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自動詞・他動詞と二段活用の一段化

はじめに

佐々木 淳志

近世期の資料を調査していると、以下のような動詞が見られる。

①こよひのびると明日町へことはる(近松12 ・女殺油地獄・173 ・3・1721 年)
-

②千年をのぶる門松の。(近松10 ・山崎与次平衛寿の門松・329 ・6・1718 年)

上の例は動詞「のぶ」の使用例である。「のぶ」は自動詞として使用される場合

上二段活用動詞､他動詞として使用される場合下二段活用動詞として使用される。

すなわち、自動詞/他動詞の対応を表す際、活用の種類を使い分けて表すという

ことである。①の例では「のぶ」は自動詞として使用されており、②の例では他

動詞として使用されている。日本語動詞の自他対応を見ると、「のぶ」のように

自他対応を活用の種類を変える事で行う動詞群が存在する。これは自他弁別に音

(形態)の違いを利用していると言い換えることもできる。

①の例を見ると、上二段活用「のぶ」は本来終止形では「のぶ(のぶる)」で

あったものが、一段化して「のびる」となっている。ここには「二段活用の一段

化」が関与している。上記①②の例の場合、自他動詞がともに二段活用を維持し

た場合、終止形、連体形、已然形では自他どちらも「のぶ、のぶる、のぶれ」と

なり、語の形態上の違いが全く無いことになる。そのため自他弁別に支障が出る

ことが予想できる。一段化をすれば上一段活用であること(=自動詞であること)、

あるいは下一段活用であること(=他動詞であること)が形態上明らかとなる。

実際に①②の例では、①のように自動詞として使用されるものは一段化し、②の

ように他動詞として使用されるものは二段を維持している。これらにおいては自

他判別と二段活用の一段化の間に何らかの関連があることを予想させる。つまり、

それまで文脈でしか判断できなかった物が、一段化によって形態上の判断を容易

にしたのではないかということである。

ところで、二段活用の一段化については、坂梨(1970)で近松世話物を資料に

して詳しく調査されている。坂梨(1970)での成果を簡単にまとめると以下のよ

うになる。

・会話文と地の文では、会話文の一段化かすすんでいる。

・上二段活用と下二段活用では、上二段活用の一段化かすすんでいる。
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・終止連体形の一段化かすすみ、已然形は二段活用を維持している。

・「るる」語尾を有する動詞は、一段化かすすんでいない。

・助動詞は動詞に比べ、一段化かすすんでいない。

・3、4音節語の一段化は他に比べすすんでいる。

・町人階層は武士階層にくらべ一段化を使いやすい。

坂梨(1970)以外の研究(注1)では、二段活用が一段化する過渡期とされる

近世前期の資料を取り上げ、坂梨(1970)での検討内容を他の資料を用いて再検

討・追認した物が多い。これらの研究においては、実態の傾向を把握することに

力点が置かれており、なぜそうなのかといった視点を伴う検討は必ずしも十分に

行われてきていない。

その点、自他動詞の判別とは、すなわち文脈の特定に関するものであり、二段

活用の一段化はその効率を高める可能性がある。本稿はその見通しに基づき二段

活用の一段化か自他動詞の判別に及ぼした影響について検討してみようと思う。

調査は多くの研究により二段活用動詞が一段化されたと考えられている近世期

の上方作品の中でも口語的な資料を対象として行った。調査資料は引用の際の略

称等とともに論文末に示した。

2 動詞の自他対応

動詞の自他対応形式は､前述の活用の種類の違いを利用する動詞群以外に､「ル･

ス」語尾を利用する動詞群も見られる。

③虫けらに生るるとも(近松7・今宮の心中・269 ・9)

④どくをあはする佐治右衛門(近松4・五十年忌歌念仏・607 ・8)

③の「生まる(うまる)」は他動詞「生む(うむ)」にル語尾を添加することで自

動詞化している動詞である。④の「合はす(あはす)」も同様に、自動詞「合ふ

(あふ)」にス語尾を添加することで他動詞化している。その結果自他判別が可能

となり、③の「生まる」は自動詞、④の「合はす」は他動詞として使用されてい

ると理解することができるようになる。すなわち、自動詞/他動詞の対応を表す

際、語尾の「ル・ス」を指標として表すということである。

以上のような自他動詞の対応に関して通時的な視点から整理を行ったものとし

て釘貫(1990 ・1991)がある。それによれば、自他対応形式は次の三つに分けら

れるという。

1)活用の種類の違いによる自他対応

…終止形は同形だが、自他で活用の種類が異なる

2)語尾の違いによる自他対応

…自他で語尾が「る」「す」の対応を持つ

-
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3)語幹増加と語尾付接による自他派生

…片方を原形とし、「る」「す」語尾を添加することで対応語を作る。

調査範囲の動詞には上記の分類のほかに、活用の種類が自動詞、他動詞で同じ

動詞(自他同形)と、自動詞/他動詞の対応を持たない動詞(対応無)が見られ

た。そこで、それらをあわせ1)~5)の形式を立てる。さらに、それらを以下

ABCに分類する。以下に例とともに示す。

A 自他弁別に音(形態)の違いを利用する動詞群

1)活用の種類の違いによる自他対応

…終止形は同形だが、自他で活用の種類が異なる

たつ(立)四自-たつ下二他/やく(焼)四他-やく下二自 など

⑤心にはたと戸をたつる(近松4・心中二枚絵草紙・200 ・3)
一

立つ(自・四段)一立つ(他・下二段)

