に想定される日本語/日本語文と強く結びついているとい‑仮定

た︒そこでは漢字/漢文は ﹁高度の可逆性﹂を持って︑その背後

能であって︑この方面から和化漢文の内実に迫った研究も多いo

遣い︑正格漢文と和化漢文との違いといった事象に迫ることは可

された傾向性以上の結論を導き出すことが難しい場合も多い︒た
だし︑この方法からも和化漢文内部のジャンルによる文字使用の

はあるのか︑それはどのよ‑な語なのか︑といった可能性を考慮
しっつ当該字の ﹁表記﹂を確定するという作業は︑数量的に把握

なるのか︑不読である場合にその文字の使用に伴って補われる語

機具 淳一

和化漢文用字法に見る﹁問い﹂と﹁疑い﹂
‑古記録・文書における判定要求の一用法の検討から‑
〇︑問題の所在
日本語学における多くの和化漢文研究は︑日本語表記様式の一

が存在し︑それに基づいて同時代の訓点資料や古辞書から帰納さ

あったのか︑という日本語史上の問い (例えば先に見た助字の存

つとしての ﹁日本化した﹂漢文という位置づけから進められてき

れた漢字と訓との関係から当該漢字文の読み‑書かれた日本語を
2
推定する方法が採られてき410和化漢文資料を日本語研究の風上

在の意味) に答えることは難しいと言わざるを得ないのではない

+

に乗せるために︑この方法は必要不可欠なものである︒古記録特

か︒

Lかし︑和化漢文によって実現された日本語がどのようなもので

有の吾桑の存在が発見されたこと︑またそのことから和漢混清文

a間顧庸二種一乗如何天地玄隔咽

本稿の起点として︑以下の事例を提示してみたいo

の大きな成果と言えよう︒しかし︑より広く和化漢文を射程に入

に対する古記録の影響が明らかにされたこと︑等は和化漢文研究
れようとすれば︑漢字と訓との対応関係に帰着する方法のみでは︑

(高山寺蔵 ﹁顕密差別問答﹂・上一ウ三)

b問就青l乗竪論大分有四種者何叫

(東寺観智院蔵﹁顕密差別問答﹂ *大正新情大蔵経本文による)

(高山寺蔵﹁顕密差別問答﹂・上一オ六)
㍉間顧寧一種.一乗如何天地玄帰朝

明らかにし得ない事柄が多く存在していることに気づかされる︒
例えば︑中国語文に多く使用が認められ︑従って和化漢文にも
類似用法が多い助字類は日本語との対応関係が必ずしも明確でな
い場合が多い︒助字は当該字が如何に読まれるか︑或いは不読と

‑

1Fi

‑

^2間耽額1乗竪論大分有g]種者何則

文研究の可能性について︑疑問表現における助字の使用から考え
てみたい︒例えば︑漢字漢文を使用して行われてきた日本語書記

この対応関係が認められる︒ここでまず第1に考慮すべきは︑誤

香(大蔵経本文) では﹁顛﹂となっており︑他にも複数の箇所に

あるo高山寺本において﹁耶﹂となっている部分が︑東寺観智院

二種による︒ここでは疑問表現の文末に使用される助字に異同が

用例は平安時代未︑済蓮撰述にかかる﹃顕密差別問答﹄の異本

現実的なのであって︑ここでは取りあえず︑定型化された表現を

だし︑日本語の具体的な語形を離れて︑思考があるというのも非

には︑これまでの ﹁表記﹂を前提とした方法では無理がある︒た

た人々の思考とその書きとどめ方の有り様を考えようとするとき

語によって︑日本語﹁書記﹂ の歴史︑日本語を用いて思考してき

日本語を取り扱うのでは限界があり︑またそうして得られた日本

(東寺観智院蔵﹁顕密差別問答﹂*大正新情大蔵経本文による)

