
江戸時代における中国語受容の 一考察
一洒落本「和唐珍解j本文の唐音を通して一

何 暁 麗

1. はじめに

庖音がよく用いられた場と世を、湯沢(1987)で次のように述ぺられている。

今日までの詞査においては（臨済宗、1桁洞宗、泉涌寺（現在は、其甘宗の一派。本{}では同寺

の現在の認定にしたがい、開祖は俊荀とする）、また黄漿宗など、中世以後開宗の仏教宗派とそ

の典餅、中近世出版の「衆分韻略』や近世の韻学書、あるいは近世の唐音教科柑、その
他、近世の一部の浄瑠璃や洒落本等〉がその場である（序説丙）。

阻音の研究に関しては、唱音を利用して、日本語の音韻状態やハ行子音の音価、又はチ
ツ・ヂヅの音価を究明した有坂(1957)、中世唐音などを用いて日本語の喉内鼻音を論じた

奥村(1950)、庖音の撥音飢尾からンの音価を明らかにした奥村(1955)、唐音究科としての

ぽ分韻略」について研究 した奥村(1973)、「略韻」と「炭分韻略Jの資料的価餌や国語史
料的意義を論じた高松(1982)、唐音の特徴の把握や唐音の位固の追究を行った湯沢(1987)、

黄槃唐音内部の煎陪性を究明した岡島(1987)などがある。
一方、唐音が用いられた文学作品には、近松門左衛門の浄瑠瑚「国性爺合戦Jや哨来三和

の洒落本「和唐珍解」などが ある。近松門左衛門若正徳五年(1715)に成立した浄瑠璃 r国
性爺合戦Jには(1)のような庖音めかした例が5句ある。

(I) 日本人ー。なむきやらちょんのふとらやあ～～ （下線部は若者）

庖来三和著天明五年(1785年）に成立した洒落本「和唐珍解」は「近松の「国性爺合戦」
中の人物名を借り来って、大明国の李踏天が通事和田藤内や従者を伴って長崎丸山の遊里に
来り、呉三桂なども加わり、遊女栴棟を相方として遊ぷさまを描」 1 いたものであり、唐音

を利用したことが注目されている％「和阻珍解』に(2)のように中国語を片仮名で発音 3を示

し、平仮名で日本紐の意味を解釈している例は233句、延べ1644字である。
;”””””イコウサイ十工、 'I”ンヘ99.，＂tt” ’9ヤが9が99D99や ・いい”-，

(2) 明朝早些来我在這裏等候快 一 去了不可路上住脚
（あすのあさはやくこいわれはここにてまたんいそいでかへれみちぐさをくふなよ）

本稿では、中国語に片仮名を付している「和唐珍解Jに現れている庖音を取り上げ、その

特徴を検討していく。
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2. 声母について

「和唐珍解Jにおける唐音の声母の転写について、 三十六字母の唇音・舌音・牙音・歯音·

喉音・舌歯音によって分類してみると、 その原則的仮名表記が表1のようになる。

表1

声 母 原 財 的 仮 名 表 記
唇音 消（科母・非母） ハ行（訂ハン 郎ヒイ 風フヲン 飛フイ 杯ホイ 福＊）

次消（榜母・敷母） ハ行（泊ハア、 開ヒヤウ 撤とイ 費フィ 沐ホヘン 配ホイ）
濁（並母・奉母） ハ行（罷ハア、／パア、 比ヒイ 否ヘウ 鳳ホン）
消濁（微母） ア・ワ行（唇音軽） （味ウイ 物ウェッ 末ウイ 網ワン 無ウヽ）

（明母） マ行（唇音煎） （馬マアヽ 売マイ 明ミン 勉メン 母モウ）
舌音 惰（端母・知母） タ行（到タウ 珍チン 中チョン 蜘ツウ 等テン 対トイ）

次清（透母・微母） タ行（太タイ 閲チャン 娯ツウ 屁テイン 托トッ 脱卜）
濁（定母 ・ 橙母） タ行（踏タウ 纏チヱン 茶ツヱヽ 迭テツ 徒トウ）
清濁（泥母・娘母） ナ行（拿ナア 耐ナイ 泥ニイ 内ヌイ 錫ネツ 奴ノウ）

