
連濁と語構造
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1 問 題 点

従来、 連濁現象を考える場合、 遥濁が生ずる条件について述ぺられる事が多かった。

連濁形が有概であり注目されやすいからであろう。 しかし、 得られた条件に当てはまり

て、 更に高度
ながら、 逆に遥濁しない例があれ11、有標例と無標例を比較する事によっ

な観点から現象を捉える事が可能となろう。

実はこの点は亀井1986追記に「「盛者」も定石からすればこ こ に新濁が期待される。

しからば、「盛ジャ」と濁らぬまさにこのゆえん-てそ、 むしろきびしく問わるべきであ

る」との指摘があるのだが、活かされてきたとは必ずしも言い難い。 更に本稿では、 こ

れまで等閑視されてきた語構造の観点を導入する事で、 退濁という現象を多層的に位置

付け、分析する事を目的としている。

2 連濁の発生／非発生の条件

さて、 遥濁の発生と非発生の条件について、 従来の説を要約しつ つ 卑見を纏めると以

下のようになる。

(1〉呉音系統の字音語の連濁は鼻音の後においてのみ起り得る（亀井1940、 奥村1952) 。

しかし逆に、鼻音の後で全てが連濁するかといっ‘とそうではない。 一例を挙げると、

「37 顕 1 教 1 （新渇）」のときは連濁するが、「源経」のときは連濁しないような場合で

ある（「経ノ字ノ時Iヽ惰ム、 教ノ字ノ時ハ濁ル」貞享版旧忘記j。冒頭の数字は貞享版

r補忘記Jの頁数。 1は左裾、 2は左問、 3 は右肩、 4 は右裾の声点を示し、 濁声点は

濁、 新濁符号は新濁で示す）。

こ れは江口 1993で述ぺたよっ‘に、 宗派によっては「顕経Jは「顕（教）ノ経」の意で学

習されており、「覇経」という形でも、i吾構成上は「顕教」よりも一段上位の格関係と

このため連濁しないのではなかろうか。 つ まり、 字音栢の述濁
認謙されていたらしい。

は音環境（鼻音）によって生ずるが、格関係の種類によっては鼻音の後であっても抑止さ

れるものがあり、 逆に鼻音がなくとも格関係によって推進されるもの（小林1970参照）も
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あるという事になる6次例も同様である。