写の可能性であろう︒両字は筆写された場合の字形が似通ってお

追うことによって︑﹁表記﹂と﹁思考﹂とを結ぶ ﹁書記﹂を考え

の流れを考えようとした場合︑辞書や当時の文献から帰納される

り︑そのため書写時に本来あるべき文字を誤って別字に写してし

るための方法を模索していきたい︒

T
i
J

は詳らかではないものの)それぞれの助字を当該の同l文脈に使

断定を保留して不定のままに表出する(疑惑)表現での使用が多
4
いとされ乱︒こういった傾向性の中にあって︑(両本の影響関係

は︑発話者乃至執筆者が自らの内心の疑惑を表明する︑もしくは

要求等を中心とした疑問表現に多く用いられる︒しかし︑﹁欺﹂

説明を求める義明要求) の疑問表現となっている︒平安鎌倉期
を通じて︑一般に和化漢文においては︑﹁耶﹂は説明要求・判定

﹁兜﹂字を使用する資料群とが存しており︑助字使用はジャンル

問表現において︑主として﹁乎﹂ ﹁哉﹂両字を使用する資料群と

として単独で文末に使用される用法が古記録に特徴的であること
ことを明らかにした︒また︑磯貝 二九九九) は'判定要求の疑

岸二九六七)は︑疑問助字﹁欺﹂が疑問表現中︑特に疑惑表現

和化漢文における疑問表現と助字の使用との関係について︑峰

l 和化漢文における疑問助字〜乎・哉・耶と撒〜

二 和化漢文における疑問表現と疑問助字概観

まった可能性は高ho Lかし︑ここでは異同が高山寺本=﹁耶﹂︑
観智院本‑﹁欺﹂という傾向性があることに注目したいO先の文
例では︑﹁間‑︹疑問詞]〜︹疑問助字︺﹂という疑問表現形式が

用することに無理がない状況があったとするならば︑それはどの

との相関性を見せ̲ることを指摘している︒疑問助字﹁欺﹂字の使

用いられており︑疑問詞によって琴不される疑問点についてその

ようなものであったのであろうかOまた︑この助字使用の違いは

L
r
)

和化漢文書記史においてどのような意味を持つのであろうか︒本

用は︑多様なジャンルを有する和化漢文において︑文体範噂や文
章の史的変遷を捉える際の有効な指標になると考えbdo本稿では︑

稿では︑この疑問を起点として︑表記の問題に止まらない和化漢
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つつ︑それが和化漢文書記における疑問表現とどのような関わり

古記録・文書における1文型を例として疑問助字の使用を整理し

的からすれば︑少なくとも当該表現形式に限らず︑判定要求の疑

いて︑助字使用との関わりを見ていくこととする︒先に掲げた目

点を考えるに当たりへ本稿ではまずこの ﹁〜否﹂ の表現形式につ

﹁哉﹂が併せて使用される場合が多いことが分かる︒その中で︑

.ら

当該表現形式が罷められた資料名を掲げた上で︑用例数を計上L
を九〇〇年代からl四〇〇年代にかけて成立した古記録では,

否﹂ として共起する助字の使用をまとめたのが以下の表である︒

古記録における﹁〜否﹂の疑問表現形式において︑﹁‑︹助字︺

二︑古記録における疑問表現﹁〜否﹂と疑問助字

書における大凡の傾向性をつかみ︑今後につなげることとしたい6

必要がある︒しかし︑今回は調査の第一段階として︑古記録・文

問表現をすべて調査し︑同時に和化漢文資料を広く視野に入れる

を持つのかという点について考察を加えることとする︒

2 判定要求における﹁〜否﹂ の表現形式

判定要求とは︑以下に見る様に ﹁ある命題が成立するか否か﹂
を問う疑問表現の一形式である︒
①同七年十二月中︑僧滑稽間者尼日︑若‑見‑鼎相羽︑
(拾遺往生伝・巻下第三十話)
②早且自博陸被示云︑副剣劇詞鞘司倒倒闇︑
(水左記・永保元年二月六日)
(探要牲花験記・下二十四オ四)

﹁小右記﹂ ﹁水左記﹂ ﹁中右記﹂ ﹁猪隅関自記﹂ ﹁岡屋関白記﹂ では

③玄孫間口︑社是鬼魅耶︑

通常'文末に疑問助字を伴‑︒この‑ち︑特に古記録を中心に

経記﹂ ﹁帥記﹂ r薩戒記﹂ ﹁建内記﹂には﹁欺﹂が使用されているO

一覧表と共に用例を掲げる︒

握することを目的として︑課題を提示するにとどめたい︒以下︑

上での検証を行う必要があると考える︒今回は︑大凡の結果を把

代の転写を含むものであることから︑更に本文の性質を考慮した

用例数に多寡はあるものの﹁乎﹂の使用が諦められる︒また︑﹁左

文末に否定辞﹁否﹂ を使用して ﹁〜かどうか﹂ と尋ねる形式があ
乱︒

それぞれの用例数が少ないこと︑調査に用いた古記録の本文が後

′ロ

④書云︑<rmj 園側蘭可葡制覇︑先例如何者︑
(小右記・長和元年四月一日)
⑤間云︑上達部背斜若侍兵部宛文乎否︑
(同右・長和二年六月二十八日)
(永昌記・嘉承元年四月十三日)