牙音 清（見母） カ行（告カウ 狡キャウ 光クワン 更ケン 箇コウ）
次i青（渓母） カ行（開カイ 軽キン ロケウ 客ケ 恐コン 款クワン）
濁（群母） カ行（僑キャウ 勤キン 拳キエン 件ケン 健ケン）
惰濁（疑母） カ行・ア・ワ行 ・ ナ行（偶ゲウ 五ウ、 外ワイ 牛ニウ）

歯音 消（精母・照母 ・心母·杏母） サ行・タ行のチ・ツ（早サウ 手シウ 正チン 進ツィン）
次清（清母・穿母） サ行・ク行のチ・ツ（猜サイ 春チュン 葱ツヲン 行ツイン）
濁（従母・沐母・邪母·樟母） サ行・タ行のチ ・ ツ（上シャン 儘ツイン 像スヤン 盛チン）

喉音 消（暁母） ハ行（歓ハン 好ハウ 戯ヒイ 休ヒウ）
消（影母） ア ・ワ行・ハ行・ヤ行（愛アイ 狂ワン 花ハア、 幼ユウ） -
濁 （匝母） ア・ワ行・ハ行 (i鳳ウヲン 皇ワン 厚ヘウ 学ヒョッ 何ホウ）
消濁（咲母） ア ・ ワ行・ヤ行（韻イユン 王ワン 夜ヱヽ 尤ユウ 用ヨン）

舌歯 消濁(8母） サ行・ラ行（如シュイ 慈ジン 然ゼン ニルウ 児ルウ）
音 消濁（来母） ラ行（煽ラン 了リヤウ 領リン 棲レウ 裔ロヲン）

〇唇音

唇音の消、 次消、 濁には、 ハ（バ） 4行が現れている。消濁はア ・ ワ行とマ行で転写され

ているが、 ア ・ ワ行は徴母字であり、 マ行は明母字である。

明母字に問題がない。微母字は中世庖音の場合ではハ・バ行に集中して、 マ行での転写も

ある。 これに対して、「和唐珍解Jではア ・ ワ行で転写されている。微母のハ ・ バ行転写は

中世「唐音においては軽唇音化が生じていたこと、 またその範囲・程度はともかくとしても、

徴母には非鼻音化作用が起こっていたこと」（湯沢1987: 34) が分かる。 又、 沼本 (1986)