.「57間 3 思 2 修 2 」（貞卒版「補忘記」）も遥濁してないが、 こ れも「間卜思卜修」と

いう、並列という格関係の抑止が働いたためと思われる。丁度、「ヤマガワ（山のIll)」

は連濁するが、「ヤマカワ（山とJII)」は連濁しないという関係である。とすると、鼻名

が関与する連濁と格関係による遥濁とを切り離し、個別に詮ずる事は疑問の余地があり

そうで｀格関係が及ばない範囲では鼻音の連濁が働き、鼻音の連濁が慟かない範囲では

格関係の連濁（非連濁）が拗く事を説明出来るような解釈が求められよう。

(2) 呉音系と比較すると漢を系の字音語は連濁しにくい。更に時代が降ると呉吝系でも

連濁しない栢が増える。鼻音による連濁が時代とともに消滅したと考えられてきた危大

の根拠は、後述(4)とあわせてここにあると思われる。しかし(1)で述ぺたように、鼻

音による巡濁は語構造上の問題があり、 時代による違いで処理出来ないのではなかろう

か。また鼻音による連濁が消滅したとして、 (5)(7)で述べるように姓や勁問の音便形

の場合、何故連濁形が存続するのかが尚更問われなければならない。更に、 漢音の移入

は平安時代以前にも関わらず、 漢音には鼻音の連濁が発生せず、むしろ中世末期に、例

えばパ行・マ行の音便形（「読うだ」「飲うだ」形）や「うむの下濁る」のような鼻音の連

濁が存統するという時期的なずれである（「うむの下濁る」の流布自体は、既にこの傾向

の交退のためだろうが、時期的なずれが存在する事は否めない）。こうした湯合、鼻廿

による連濁は存絞するが、何等かの理由で字音話（擬声9t)の場合に働かなくなった、あ

るいは鼻行による連濁は消滅したが、姓や動詞の吝使形には類推が慟くなどして、語彙

的に古来の濁音形を保存したと考えざるを得ない（本稿は後者にたつ）。濱田 1952の「類

推」説も説得的なのである。いずれにしろ、漢栢系と和:応系を分けて、それぞれに鼻吝

の働きかけの差異を記述する事が必須の条件なのではなかろうか。そして、何故、語彙

的な速いにより鼻音の慟きかけが異なるのか、という点を説明出来たほうが良いように

思う。後述するが、「読んで」等の語構成上の分析は、「長短」などの籍構成と比較する

と困難なのではなかろうか。「長短」は言語の現実の世界では（逆にそうであるが故に）、

漢字という密記言語との結ぴ付きによって、分析がより容品であるという速いを指摘す

るのは無理であろうか（更に漢音と呉音の間でも同様の事が言えないか。因みに貞享版

「補忘記」には 「長短」は連濁形を挙げるが、「日葡辞杏」には非連濁形を挙げる）。

甜家（例えば飛田1966) が指摘する、漢字学習の結果、連濁が消滅したという説も、字

音栢と和証のIii構成への認識がなにかしら異なっているせいではなかろうか。本稿が語

の構成・構造の観点を導入してみようとするのはそのためである。
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(3) ユミッカ＞ユヅカ（弓束）、 フミテ＞フデ（箪）のようにミ甲類が撥音化して、 後続音

を連濁させるものがある。「ユミトリ（弓取り）」の例もあり、 何故、 撥音化するものと

しないものとがあるのかは諏要であるが、 これは撥音化の問題である。 ここでは燈音化

した後紐部が濁音となる事が関与的である。高山1992のように撥音化と同時に連濁する

と思われる。従って「フミテ＞＊フンテ＞フンデ（＞フデ）」（箪）のような通時的変化で

なく、「フミテ」と「フンデ」の交替が考えられる。 高山1992は、 複合栢内部で前部の

接続部が撥音化する事によって、 格レペルから音環境レペルヘ移行する事を明らかにし

たものと思われる。

(4) 古く、 投声語ヒョウド、 チャウドのように鼻（母）音に後統する「と」が連濁する。

「丁度」のように後に和製漢匝として固定したものは連濁形で残るが（亀井1969)、 大部

分は非巡濁形となる。 (7) のように動詞の音便形では迎濁が存在しており、 鼻音の連濁

の消滅という一元的な原理で擬声語の場合（消滅）と勁詞の音便形の場合（存続）の両者の

相述を説明出来ないように思う。 そこで「ヒョウ＋と」「チコウ＋と」「チャン＋と」の

ように分析された結果、 遥濁が消滅したと考える事は無理であろうか。前項(1)で述ペ

たように、「斯教」は迎濁するが「頻（教）＋経」は述濁しない場合がある。同様に、 擬

声語が受ける連濁要因が鼻音から格関係へ通時的に移行したとは考えられまいか。 そし

て移行した後の格関係は連濁発生の契機とならないものではなかったか。 つまり鼻音の

連濁という慟きが消滅した、 この事のみが「ヒョウド＞ヒョウト」の侵大の原因なので

はないといえはしまいか。

(5) 姓名のうち、 神田、 上林、 恩田、 千田、 神崎、 のように「ン」に前接するものは連

濁する。 逆に、 勘太（郎）・金太（郎）といったものは連濁しない。 神田・上林という姓は

和語の構造であるという認識があり、 勘太郎・金太郎という名は漢語の構造であるとい

う認識が、少なくとも私の内省としては得られる。従って、 丁度 (7) の音便形などと同

様に「神田」などは不可避的に連濁し、 (2) の呉音系の字音語などと同様に「勘太郎J

は現代語では連濁しないのではなかろうか（「金田 一」 が「キンダイチ」と「キンタイ

チ」で揺れるならば、i英語系と和語系の間で揺れるからではないか）。 こうしてみると

語彙的範疇を想定する事が必須で、 範疇毎に一種の同類牽引が拗くと考えられないか。

(6) 一字の漢語サ変勁詞は鼻音韻尾のあとで連濁するが（生ずる一称する、 高ずる一抗

する）、 二字の漢語サ変動詞は連濁しない（誕生する）。 事実、 後者は「誕生をする」の

ような分析が可能であるが、 一字の漢藷サ変動詞の場合、「＊生をする」のようには言
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えない。前者は、前述 (4)と同様に格レペルの利御を受けるのではなかろうか。但し、