⑥先是宣下云︑賀茂社火事間事︑ 何棟可被行哉︑.又斎王侯井祭可
圃引圃習︑

丁

ここでは多く疑問助字が使用され乱︒問題の所在で述べた疑問
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九歴

小右記

(930‑960)

(982‑1032)

左経記(1016‑1036)

amm
‑ID工.

ooIi

M‑器鵜61

春記

t1‑I

(1026‑1045)

[∃
吏

II蝣蝣.蝣蝣.!蝣

≡

5en

81車8‑

[Ⅱ[Ⅱ[Ⅱ

≡一∵一.■

水左記 (一〇62‑110由)

(1087‑1138)

帥記 (1066‑1088)

中右記

(1197‑1235)

(1166‑1195)

殿歴(1098‑1118)

愚昧記

猪隅関白記

(1222‑1251)

(1226‑1272)

問屋間自記

民経記

(1418‑1447)

(1237‑1276)

蔭戒記

(1414‑1455)

経健脚記

建内記

⑦然者初価韓任可有差別故習︑(愚昧記・仁安二年六月二十五日)

F勘申口 仰︑ ︑︑
(小右記・治安元年十一月七日)

(猪隅関白記・建永元年四月二十一日)

⑧以光親被仰此子細︑可碗萄神社硯司之由被問之︑
⑨先日所被仰︑

⑳推参彼宮不鮪稀︑但笥判型刊葡之条未思得︑

(中右記・長治二年十一月八日)

1 才可答 L'間︑聯思惟之虞︑
(薩戒記・応永二十九年十二月十八日)

⑪以今1器盛酒之風情有之︑劇融剤一例叫'旧記不見及之︑
(建内記・正長元年一月一日)
⑳

全体的な傾向として︑﹁〜否﹂ の疑問表現形式に限定はしたも
㌣

のの'助字使用に関しては判定要求の疑問表現の傾向に沿った結

果となっている︒ただし︑ここで注目しておきたいのは︑用例数

が僅少ながらも︑平安後期の ﹁左経記﹂ ﹁帥記﹂ 及び成立年代の

下った室町期の ﹁薩戒記﹂ ﹁建内記﹂ に﹁欺﹂ の使用が認められ

る点である︒用例を見る限りでは︑﹁哉(辛)﹂と ﹁欺﹂との間に

大きな表現上の差異は常時がたいようにも思われるo

Lかし︑基本的に両字には ﹁哉 (辛)﹂ が説明要求・選択要求

・判定要求の疑問表現における使用︑﹁欺﹂が疑惑表現における

使用とい‑中心的な用法の差異を持っている︒疑問助字のすべて

を等価なものとして︑用字上の違いを述べる前に︑このことは検

討しておく必要があろ‑Q r〜否﹂ の形式でも文末の ﹁否﹂以前

lR I

‑

竜

において命顛そのものは提示されており︑その命題を如何に提示
するか︑﹁哉(辛)﹂によって相手に問いを持ちかけるのか︑﹁欺﹂
によって自らの疑義を哀調するのか︑とい‑微細な違いが存して
いる可能性は否定できなL.〇個々の用例について前後の文脈を含
めた検討を加えることを今後の課題としたい︒それを踏まえた上
でここでは︑一般的に ﹁欺﹂ の使用自体は平安期から室町期を通
じて古記録に広く認められる中で︑当該疑問表現形式における使
用が︑1部資料のみに現れているとい‑点に着目したい︒謂わば
定型的と言ってよい表現において異なる用字が認められることの
意味は何なのであろうかO この問いに答えるためには︑﹁‑否﹂
のみならず︑疑問表現全体における助字使用の史的変遷の中にお
いて﹁欺﹂字の位置を捉える必要がある︒また︑対象資料を古記
録に限定することなく︑和化漢文を広く見渡す必要があろう︒こ
の度は︑今後に繋がる見通しを立てておくに止めることとする︒
三︑古文書における疑問表現﹁‑否﹂と疑問助字
古記録と同様の調査を七〇〇年代から一五〇〇年代にかけて成
立した文書において行った︒その結果︑奈良時代・平安時代には

年代未詳一例

その他串

﹃奈良時代古文書フルテキストデータベース﹄

POOIM ‑SIS* * ft

回1‑ I I

年二例︑年代未詳三例

一例'大永五二五二五)