では軽唇音微母は「内v>v>w><I>」(p283)という過程で消失したとされている。「和庖珍解」

はア行とワ行両方が現れているが、 ア行はウーだけの転写である。 このことからウは円唇音

であったのではなかろうか。 と同時に、「和唐珍解1本文の微母は「内v>v>w><I>」とい

う消失過程のvかwの段階に位囮できるだろう。
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◎舌音

舌音の泊、 次消、 濁には、 夕（ダ）行が現れている。i距蜀はナ行で転写されている。

高松(1982)では中国原音の舌頭音は夕行で、 舌上音はサ行で其々区別して転写されてい

るとされている。 r和唐珍解Jでは、 既に舌頭音と舌上音の区別がなく、 全て夕行で転写さ

れるようになった。 これは日本語の「チ・ツ ・ ヂ ・ ヅの頭音は様巡語に於いては、 第十三世

紀末頃までは未だ単純な破裂音であったろう。 それが第十六世紀末に既にアフリカー タに変

化してゐた」（有坂1957 : 570)からだと考えられる。

◎牙音

牙音の消、 次消、 濁に屈する字は力行で転写されている。j背渇にア ・ ワ行、 力（ガ）行、

ナ行が現れている。

唐音の疑母について、 有坂(1957 : 185-220)ではア行とガ行、 また疑母の後に来る渉り

音が(i〕系である唐音はナ行で、 高松(1982)ではア・ワ ・ ナ・カ行で、 湯沢(1987)で

はア・ヤ・ワ行と力（ガ）行、 ナ行で転写されていると述ぺられている。

「和唐珍解Jではア ・ ワ行での転写が16例中6例を占めている。ナ行で転写されている唐

音は三等字、 また疑母の後にくる渉り音が〔i〕〔y〕系の例が殆どである。但し、 例外がな

いわけでもない。「焉ヲイ」は三等字であるが、 非鼻音の音で転写されている。しかし、 湯

沢(1987)に述べられたように、少数派であったが、 三等字において「合口性有の韻では非

鼻音化作用が生じやすいという傾向」（p59)が見られることから、合口音三等字の「為ヲイJ

もその具現したものだと考えられるだろう。

◎歯音

歯音はサ行及ぴチ・ツで転写されている。有坂(1957 : 185-220)、 高松(1982)に用いら

れた中世庖音資料においてサ行だけで転写されている。 しかし、 近世になると、 サ行のほか、

チ・ツでの転写も現れている。

これは中国原音のアフリカータ化が日本語のそれより早く生じていたことと関わっている

と有坂(1957 : 185-220 • 563-570)に述べられている。 チ・ツがまだアフリカータ化を生じ

ていなかった鎌倉時代において、既にアフリカータ化が起こった中国原音を転写する際、 サ

行で転写していた。江戸時代に入ると、 日本語のチ・ツは既にアフリカータ化したので、 中

国原音を転写する際、 サ行の他、 チ ・ ツも用いられるようになった。

◎喉音

喉音には影母がア・ワ行、 ハ行、 ヤ行で、匝母がア ・ ワ行とハ行で、 喩母がア ・ ワ行とヤ

行で転写されているが、 暁母は4例しかないが全部ハ行で転写されている。

中世唐音の場合は暁母が原則として力行で転写されているが、 近世に入ると、 日本語のハ
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行頭音がhに変化したので、 ハ行で転写されるようになった。

◎舌歯音

舌歯音はサ（ザ）行とラ行で現れている。舌歯音の内、 半歯音はサ（ザ）行とラ行のルで、

半舌音はラ行で転写されている。半歯音のラ行転写はどちらもルウである。

又、「和唐珍解』本文の唐音に亘って、 あまり濁点を施さない傾向がある。しかし、 半歯

音の直音だけに澤点を施した例がやや多く見られる％これは半歯音が濁音であると断定し

やすいことを反映しているだろう。

眩ジン 慈ジン 忍ジン 人ジン 日ジ

3. 韻母について

然ゼン 熱セッ

「和宵珍解』本文の唐音の韻母を韻尾によって、 鼻音韻尾・入声韻尾•その他(-イ韻・

ーウ韻・ゼロ韻尾）に分けられる。 以下は韻尾によった分類に従い、検討していく。

◎鼻音韻尾

「和唐珍解Jに、 三内鼻音韻尾が区別なく原則としてンで転写されている。

通摂 紫モン（唇音ー等）恐コン（牙音三等）従ツヲン(OO音四等）風フヲン（唇音三等）

江摂 想キャン（牙音二等）腔キャン（牙廿二等）登シャン（（釘音二等）窓チャン（歯音二節）

宕摂 浪ラン（舌也音ー等）狂ワン（喉升三等）像スヤン（歯音四等）娘ニャン（舌音三等）

梗摂 鵞キン（牙音三等）袷ツイン（歯音四等）性スヱン6 （也音四等）更ケン（牙音二等）

曽摂 勝シン（歯音三等）剰チン（歯音三等）肯ケン（牙朽ー等）等テン（舌音ー等）

殊摂 刑モン（唇音ー等）勉メン（昏音三等）珍チン（舌音三等）信スイン（凶音四等）

山摂 担タン（舌を一等）焉エン（喉音三呼）山シャン（世音二等）先スエン（也音四等）

深摂 今キン（牙音三等）飲イン（喉音三ti{,)慈ジン（舌OO音三等）心スイン／シン（灼音四笞）

咸摂 淡タン（舌音ー等）敢カン（牙音ー等）厭ヱン（喉音四等）占チヱン（歯音三等）

ン韻尾の前に来る韻母を合わせて示すと、表2のように纏められる。

表2

通棋 0ン(...:.約に直音転写、 四等に拗音転写、 三等には直音転写と拗音転写が半々）
江摂 aン（二等の拗音転写）

宕摂 aン（一等に直音転写、四等に拗音転写、 三等に直音転写と拗音転写が半々）
梗摂 iン（直音転写はほぼ三等字｀ 拗音転写はほぽ四等字）

eン（直音転写においても拗音転写においても二等字）
曽摂 iン（三等字） eン（ー等字）
辣摂 oン（直音転写においても拗音転写においても一等字）

iン（直音転写においてほぼ三等字、拗音転写は四等字）
eン ．

u ン（直音転写においても拗音転写においてもほぼ三等字）
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山摂 laン（直音転写においても拗音転写においても一 ・ニ等字）
eン（直音転写においても拗音転写においても三•四等字）