このような連濁を抑止する格関係は、時代によっても異なるらしい。

「名栢記』（勉誠社）巻四ー2 1 オには、「サアラムカラニ サイハムカラニナト イヘ

ル カラ如何••…•カノニコリテイハル、ハムノツ 、 キナル也」のように、「助動飼む」

に後統する「からに」が濁音となる記述がある。 そして、鼻音による連濁という意識が

あったらしい。

また、二字からなる漢栢サ変動詞でも、例えば「高國代抄J (r禅門抄物叢刊』第四）

33頁に「岱寺ニカギラズ、多クノ堂搭佛閣ヲ修補シ、菩因ヲ修シタ故ヘカ、子孫モ繁栄

シテ、二人ノ孝子先祖先霊ヲ螢（イトナミ）、剰エ常夏モニ百鯰ノ衆僧ヲ供養ジタハ、サ

テ奇特デハ無イカ」、 318頁に「是レヲ天地人ノ三オト云夕呈二、天地ノ徳和合シタ時キ、

四時ノ令モ差ハズ；万物トモ ー好ク発生ジタ」（笠点は江口）のように、二字の漢栢サ変

動開でも連濁する例がみられる。現代藷では「畢覚ずるに」のように化石的に残存する

のみである（古く「高國代抄」 361頁、「雪豆ノ批判卜本則ヲ出シタ＊ドニ、畢党ジテハ、

何ントー 蒻語ヲパ下走ズ」）。

鼻音に後萩する全てが連濁するわけではないので (224頁「堪忍シタ」、 297頁「勘弁セ

ラレタ」）、先に述ぺた「からに」を含めて、 どのような場合に連濁するのか、しないの

かという点を今後精密化する必要がある。

(7) 動開の音便形で、 ガ ・ パ・マ・ナ行四段動詞の音便形は、後統の 「て」「た」を濁

音化する。 ガ行四段動詞が吝便形をとる時、撥音便となったり、イが脱落したりする現

象を、「天正狂言本」を対象に江口 1987で述べた。これは東北方gの場合、 ガ行が鼻音

であり、かつ促音と担音の弁別が曖昧だったからと思われる。 ガ行四段動詞の音便形が

後院「て」「た」を濁音化するのは、 古くガ行が鼻音だったからと思われる。 すると鼻

音の行で活用する動詞は助洞「て」を濁音化させ、これが現代栢に引き継がれたらしい。

(8)呉甘系の字音栢では、前部のアクセントが上昇覇の場合、後部を濁音化しやすいが、

平板岡の場合、後部を濁音化しにくい。諸家（奥村1952、金田一1976など ）が説くように、

アクセント交替は騒結合に伴う付随的な現象と思われる。 その話結合の仕方に様々あり

そうなのである（シンチュウ（心中） ーシンヂュウ（心中する））。語の結合とアクセント交

替とがどのように生ずるか、字音栢の場合綱査があるものの、意味的OO面や格閲係のOO

面から分析されておらず、 現段府では確定的な事は言えない。

(9) 人名のうち、「田」を後部に有する場合、アクセントが●00型のものは連濁しに
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くいが（森田、 柴田、富田、広田、 横田、生田、 坂田、 成田、 栗田、久保田、豊田、 古