貴幸二 二四八八) 年各

文麿元 二二三四) 年・

その他串

(年代未詳三月十丁目)

(天平宝宇六年正月十五日)

⑬右︑仏堂可作木工等料︑給哉否龍︑ 請進止︑

⑭又三嶋稲万呂来哉否哉︑若未来者︑

CT>II

﹃平安遺文﹄所収文書
Mglロml日喜
I〇
九
O〇
O年
0代
年代﹂!I

=00年代LOII

⑮当此之時︑可有致敬下馬礼哉否︑
(天元元年四月二十三日)
⑳又被症之間事井其啓可有哉否事︑彼真正参上時︑可陳申候欺

rの
‑他
I*
I
そ

が認められ出すことが確認された︒疑問表現全体での助字の蘭査

(平安院政期)

﹁哉﹂ のみの使用であって︑鎌倉時代︑一二〇〇年代から ﹁欺﹂
を経た結果ではないものの︑古記録の実態とは異なり︑共起する
助字に適時的な変化の様相を見て取ることができる︒
以下︑用例と共に各年代の一覧を示す︒

‑

ー1q

﹃鎌倉遺文﹄所収文書

一一〇〇年代
一二〇〇年代

flOfl

二二Od年代

⑰当宮堆無其例︑ 可被準拠哉否︑用捨之条宜在赦定

(軍Rl毎十1月二十九日本宮並別宮及外宮遷宮記)
⑬県令押領彼所帯之条︑埋立可然乎否︑愚昧之身︑迷是非︑
哀喜三年五月十一日書陵部所蔵谷森文書)
⑲依被宥東大寺領︑被免除候欺否事︑院宣之趣顕然事候欺︑
(文永十1年四月東大寺文書四ノ二十三)

例

年各l例︑年代未詳1四

年・万延元二八六〇)

年・元禄十二六九七)

年・慶長十二六〇五)

﹁哉﹂拍承二二一七八)

その他*

﹃古文書フルテキス土71タベース﹄ 所収文書

I
T
l
三
l

二一〇〇年代

醐HIEIBH9
その他*

﹁欺﹂年代未詳二例

⑳年々御年貢事︑先雑掌方へ弁候哉否︑1切不在候︑
(永仁六年八月十八日東寺百合文書と)

㊥果一見両軸旧識︑日汝知乎否︑我先知如汝得々東来臭︑
(長事三年五月六旦南野又続)

㊥我被出春季免状之間︑可為免許顛否︑不審分致披露之処ニ︑
(明応二年四月三日東寺百合文書ち)