深摂

I
iン（直音転写においては三等字 ・ 拗音転写 7 は四等字）

成摂 aン（一等字） eン(= •三•四等字）

まず、韻尾について、中国原音の唇内鼻音mと舌内鼻音nは中世においても近世においても、

日本語のンで転写されているが、喉内鼻音ngは中世の場合、ンとウの両形で転写されていた。

これに関して、 有坂(1957 : 185-220)、奥村(1955)、 蒻松(1982)、 楊沢(1987)などが挙

げられる。諸氏の説は凡そに次のようである。

有坂(1957 : 185-220)：江・宕摂はウ、 梗・歯摂ン、 通摂はン（多）とウ（少）

奥村(1955)：江・宕摂はウ、梗・曽摂はン、通摂はン（一等と二三四等の一部）ウ（二三四等の一部）

高松(1982)：江 ・ 宕摂はウ、 梗．灼・通摂はン。

湯沢(1987)：江・宕摂はウ（ただし、江摂は究科によりンが相半ばする）、梗・曽摂ン（但し、 梗摂

は資科により少数のウもある）、通摂はン（資料によりウもある）

しかし、 近世になると、 喉内鼻音もンで統一されるようになった。奥村(1955) によると、

これは日本語の鼻音ンの音韻論的音価が舌音性を失い、n酉昔に近くなっていたと考えられ

るだろう。

次に韻尾の前に来る韻母を等位から見ると、通摂、 江摂、宕摂は等位にかかわらず、 ン韻

尾の前に其々同じ韻母で転写されている。しかし、 同じ韻母で転写されていても、 直音転写

と拗音転写は等位によって異なる。 通摂と宕摂ではー等が直音転写、 四等が拗音転写、 三等

は直音転写と拗音転写が半々である。江摂は二等の拗音転写しかない。梗摂と留摂は等位ご

とでン韻尾の前に来る韻母が異なっている。 eンの梗摂字は二等に｀ iンは三•四等に分布し

ている。eンの曽摂字は一等に、iンは三等に分布している。

辣摂、 山摂、 成摂も等位によってン領尾の前に来る韻母が異なっている。深摂はン領尾の

前に—iだけが現れてきたが、 等位によって直音転写と拗音転写が区別されている。

有坂(1957 : 185-220)、 湯沢(1987)に使われている中世唐音焚科において、 梗摂字はほ

ぽ-iー と―aーで転写されている。 しかし「和座珍解」ではーiー と―eー になっている。 ここで注目

されるのは梗摂二等字の一e一転写である。

有坂(1957 : 185-220) : -jー 軽キン正シン名ミン静ジン・・. -a- 更カン生サン行アン宏ワン…

湯沢(1987) : 一i- 正シン名ミン硝ツイン命ミン・ ,. -a— 更カン生サン行アン宏ワン・・・

「和唐珍解J : 一i- 軽キン正チン静ツイン誼ツイン... -eー 斑ケン生スヱン冷レン扮ツェン・・・

中古音を探るのにも使われる「漢語方音字訛J 8 0962) を調べてみると、 梗摂二等字は

江南の蘇州方言では一aーであるのに対して、 閻南の潮州方言は—eーである。 又、r和唐珍解J
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と同じように梗摂二等字を一e-で転写する資料に岡島冠山の唐話辞杏が挙げられる。