田）、〇●●型の場合、速濁しやすい（山田、 吉田、石田、 池田、岡田、内田、福田、武

田、 安田、松田）。「川」の湯合、〇●00型の場合遥濁しないが（早川、黒川、塀JII、

古川、 市川......)、 O●●●型の場合（長谷川、 小川、 北川、 柳川•••…)連濁する傾向が

ある（金田一1976) 。

又、〇●●（●）型となる、赤木、赤沢、赤羽｀ 赤JIIは連濁するが、O●00型となる

赤株、赤坂、赤迫、赤埃、赤草、赤烏は連濁しない。或いは、 〇●●型となる池田、 池

上、池JII、 池島は連濁するが、〇●00型となる池原、池下、池橋、 池平、 池畑などは

連濁しない。 これらも傾向としてはあるが、 例えば赤羽先生は〇●●●型で、 アカハネ

先生ともアカバネ先生とも、挨拶されている（ちなみに両者に対して先生は御返事なさ

る。無頓着であられたが、 一方学問にかける情熱は試に真摯であった。私は心からその

情熱に学びたいと思う。 長いOO、有難うございました）。 このように、 アクセントによ

る連濁は例外も多く、 類推が慟く場合も多い。「田」を後部に有する姓ゃ「赤」を前部

に有する姓が、 アクセント型によって連濁と非連濁とが比較的整然と分れるのは、「類

推」が働く・ せいではなかろうか。今後、 精密な記述を経た上で、 構造的側面と「類推J

などの運用的憫面を考察する必要があろう。

(10)用言と用言の複合は連濁形が少ない（セメトル（攻め取る）ーセメドリ（攻め取り）、

ミダレサク（乱れ咲く）ーミダレザキ（乱れ咲き））。 これにも「クルイジヌ（狂い死ぬ）一

クルイジニ（狂い死に）Jのような例外があるが、 偲別に観察すると「狂い死に」という

名罰から転用されたもので、こういうものを除くと例外の少ない規則である（奥村1984) 。

きりとる、 かりとる、はしりとる、つかいこみ、つめこみ、 はなしかける、 みとる等。

前部と後部の間に助詞が入る事を根拠に、もともと二語であって複合の度合いが低い

と考える説もあるが（金田一 1976) 、 助詞「ぞ」（或いは並列の「とj、動詞「する」等）

などが入るような格関係で前部と後部が接続している場合、 日本語（延いてはその歴史）

では一般的にー語でも連濁や融合などの形態交替は生じない事を重視すぺきと思われる。

(11)前部が後部に対する目的格のものは、 連用修飾格のものより連濁し難い傾向がある。

絵書き一箪書き、飯炊き一水炊き、 屋根葺き一瓦牙き。

(12) 前部と後部が対等の資格で連なるものは連濁し難い。 ヤマカワーヤマガワ、 タハタ

（田畑）ームギパタケ（麦畑）、 クサキ（草木）ーワカギ（若木）。

これは前述 (1) のように字音栢の場合も同様である (18横 1 竪 2/33廣 1 多 2/33元
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1 （濁）初2/49参1差2 /49性1相／54針1灸3/57間3思2修2/20感1果1 /31能

3詮2所l詮3/32能3遮1所l遮1/ 41椛3（濁）多2賞4（濁）少1/33空3海1果l

海 2 など••••••以上、貞享版「補忘記』）

(13)クルクル、コロコロ、 ソロソロ、 トントンなど、擬態語・擬声話の類いは辿濁しな
"‘ ゚

(14)その他。例えば「腐法使い」・「猿使い」のような、「9応法を使う人」のような意

味になるものは辿濁しない。

3 連濁と語構造

商山1992は撥音化と同時に後続音を濁音化したとする点や、鼻音が後統音を濁音化す

るためには、 消濁の対立が鼻音対非鼻音であったほうが良い、とするなど、示唆する点

の多い論である。しかし、辿濁に、鼻音によるもの（辿声濁）と、形態音韻的関係による

もの（述濁）とに分けて考え、前者は古く法則的に行われたが現在では消滅してしまった

という、「辿声i蜀」の消滅によって昇音の述濁全体を処理する事には疑問の余地があり

えないか。前述のように鼻音による連濁は格レペルの制御を受けない範囲で行われたら

しいという点や、語の素性の述いによって鼻音の連濁の拗きかけに差があるらしいから

である。つまり、 鼻音が前接すれば必ず連濁するという規定は限定付きの条件、と思わ

れるからである。同じ音環境で 辿濁したりしなかったりし、また時代を前後して述濁し

たりしなかったりするのは、語の格関係や語の紫性への認識の相述の結果だったのでは

なかろうか。鼻音と格関係による辿濁を切り雌さないほうが、日本語の語構造の問題と

絡めて統一的に解釈出来る可能性を残すように思う。

そこで2で学げた甜条件を通覧してみると、これまで指摘されてこなかったが、大変

典味深い事実を指摘出来る。

ガ行四段動詞のように、 化石的な残存と思われ るもの を一旦おいておくと、 (1) ～

(7) までは鼻音による辿濁である (A)。（ 8)(9) はアクセシトが関係すると思われる辿

濁である(B)。(10)以降は格関係が関与する辿濁である(C)。 そして、 これ ら全体に

様々な「類推」が働いていると思われる。

さて(C)が語と話の結合であり、様々な格関係で辿濁したりしなかったりするのに対

し、 (B) は全てではないが、ヒロ (J1;.) ／トヨ（幾）／オ（小）／ヤナ（樽）など (C)よりは小

さな単位を前部に含み、 格関係はOO与していないようなのである（この点ではアカ（赤）

／キタ（北）も同様ではなかろうか）。 現段階では、多くアクセントや「類推」による事
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が知られている。 更に (A) には (B) よりも更に小さな単位（読ん／飛ん／死ん／やカン