古文書では︑﹁〜否﹂の疑問表現形式に共起する助字が﹁哉﹂

中心であることは古記録と同様であった︒ただし︑僅かながら

﹁乎﹂の使用をみること︑一二〇〇年代以降﹁顛﹂の使用が諦め

られることが分かったO平安期には静められなかった﹁欺﹂(﹁乎﹂

も同様)が鎌倉期以降に出現することは︑元来﹁〜否﹂の表現形

式では使用されることのなかった﹁顛﹂が次第に使用されるよう

になっていく過程を示すようにも見える︒

E]'日本語疑問表現における﹁問い﹂と﹁疑い﹂

これまでに帰納し得た結果をまとめる︒
l二間い﹂の表現(説明要求・判定要求等)での使用が中心と

なる﹁哉(辛)﹂と︑﹁疑い﹂の表現(疑惑)での使用が中心とな

る﹁欺﹂という用法上の差異を背景としてr r‑否﹂の疑問表現

形式では﹁欺﹂の使用が基本的に少ない︒
2・その上で︑古記録では平安後期・室町期のt部の資料に﹁〜

顛否﹂の形式が認められるl方︑文書では奈良・平安期に蘭めら

れない当該形式が︑鎌倉期以降に出現するという異なる様相があ

9.0

‑

場面における対話を措写する必然性はより低い︒日記である古記

記載すべき事柄・内容を表す一定の形式を有しており︑具体的な

問が間接的に取り込まれる形となっているご﹂れに対して文書は︑

前の事柄の当否を考える場合が多いO多く書面や会話における疑

れるのは'﹁〜すべきかどうか﹂ ﹁〜があるかどうか﹂といった現

指摘しておきたいO古記録において ﹁‑否﹂ の表現形式が用いら

ここでは二つの文章の性質の遣いが助字の使用に関わる可能性を

古記録と文書との違いについては︑なお検討の余地を残すが︑

の背景の一つとして︑阪倉の指摘は重要であると考える︒特に︑

ることに対する解釈や和化漢文書記の史的変遷を考えていく上で

い︒しかし︑同1の表現形式において異なる助字使用が認められ

ことから'この結果をそのまま当てはめることは避けねばならな

今回の調査では助字と日本語との結びつきの確認を行っていない

阪倉の論考が漢字文を専門的に取り扱ってはいないこと︑また

的表現から﹁疑い﹂的表現へと変わってきた﹂と述べJo

存在しており︑その結果﹁日本語の疑問表現が︑大きく裾﹁問い﹂

この﹁表現の統1化・論理化﹂が疑問表現の変遷の方向性として

を持つものを疑問点として提出するかたち﹂になっているとする︒

録は︑文書にくらべて記載内容(命題) に対する文章作成者の態

奈良時代から室町時代にかけての文書において︑同様の表現内容

る︒

度が反映されやすく︑そこでの疑問助字の使い分けは︑疑問を形

の使用から﹁顛﹂の出現へと疑問助字の使用が変化することは︑2

以上︑﹁哉(辛)﹂中心の助字使用中の﹁兜﹂の出現は︑文章作

vIサ',!
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・形式で︑二一〇〇年代を一つの区切りとして'﹁哉(辛)﹂のみ一

成する当惑の内容を﹁問う﹂ かあるいは﹁疑い﹂を歳出するかと
いう違いを担った意味・用法上の差を表す場合があ乱︒l方︑文
書における疑問助字の使用では︑これとは異なる要因を想定する
良時代から平安時代未には兄いだせず︑鎌倉時代に至って登場す

成者の個別性・表現内容上の差異性の問題と︑和化漢文で書記さ

ことができる︒先に述べたように'﹁〜欺否﹂ の表現形式は︑奈
るものであったO 文書の表現における時代的な異なりは︑当該期

ができると考えられ乱O

疑問助字﹁哉(辛)﹂ ﹁欺﹂との関連性の調査を行ったO 明らかに
し得たのは以下の点である︒

古記録・文書における判定要求の表現形式 ﹁〜否﹂ と共起する

五'むすび

れる内容(思考)の変化の問題とを捉える指標と位置づけること

の疑問助字の用字法に変化が生じている可能性を考えさせるもの
である︒
これまで見てきた助字使用の背景となる ﹁問い﹂ と ﹁疑い﹂ の
史的な関連については︑阪倉二九九三) が検討を行っている︒
阪倉は︑上代から現代語における疑問表現の変遷過程を検討し︑
現代日本語の疑問表現は︑肯否的・内容的の別なく'すべ.て﹁か﹂
を文末におく形式を用いてすることができ︑更にこの形の文は間
接疑問文としてそのまま従属節になるという﹁文としての完結性

①古記録には文章作成者の文章内容(命題) に対する認識や態度
の反映による疑問助字の使用の違いが諦められる可能性があるO
②文書においても﹁哉﹂と ﹁兜﹂ 両方の使用を見るが'古記録の
場合とは異なり︑助字使用の史的な変化と捉えることができる︒
またこの変化は︑日本語疑問表現の史的変遷の一つである﹁問い﹂
的表現から ﹁疑い﹂的表現への流れを背景としたものである可能
性があるQ
用陰の記述も資料の拡充も今後に侯つ点が多い考察となった
が︑問題の所在に掲げた仏典系漢文の異同の問題にも有効な視点
を提示すべく︑今後の研究を進めていきたいと考える︒

;小粒英雄﹃日本語書記史原論﹄(l九九八︑笠間書院)における﹁表記という用語は︑書記と言語との間に高度の可逆性があることを前提に
しているoすなわち︑linn語を文字で置き換えたのが書記テクストであるから︑書記テクストに基づいて言語が復元できるという認識であるO﹂

(轡の記述を受けるものである0
㌢峰岸明﹃平安時代古記録の国語学的研究﹄二九八六︑東京大学出版会)など︒特に︑峰岸氏が色菓宇類抄人事門・辞字門の最上位掲出字が

当時の日常常用字に当たり︑それが当該期の訓点資料の読みの実態と併せて古記録読解に有効な手がかりとなることを提示したことで︑古記

録による日本語研究が大きく進展した︒
T東寺観智院本は原本未調査であり︑当藤本を底本としている大正新情大蔵経本文を利用しているo このため︑今回﹁誤写﹂ の可能性を指摘
した事象が︑原本にも存在するのか翻刻時に生じた誤りなのか︑という点については確認できていないO