r唐話纂要J : 一i- 軽キン正チン名ミン餡ツイン••• -e- 更ケン生ス ・ エン冷レン掛ツェン ・・・

r店訳便覧J:+ 軽キン正チン名ミン請ツイン••• -e- 更ケン生スヱン冷レン撓ツヱン・・・

この点において、 本資料の唐音と岡島冠山の唐話辞むとの共通点を指摘できるだろう％

◎入声韻尾

「和崖珍解1本文における入声の原則的仮名表記には、 三内入声韻尾—p · -t · -kの区別が

なく、 ツ糾尾の形と無韻尾の形で現れている。

通摂 六口（屋飢三等）福ホ（屋蘭l三等）宿ソ（屈糾四等）燭チョッ（燭fill三等）曲キヨツ（燭llll三等）

江摂 鮫チョッ(1拉l＝等）学ヒヨツ〈北飢二等）顛ヲツ（化飢二等）角キヨ／キヨツ（辻龍l二等）

宕摂 落ロツ（鐸飢ー等）脚キャツ（槃fJ1三等）却キャッ／キャ（楳韻三等）莫モ（鐸飢ー等）

梗摂 尺チツ（甘飢三等）白ヘッ／ベツ（店飢二等）亦イ（背韻四等）客ケ(R'i飢二等）放キ（錫訊四等）

位摂 黒ヘッ（徳韻ー等）息スヱツ（載飢四等）色スエ（徳韻二等）則ツエ（徳船ー等）特テ（徳韻ー等）

毀摂 出チュッ（術阻三等）吃キッ／キ（迄訊三等）失シッ／シ（質領三等）没モ／モツ（没Gilー等）

山摂 猾ハツ（勁龍l二等）越ヱツ（月飢三等）殺セ（!!/illll二等）登ハ（月餓三筍）月ェッ／ヱ（月龍l三等）

深摂 急キツ（糾飢三等）十シ（紺飢三等）什シ／シツ（紐飢三等）

成摂 鍼ネツ（菜fJ1三約）極キッ／キ（梨飢三等）接ツヱ／ツヱツ（菜糾四等）

ツ韻尾・無韻尾の前に来る韻母を合わせて示すと、 表3のように纏められる。

表3

十六摂 原則的仮名表記 十六摂 原則的仮名表記
通摂 -oツ —o 辣摂 -iツ ーuツ ーi -o 
江摂 -oツ 山摂 -aツ ーeツ ーa -e 
宕摂 -aツ ーOツ 一a -o 深摂 —iツ -i
梗摂 -iツ —eツ ーi -e 成摂 -eツ ーe -i —iツ
哲摂 -eツ ーe

ツ韻尾の前に来る韻母、 或は無韻尾転写の汲後目の韻母は鼻音韻尾の前に来る韻母とほぼ

対応している10。 入声韻尾はツ韻尾と無韻尾の両形で転写されているが、 使い分けがないの

だろうか。

上に挙げている例を見てみると、通摂の焦韻尾は屋韻の字で、ツ韻尾は燭韻の字である。 又、

江摂にも「角」は複音注を持っているが、 全部ツ韻尾で転写された覚韻の字である。 ここか

ら見ると、 韻尾の転写は摂内の韻ごとで区別しているのではないかという考え方が出るかも

しれない。しかし、後の摂内の領を見てみると、必ずそうとは酋えない。宕摂の「落」と「奨」

は共に鐸韻に屈しているが、「落」はロツのようにツ韻尾で、 「葵」はモのように無韻尾で転

写されている。 梗摂の 「尺」と「亦」は共に昔韻に屈しているが、「尺」はチツのようにツ
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韻尾で、「亦」はイのように無飢尾で転写されている。 他の摂もほぼ同じだと言える。しかも、

