三11オ)

≒ (朝)親中でもちがふものて御座る (十13オ)

(後)なかはれやすーござろふ

≠ (明)そしりを聞きやすかりませう (三06オ)

加筆前と朝鮮刊本とで､ 前者は一致しており､ 後者は類似しているものの､ 加

筆後が明治刊本とだいぶ異なっている点では共通している｡ その相違様相は､

ここで詳しく述べる余裕はないが､ 多岐にわたっており､ また､ 前者のほうが

多数を占めていることも見受けられる｡
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上に見た３種対照部分の､ 筑波大本の加筆前と加筆後の姿を朝鮮刊本と明治

刊本の姿と比較したものを整理してみると､ 加筆例の約７割に及ぶ70余例にお

いて､ 加筆前が朝鮮刊本と一致 (類似) していることを､ また加筆例の４割弱

において､ 加筆後が明治刊本と一致 (類似) していることを確認することがで

きる｡ このことから考えるに､ 加筆前の筑波大本は朝鮮刊本と近い関係にあり､

筑波大本の加筆は明治刊本系統の様相と近いことが見受けられる｡

５

上に見てきた 『隣語大方』 諸本の関係をまとめると次のようになるかと思う｡

諸本の巻序､ 項目の異同､ 項目順などの体裁から､ 朝鮮刊本と筑波大本､ 一方､

明治刊本と京都大本がそれぞれ近い関係にあることが浮かび上がる｡ そのよう

な諸本の関係は､ ｢ホドニ｣ ｢ヲ｣ ｢トコロニ｣ の出現状況､ ｢已然形＋バ｣ の意

味用法などの日本語文の条件表現形式の比較対照を通しても､ ある程度確認す

ることができる｡ なお､ 朝鮮資料に見られる､ 或る朝鮮語に固定された日本語

が対訳される傾向の度合いと､ また本稿では述べられなかった朝鮮語文の表記

面からも､ 諸本間の上のような関係は読み取れる｡

朝鮮刊本と筑波大本､ それに明治刊本と京都大本の関係は､ 筑波大本に施さ

れた加筆修正の前後の様相を見てみると､ さらに､ 朝鮮刊本と筑波大本の加筆

前と､ 明治刊本(京都大本)と加筆後がそれぞれ近似していることが認められる｡

これらの結果から考えるに､ 『隣語大方』 の成立究明における筑波大本のも

つ価値はとても高いものと思われるが､ アストン本などの新資料の比較対照な

どとも一緒に､ 今後より詳しく見ていく必要があるように思われる｡
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注

(注１) 書写もしくは刊行時期の判断根拠を次に示す｡ ｢筑波大本｣ (1751写､ ｢時重光協
洽之臨月也､ 東華渓叟金夢霖�卿謹書｣ (隣語大方序))､ ｢朝鮮刊本｣ (1790刊､
｢年前倭学堂上崔麒齢､ 購納隣語大方五冊､ �為学語者之指南､ 故即令麒齢�備
財力､ 開板成書｣ (承政院日記､ 正祖14年庚戌7月19日丁酉条))､ ｢京都大本｣
(1859写､ ｢主 朴平覚 安政六年未無神月写之｣ (二巻末の識語))､ ｢明治刊本｣
(1882刊､ ｢明治十五年一月 外務省雇朝鮮語学教授浦瀬裕識｣ (緒言))｡ 以下､ そ
れぞれを (筑) (朝) (京) (明) と略称することがある｡

(注２) ｢アストン本｣ は､ ｢天保十二辛丑年二月二一日浦瀬岩次郎｣ という識語をもって
おり､ 1841年に書写されていることが分かる｡ ｢国会図書館本｣ は､ ｢丁酉紀元節
後四於漢城大日本後学林公粛生識｣ とあり､ 1897年に書写されたものであるが､
これは前述の明治刊本の転写本である｡ なお､ ｢浜田本｣､ ｢苗代川本｣ について
は､ 福島 (1969) 安田 (1966) にそれぞれ研究報告があるが､ 筆者は未見｡

(注３) これらについては､ 以前拙稿 (2000) などで考えてみたことがある｡ 本稿はそれ
らを元に内容を大幅に変え､ 添削修正したものである｡

(注４) 朝鮮資料の流れにおける朝鮮刊本の意味については､ 安田 (1963) の ｢隣語大方
解題｣を參照されたい｡

(注５) 朝鮮刊本は他伝本をシャッフルした形になっているが､ それが３冊の中から１巻
ずつ取り出して並べ替えた形の巻序になっていることにも注目したい｡ ある作為
性を感じられなくもない｡

(注６) 『隣語大方』 の日本語文は基本的に漢字片仮名混じり文であるが､ 便宜上､ 片仮
名を平仮名に直して示すことにする｡

(注７) 項目順の異同は､ 朝鮮刊本は３種対照部分に ｢月の朗な様子を～ (朝二２オ)｣
など５例､ 明治刊本は全巻を通して ｢私の人參は～ (明九５オ)｣ など４例ある｡

(注８) ｢原 『隣語大方』｣ のある断面､ 即ち一枚の紙に一つの項目しか書かれていないも
の―それは実際に往來していたものやその手控えなどであったろう―を束ねた
だけの小冊子であった可能性を示唆しているようにも思われる｡

(注９) [Ａ＝Ｂ⇔Ｃ＝Ｄ] とは､ ＡとＢが一致 (もしくは類似) しており､ それとは不
一致 (もしくは相違) した形でＣとＤがまた一致 (もしくは類似) していること
を表す｡

(注10) これは ｢ニツキ｣ が用いられることのなかった 『捷解新語』 と同じ状況を呈して
いるものである｡

(注11) 他伝本は ｢カラ｣ を用いているのに対し､ 明治刊本だけが他形式を用いているも
のが随所に見られる｡ 明治刊本全体で ｢カラ｣ が用いられるのはたったの１例で
ある｡ 現代語への移行の過程でその市民権を確保しつつあった接続助詞 ｢カラ｣
が､ 何故明治刊本では用いられていないのか興味深い｡

(注12) 但し､ 朝鮮刊本のこの現象が 『捷解新語』 改修本と判然と異なるものであること
をどう解釈すべきか､ 熟考する必要があろう｡

(注13) 逆接条件形式においても､ 朝鮮刊本だけが他伝本とは対照的に､ ｢ケレドモ｣ を
用いている｡ ｢ケレドモ｣ が 『捷解新語』 改修本で増加していることを思い起こ
すと､ 朝鮮刊本の性格の一断面－司訳院の倭学資料と軌を一にする－を示唆して
いるようにも思われる｡

(注14) これは 『捷解新語』 と比べてみても多少極端な様相を呈しているものであるが､
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ここではこの傾向が四つの伝本に共通しているものであることだけを言及するに
止める｡

(注15) (前) (後) は加筆前と加筆後を､ ＝は一致､ ≒は類似をそれぞれ意味する｡ なお､
基本的に仮名遣いなど表記の違いは無視した｡

(注16) 加筆前と加筆後､ それに朝鮮刊本と明治刊本が､ それぞれ独自の表現をとってい
る場合も､ ｢(前)うたがわしう (二16オ) ≠ (後)ふしぎにごさつて ≠ (朝)不審
に御座るから (一20ウ) ≠ (明)あやしうて (二07ウ)｣ などのように､ 10例弱を
見ることができる｡

(しん ちゅんきゅん・(韓国) 全北大学校助教授)
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