叫峰岸明(I九六七) ﹁平安時代記録資料における疑問助字の用法についてI﹁欺﹂字の用法を中心にI(﹁国語学﹂七l号)

磯貝捧l (1九九九)﹁和化漢文資料の疑問表現における助字の用法‑﹁欺﹂字の使用をめぐって‑(﹁国文学故﹂
ハ四骨)
T例えば︑峰岸(1九六七)は︑当該用牡の存在が記録体と和漢混清文体の影響関係を論ずるiつの視点となり得るとし︑磯貝二九九九)

は︑古記録は﹁欺﹂字を主用する(﹁乎﹂ ﹁哉﹂ の使用も認められる)資料群に入り︑峰岸の指摘に加え︑疑惑と判定要求とに﹁欺﹂字を使用

するのが古記録の特徴であること︑説話系の和化漢文は﹁欺﹂字を疑惑表現のみに使用(疑惑表現の用例数自体が僅少) し︑判定要求にはこ

‑
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れを殆ど用いない ︹﹁乎﹂ ﹁哉﹂ ﹁耶﹂を使用する) ことを指摘しているO

輔仏典系漢文では同様の文型が﹁〜不﹂に作られる場合が多い︒今回は古記録を対象として検討を行ったが︑今後は他資料にも調査を広げて
いきたいO その際に仏典系漢文に特徴的な当該表現の調査も必要になってくると考える︒

叩磯貝淳l 二九九八)﹁平安時代後半期和化漢文資料の疑問詞疑問文における助字の用牡﹂ (﹃鎌倉時代語研究﹄第二1輯)において︑この疑
問表現形式が古記録を中心とした和化漢文に認められるものであることについて指摘を行った︒
増﹁〜否﹂ の表現形式において助字が使用されない例はここでは計上していないO

㌣用例⑳⑫に見るような﹁条﹂﹁間﹂等の形式名詞によって体言句となる表現の一部に﹁〜否﹂形式が含まれる形については別に検討が必要で

あろう︒このような形式の成立自体が今回の検討に重要な意味を持つ可能性もある︒今後の検討課題としたい︒
叩面定要求)と哀感表撃とは︑ともに文末に疑問助字を用いることが多く︑形式上︑明確に区別しがたい場合がある︒本稿に関わる論

文(磯貝(1九九九)等)では︑前後の文脈に﹁問いかけ表現﹂﹁回答表撃が認められる場合に︿判定要求)︑これらが無いものを(疑惑表
琵) と判断しているo

i:ただし︑﹃左経記﹄﹃帥記﹄については︑それぞれ書写年代の異なる本文を1括して扱っている点︑他の資料にくらべて異質な助字使用を行

ぅ点等が認められ︑助字使用の違いの要因を文章作成者における意味・用法上の使い分けに帰するには︑未だ問題を残している︒他の古記鈷
・古文書についても同様であるが︑書写文献における微細な字形の異なりを起点とする考察においては︑本文の検討・整理を行った上で考察
を加える必要がある︒今回は︑傾向性を把握することにとどめ︑今後更に詳細な調査を加えることとするD
Ⅶ阪倉篤義(完九三)﹁疑問表現の変遷﹂(﹃日本語表現の流れ﹄岩波書店)

. =今回は詳細に述べることができなかったが︑大正新情大蔵経データベースによる予備調査では︑古記録と同様に﹁欺﹂の使用が時代の下っ
た仏典系日本漢文に見えることが分かったQ今後併せて検討を行っていくこととしたいo
[調査資料]

〇九暦・小右記・中右記・殿暦・愚昧記・猪隅関白記・岡屋関白記・民経記・経健脚記・薩戒記・建内記(東京大学史料編纂所による﹁古記

録フルテキストデータべIス﹂ ︹http://wwwap.hi.u‑tokyo.且p/ships/shipscontroller)を利用︒用例も当該データベースによるo)○左経記・春記・

水左記・帥記(増補史料大成)○文書類東京大学史料編纂所による﹁奈良時代古文書フルテキストデータベース﹂﹁平安遺文フルテキストデ

ータベース﹂﹁鎌倉遺文フルテキストデータベース﹂﹁古文書フルテキストデータベース﹂(http‖//wwwap.hi.u‑tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller)を
利用したO 用例も当該データベースによる︒)
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