ツ韻尾と無韻尾を同時に持っている複音注の字も数多＜見られるので、韻ごとでツ血尾と無

韻尾を区別して転写されたとは言えないだろう。

◎その他(-イ韻'-ウ韻・ゼロ韻尾）

以上の鼻音領尾と入声韻尾の他、ーイ韻・ーウ韻・ゼロ韻尾もある。 ー イ韻には止摂と蟹摂、

ーウ韻には効摂と流摂、 ゼロ韻尾には遇摂、果摂、俵摂がある。

止摂 試シイ（歯音三等）為ヲイ（牙音三等）察キイ（牙音四等）次ツウ（歯音四等）ニルウ（舌也音三等）

盛摂 買マイ（唇音二等）オッァイ（歯音ー等）芸ニイ（牙音四等）内ヌイ（舌音ー等）回ホイ（喉音ー等）

効摂 暴ハウ（唇音—ー等）咬ヤウ（牙音二等）要ヤウ（喉音四等）源ヒヤウ（唇音四等）照チャウ（旧荘三等）

流摂 久キウ（牙音三等）頭テウ（舌音ー等）尤ユウ（喉音三等）幼ユウ（喉音四等）酒ツユウ（歯音匹等）

遇摂 壷ウ、（喉音ー等）布フウ（唇音ー等）吐トウ（舌音ー等）憫キュイ（牙音三等）錯ツヲ（歯音ー等）

果摂 婆ホウ（唇音ー等）過コウ（牙音ー等）那ナア／ナア、（舌音ー等）作ツヲ（歯音ー等）

骰摂 紗スア、（歯音二等｝家キヤア（牙音二等）謝スヱイ／スヱ、（歯音四等）也ヱ（喉音四等）

韻尾の前に来る韻母を合わせて示すと、表4のように纏められる。

表4

ー等 二等 ＝等 四等 俯考
聾摂 -aイ・一uイ・ -aイ（唇音と拗 -iイ• -eイ

-oイ 音転写の牙音）
効摂 -aウ（直音転写） -aウ（直音転写） -aウ（拗音転写） -aウ（拗音転写）
流摂 -eウ -iウ• -uウ -uウ
遇摂 -uウ（直音転写） —ユイ（拗音転写） -uヲ（伯音）

-oウ（直音転写）
恨摂 -a- 声母＋ヱ·ヱ
止摂 -uウ （歯音・半歯音・舌上音） 一iイ・一uイ．oイ（その他）
果摂 -aア〈歌韻） 一uヲ（歯音） —oウ （その他）

猥摂はーイで転写されているが、ーイの前に来る韻母が異なる。等位から見ると、-a· -u 

-oが一等に、―i • -eが四等に多く見られる。但し-aのうち唇音の3例（拝ハイ・買マイ・売

マイ）と拗音転写の牙音3例（街キャイ・皆キャイ・快クワイ／クハイ）は二等字である。

効摂は—aウで転写されているが、直音転写と拗音転写がある。等位から見ると、直音転写

は一 ・ニ等に、拗音転写は三•四等に多く分布している。

流摂にーウの前に来る韻母を等位から見ると、—i. -uが三等或は四等に、―eが一等に多

く分布している。 ーuウとなる転写の韻母はほぼユである。ユはiという要索が含まれるので、

-uウと—iウが同じ等位に分布する傾向が見られ、―eウと異なっている。

遇摂にはーウとーイの転写が現れているが、ーイはすべて拗音転写であり、—ユイのパタ ー ン

であるので、実際uの要素を含む転写音だと考えられる。又、匝音で転写されたーウは一等に、
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拗音で転写されたーイは三等に多く分布する傾向が見られる。 —uヲで転写される3例（錯ツ