（神））が前部に含まれる。 そして鼻音による追濁は化石的とはいえ不可避的なのである。

つまり、 逃濁の仕方一郎ち鼻音による、 アクセントによる、 格関係による、•それぞれの

辿濁の仕方と語の構造とが一定の相Ill)関係をなしているのではないかという事実である。

更に、 鼻音による速濁というのは、 音素配列上の問題であり、 アクセントによる連沿は

（少なくとも）語を単位とする問題であり、格関係による辿濁というのは語と語の関係で

ある。 これまた語の構造と平行して、 小さな単位から大きな単位の結合へ顛次移行した

関係にあると言えはしまいか。全体を図示すると以下のようになる。

格関係による
連濁
(C) 

アクセントによる 名哀校（鼻音）による
述濁 述濁

(B) (A) 

栢 0
<ニ

要素

語 P<ニ
要紫 要素

語

＜ 
語

g1jq 

語

整理すると、 語0の前部は、·意味はともかく、 形態的に全く切り出せない要素（読ん

／死ん）を前部に含む。従って話 0 では「鼻音（読んで）一述濁／促音（取っかかる）一非

辿濁」のように、概ね音環境による支配が生ずる。 ガ行四段動洞の場合、 古い時代の音

環境による支配の残存と思われる。語Pの前部は意味的に分出可能で、 同時に形態的に

は切り出せる要紫（豊／広）を含むが、 独立した用法は持たない。 この場合、 概ねアクセ

ントや「類推」による支配が生ずる。語 q は意味的に分出可能で、 同時に独立した用法

を持つ語（読み／先）を前部に含む。 この場合、 格関係によって迎濁したりしなかったり

する。 更にこれら全体に「類推」が生ずる。

こうしてみると、 整然とした秩序が存在するように私には思われる。勿論、 秩序自体

は整然としたものでも、 運用面では、 必ずしも全てがアクセントで決定されているわけ

ではないし、格関係においても例外は大変多い。 どのような語棠が(A)(B)(C)のどれ

に含まれるのかという疑問もある（例えば姓であっても「シンタニ」などは漢語系）。 し

かし、 そういった運用面の中で例外を形成する要因（一つに「類推J)はあれ、 上記の構

造を考える事で、 これまで混沌としていた詣現象を考察出来る事もまた事実なのではな

かろうか。構造的俯面と迎用的側面とを絡めて精密化していく事によって、 巡濁という

現象を総合的に捉らえる可能性がありそうに思う。

こうしてみると、 語に対して拗＜我々の認識は、 前部の形態的特徴や語棠の紫性に
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よっていくつかの範略をなしており、 凡そその範瑶鋸に連濁の1勅く規別が異なるという