ヲ・楚ツヲ•初ツヲヽ）は共に声母が歯音の字である。

恨摂は拗音で転写されている。 しかし、 恨摂二等字において、 拗音の形で転写されながら、

-aの後にーア・ ー イ・ーウや、 踊り字「ヽ」が見られる。こ れらは延ばした長音符号だと考え

られる。 又、「茶」は使摂二等字であるが、 期待された—aーではなく、—e-（ツヱヽ）で転写

されている。「漢語方音字梨』 (1962) の「茶」の方音を調べてみると、―eを持つ地方に閲南

方言の潮州と腹門 11がある。

止摂はーイとーウで転写されている。 ーウ転写は声母が歯音及び舌歯音の半歯音又は舌音の

舌上音の字である。 又、 ーウの前に来る餓母がuである。 そうではない場合はーイで転写さ

れている。但し、 歯音の字がーイで転写される場合もあれば、 ーイ転写の前に来る韻母がuで

ある場合もある。

果摂にはー等字しかないので、 等位との関係は考察できない。 ーaア・ —uヲ• -oウでの転

写が見られる。 これは複音注を持っている「咲」のモウ／マアヽ／モヲ／モヲ、でその特徴

をよく伝えているだろう。

4. 「和唐珍解J本文における非原則的仮名表記

上述のような原則的仮名表記の他、「和唐珍解」本文に非原則的仮名表記も見られる。次

のようにパターン化して纏めることができる。

(a)呉音・漢音の混入

「後」の「コウ」「客」の復音注の一つ「カク」「動」の複音注の一つ「トウ」「撲」の「ポク」

「喝」の「カッ」「技」の「ギ」「妙」の複音注の一つ「ヒヤウ」「亮」の複音注の一つ「リヤウ」

「捷」の「テフ」「道」の複音注の一つ「クフ」「下」の複音注の一つ「力」「翻」の「＊ン」

「後」の期待される店音形はヘウである。従って、 コウは「後」の漢音形である。「客」と

「動」の期待される唐音形は複音注のもう一つのケとトンである。従って、カクとトウは其々

「客Jと「動」の漢音形である。他の例も同じである。 つまり、 このグループの例は期待さ

れる唐音形ではなく、 呉音・漢音の形である。

(b漕き誤り

「紡」の「タイ」「様」の複音注の一つ「ヤ」「姐」の「ツユイ」「強」の複音注の一つ「ヤン」

「慌」の複音注の一つ「ハ」「祉」の複音注の一つ「リ＇ ヤ」 「人」の複音注の一つ「ツ」

「甚」の複音注の「シ」「ジ」「シツ」「的」の複音注の一つ「テン」

「防」の期待される盾音形はクイである。従って、タイはクイの誤記だと考えられる。「様」

の複音注のもう一つがヤンであることからも、 ヤは韻尾が落ちた世き誤りだと判断できるだ
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ろう。他の例も同様である。

(c)呉音・漢音に引かれたもの

「整」の「チイ」「労」の複音注の一つ「ロウ」「我」の複音注の一つ「カウ」「酪」の「ロ12 ィ」

「可」の複音注の一つ「カウ」「醤」の複音注の一つ「カウ」「胚」の「ノウ」「拭」の「スキ」

「整」の 期待される唐音形はチンである。声母のチは 唐音形になっているが、 韻尾のイ

は「整」の痰音セイに引かれたと考えられる。「労」の複音注のもう一 つはラウであった凡

このグループの例は声母又は韻母が呉音・漢音に引かれたと考えられる転写である。

(d)唐音めかした用法

「勿」の「＊」「胞」の「ハン」「佳」の「キン」

「倦」の複音注の一つ「キャイ」「俺」の「カン／ガン」

「勿」はウヱ或はウヱツが期待されるが、 ホは漢音形のポツが「足をきりすて」（有坂

1957: 246) をした後の形だろう。「胞」の期待される唐音形はハウであるが、 ここでは「引

くははね」（有坂1957: 246) によって、 ハンになったと考えられる。

(e)字形類似に引かれたもの

「限」の「ラン」「撓」の「ヤウ」「硬」の「ヘン」

「眼」は字形 が似ている「狼」の音に、「椀」は諧声音符「抱」の音に、「硬」は同じ諧声

音符を持つ「便」の音に引かれたと考えられる。

(f)個々の例外

「釆」の「サ」「喫」の複音注の一つ「キイ」「唐」の「トン」「會」の「＊」「負」の「フ」

「躍」の「ヨウ」「没」の複音注の一つ「モウ」「則」の複音注の一つ「ツヱウ」「解Jの「ケイ」

「釆」の期待される唐音はサイであるが、 イが落ちたサになっている。「喫」はキ或はキッ

が期待されるが、こ こでは入声領尾が延ぴたキイで転写されている。「射」は原則として「タ

ン」が期待されるが、「和銅開珍」をもじった『和窟珍解」という題から「銅」に引かれて「ト

ン」になったと考えられる。

5. おわりに

本稿では、「和唐珍解」における應音の声母と韻母の特徴を考察してきた。中世唐音と対

照したことによって、「和唐珍解J本文における麿音の近世肝音の特徴を有することを明ら

かにした。

先行研究で指摘されたように、 岡島冠山の庖話辞杏から多く借用したこ とから考えてみる

と、「和肘珍解」本文の紺音は中国の江南音に基づいたものであるべきである。 しかし、 本

稿の考察では、 梗摂二等字の心転写や「茶」字の-e—転写などのような、 江南音では なく、
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l\\lilJ方言を反峡している例も見出せた。 こうなると 、 この系統の思音の必づいた中国原音1こ

ついて 、 1出瓜1こ再検討することが迫ってくる。 このことを明らかにするため 、 今後、 閏島冠

山の俎話辞術に現れている因音の特徴を鱈明することを繹題としたい。

注
1 『洒落本大成』坊十三〇水野稔の樗説による。

2 紐を利用に閃して、 小池(I%9)はI和慮玲坪』本文の店音を 、 阿烏冠山の“詰絆歯、 11110蝉J
の渇文と比較して．『和むや罫J木文の虚も11「r店誌纂喫J.「Ii吾糧俗括類」 、 「店釈便覧J、 「l!ll屯

虹Jなどの丸写しJだけではなく 、 r丸写しにしながら、 誤記しているJ処もあり 、 作者の府泉三
祁には紆音の実力がないと指摘している． これに対して 、 近藤(19&))は間8冠山の息岳絆誓が俎
話手引きとして 、 選飴を検索するほ、 検索したい店音を閏単に見つけることができないが、 酒落＊

f:fO印靖』に、数多（の磁音を用いている。 しかも 、図烏冠山の磁話辞111にない店話や、「四桟輝J
から引用した漢文に名を付したことから、 唐来三和1こ 、 困音知誼を持っていると考えている。

3 片仮名が付されていないのは2'i'だけ 、 1碑（『租唐珍科』における中国語の通し瞥号． 以下同
様）の r恐園不過J の「送」と、 II吋”””"狂珊詰」の「狛』である。

｀ 『和唐硲解J本文9こ「罷」の「パア、J、 「便」の「ペン」のような渇点を捻したものがあるが、

このような釦項時に、 「ハアヽ罷J. rヘン便」のようなlll．点を捻さない形での転写も持っている．

このような濁点を持っている転写に同峙に濁点のない形も符っていることは、 半偽青の一郎分を捻
いて 、 『和碑』本文に現れている店音の声母の全体に豆っている。

5 全7例I:6閃が罰音で転写されている。 但し r人」と「B』はそれぞれ渇点を総さない転写舌も
持っている。

6 「田I畑音の111i苓字であるので、 原則としてーインでの転写が期待されている。 ここでは、「性」
のスエイは霧声廿符の［生JIこうlかれたと考えておく 。 r生Jヽよ薗音の二等字で、 『和店B解Jに”
エンで転ヰされている．

7 深摂1こ褐音転写が r、l•J 1例しかない。 r心•Jは鈴音スインで転写されると同内に、 シンでの転
写も見られる ．

8 編纂のg的はし 中印各貼の万苔と北文名との比較 2. 各地方言のIllの帽互比較 3. lJ!代も
と中古音との比較（中8の沢1:t著者による）．

9 本裟では r�店珍屏J と岡良冠山の店話詐密との関係について、 今後の課俎として譲る。

10 但し 、 江原の鼻音Ill尾は•aンであるのに対して 、 入声韻尾は→ツである。 又、 対応しながら 、 鼻
音胡足の付摂←1ン 、 衷惧に —eンを其々持っているが、 入声帆尾は欠いている。 同じように入声祖
尾の宕損につツ(-o)を持っているが、 鼻音禎屠は•Oンが欠いている。 これ9:Iおそらく用例歎と関

わっていると考えられる 。 用例数が増えると、 刃応する111l母も税tしてくるだらう 。

11 屈l"1では口甜音は•cであるが、 訳曹音は•aである．

12 口の所にある片仮名は判床し穀いもの．

13 r労Jのラウ・ロウのようなア段とオ院がペア，，，形で覆れた転写1: r我J r可Jf寄J『底」がある 。

8＊騒の開合に1111わっているとも考えられるが、 ここでは虞する籟母の爪則的仮名表記から外れる
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三省堂

これらの例を非原則的仮名表記だと考えておく。
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