事になりはしまいか。 史的にみると、 語彙の中で周辺的に存在する字音語や擬声語が

(A) (B) (C) のどれに含まれるかという点のほうにむしろ変化があった。！更に字音語ゃ

擬声語に含まれる昴音が日本語の中にどのように定滸しているのかが時代によって異

なっていた。呉音系の字音語は古く (A)に辰したが、 撥音の独立や漢字学習の結果など

によって（B ）や(C) へと移行したのではなかったか。 同様に擬声語「ヒョウド」「チョ

ウド」なども古く (A) に屈したが、 現在では (B) や (C) に辰するように移行した。 また、

「神田」「上林」などは和語系で (A) に屈するが、「金太郎」「勘太郎」はi英語系と同様

の(B)乃至は(C)に属するのではなかろうか。「三太夫」はかつて(A)に属していた事

を留めているものであろう。 そして、 語珈的に移行する際に時期的なずれが生じ、 更に

構造而以外の運用面において、 様々な「類推」が働くもののように思われる。

4 「類推」の在り方

「類推」の型について、 先にも姓の辿濁とアクセントの関係について述ぺた。 ガ行四

段動詞が後続の「て」「た」を述濁させるのも一つであろう。 また亀井 1973では音象徴

と「類椎」の関係の在り方について述ぺる。 更にここでは特殊な事例だが一つの例を挙

げておく。

現代では「サイゴク（西国）」は述濁するが、 古くは「 saicocu」(「天草版平家物語』）

のように連濁しておらず、 ヘ ポン「和英餅林集成』に至る各時代の辞書も非辿濁形を掲

げる。正規に辿濁形がみえるのは時期的に遅れるが、 面白いのは字音語では連濁形から

非述濁形へ移行する例が多いのに、 この場合逆に非述濁形から連濁形へと変化している

点である。 ここに特殊な事情が想定される。「類推」の一つの型として考察してみる余

地がありそうである。

ヘポン初版には「 SAGO-BEi, サゴペイ、 西國米、 n. Sago. 」と、「西国」を「サゴ」

の「当て字」として用いる。消濁を無視した当て字とするよりも、 この楊合、 規範的な

世界以外では既に 「西国」が連濁形で慣用されていた蓋然性が高いと思われる。

さて大田南畝「百舌の草茎』は翻刻された活字版で伝わり、写本は所在が不明の由で

あり（岩波「大田南畝全集」八巻）、 資料として問題があるが「サゴ米に弐種あり。江戸

にてサゴ米といふを見しに、••••••これ菰米なりとも花がつみなりともいふ照。長筋の乙

名田口氏安兵衛西国米（サコ ヘイ）一包を贈る。 これ舶来のものにして、 此地の産にあら

ず」とある。「唐いも」「琉球いも」などにみられるように、「舶来のもの」（西の国から

伝来？）という意識があったために、「西国」という文字が選ばれたと考えられる。 とこ

ろが二種あるうちのもう一方は「サゴ米」なのである。先に述ぺたようにヘボン初版に
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よって「サゴベイ」という形が保証されるので、活字版しか存在しないとはいえ、遡っ

て江戸時代に既に規範的でない形で「西国」の連濁形が存した可能性がありえるように

思う。 一方、西鶴の版本（例えば「西鶴椴留J、 r日本永代蔵」等。第二期近祉文学炎科

類従）などには「サイコクjという語形以外見えないので（「日本永代蔵」 一巻七オ／一

巻ーーオ、「西鶴織留J四巻一三オなど）、振り仮名を附すような規範的世界では非連j;j

形、俗語では述濁形というように並存していたと思われる。

それでは何故江戸時代になって「西OO」は述濁形をとるようになったのであろうか。

「西国」が「束OOJと対をなす必要があったためと考えら れるが、ここで注目されるの

は「当国」（開音）という語である。「当国」と「束oo」（合音）はともに述濁していたが、

開合の別によって弁別されていた。規範的な盗科ではあるが、「B袖辞栂Jにも正しく

区別して並ぺて掲載される。ところが開合の区別が揺らいだ結呆、同音衝突が生じたの

ではなかったか。天草版「平家物語」に 「束国」は全て正しく合音形を挙げる。が、

「当OO」には開音形と合音形とが混在する。これをもって、「束国」は合音を保ったが、

「当国」は混乱していたとは言えないが、しかし例えば「是は八幡を祝ひまらして， ト

ウゴクには新八幡と申すJ (165) という文脈で、「東国」「当国」の意味の区別は甚だ困

難であったのではなかろうか。更に現代に至るまで「トウコク（当国）」という非連濁形

が中心となるのである。

つまり史的 には「束国」は常に「トウゴク」であった。ここに開合の混乱によって

「当国」と「束国」の間に同音衝突が生じ、「当国」が「トウコク」へと形を変える事

によって回避したと思われる。と同時に「西国」が「サイコク」から「サイゴク」へ交

替する事で、「束国」そのものの語形を補強したと考えられないだろうか。結果として

「束国対西国」の対立が意味と語形の上でも成立した、と考えられはしまいか。これも

極めて特殊な「類推」の一つであったのではなかったかと推定する。

5 ま と め

日本語の歴史の上に生じた所詞「音韻変化」といわれるものを詳細に検証してみると、

むしろそこには「音韻変化Jと別に、「音韻交替」というぺきものが存在していて、従

来両者を混在させて説いてきたようにみえる。本栢はそれらを峻別し、実証的かつ理論

的論拠を与える作業の一環である。更に連濁の構造的側而（前掲図）と迎用的側而（前節）

をも弁別する必要を述ぺた。紙幅の都合で省略せざるをえない用例があったため｀多く

の部分を抽象的な言辞に費やしたが、具体例の一端は江口 1993で示したので参照いただ

ければ幸いである。
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