⑥ぬれでやぶるるひとの身の。(近松10 ・博多小女郎波枕・773 ・10)
一

破る(自・下二段)一破る(他・四段)

2)自他同形の対応

…自他を同形の語で示し、文脈以外での判断が不可能。

まく(負)下二自-まく下二他/あく(明)下二自-あく下二他 など

⑦(自)れいをいふまに夜があける(近松6・薩摩歌・708 ・5)

⑧(他)マいつ埒を明けるのじゃ。(菅1・北浜名物黒船噺・249 ・13)
-

※自他同型動詞は本来の用法で使用された場合、自他弁別は文脈に拠るしか

なく、音(形態)の違いを利用しない。しかし、後述するように、二段活

用が一段化することで形態上の違いが生まれ、それを利用する可能性のあ

る動詞群である。そのため、このカテゴリに入れる。

B 自他弁別に語尾「ル・ス」を利用する動詞群

3)語尾の違いによる自他対応

…自他で語尾が「る」「す」の対応を持つ

よる(寄)四自-よす下二他/かくる(隠)下二自-かくす四他 など

⑨人ぞと立かくるれば善次郎かどをたたき。(近松4･心中二枚絵草紙･205･4)
一

隠る(自・下二段)一隠す(他・四段)

⑩乗せる小いなはすっぽりと。(菅1・雙紋筐巣籠・299 ・1)
一

乗る(自・四段)一乗す(他・下二段)

4)語幹増加と語尾付接による自他派生

…片方を原形とし、「る」「す」語尾を添加することで対応語を作る。

おつ(落)上二自-おとす四他/まぐ(曲)下二他-まがる四自 など

⑩いふほどをれがひにおちる。(近松4・曾ね崎心中・25 ・10)
-
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落つ(自・上二段)一落とす(他・四段)

⑩情人にしらすること。(遊女評判記・121 ・12)

知る(自・四段)一知らす(他・下二段)

C 自他弁別を必要としない動詞群

5)自動詞⇔他動詞の対応を持たない物

…自動詞・他動詞の対応を持たない。

訴ふ下二他 / 押さゆ下二他 など

⑩いへばふうふはうろたゆる｡:(自)(近松7-冥途の飛脚・334 ・1)

⑩しににゆく身をたとふれば(近松4・曾ね崎心中(32・5)

3 動詞の自他対応と一段化

ここでは自他対応と二段活用の一段化の関係について検討する。

二段活用維持、一段化の判別は以下のように行う。活用形に関して、未然形、

連用形、命令形は一段/二段活用同形のため、考察の対象とはしない。考察対象

は終止、連休、已然の三活用形となる。

・一段化 …本来は二段動詞だが一段化しているもの

⑩ねるよりはやくたかいびき(近松4・曾ね崎心中・30・6)
-

・二段維持…二段型活用を維持しているもの

⑩心みだるるばかりなり。I(近松4・堀川波鼓・535 ・2)

・不明…送り仮名の不備などから二段型活用を維持しているかわからないもの

⑩爰が有に仍テ命は助る。(台帳・心中鬼門角・22・6)

表1は動詞を1)~5)に分けた時の各形式の一段化率を表す。青木(1995 ・

2001)により自他対応に影響を与えることが指摘されている「対応する動詞の活

用の種類」の一段化への影響を見るため、「対応する動詞の活用の種類」の観点

を加えた。表中「不明」は送り仮名や振り仮名からは一段化しているか否か判別

できないものが該当する。「不明」例の存在により一段化の程度の判断が難しく

なる部分があるため、「不明」は検討対象としない(注2)。
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(表1 調査範囲全体における、二段活用動詞の自他対応と一段化の様相)

(27)

※一段化率=(一段化例数)/(総計一不明例数)(%)

表1を見ると、「自他対応を音(形態)で行う動詞群」の一段化か「自他対応

を語尾ル・スで行う動詞群」に比べ進んでいることがわかる。また、「自他対応

を語尾ル・スで行う動詞群」は二段活用を維持する傾向が強く、特に(3)語尾

の種類の違い」で自他対応を表す動詞群でその傾向が強いことが読み取れる。

次に、自他動詞間の一段化を見ると、すべての分類において自動詞の一段化か

他動詞の一段化よりも進んでいる事実が認められる。

4 自他判別と一段化の関係の示す意味

以下、自他判別方式ごとにさらに詳しく検討する。

A 自他弁別に音(形態)の違いを利用する動詞群

1)活用の種類の違い

青木(1995 ・2001)によれば、活用の種類の違いによる自他対応に見られる

「自他対応が四段一二段となる動詞群(対応を四段に持つ自/他動詞)」では、二

段動詞は四段動詞から派生したものと考えられるとのことである。これらの中で

-52-



(28)

派生してできた動詞群(四段に持つ自動詞/他動詞)の一段化率は自動詞47%、

他動詞43%と突出して高いとは言いにくい。この結果から、自他対応が四段一

二段となる動詞群では、青木の指摘する原形一派生形の対応が一段化に及ぼす影

響は少なかったと考えられる。

これらの動詞群では、自他弁別に活用の種類の違いを利用する。それは、自他

弁別に音(形態)の違いを利用すると言い換えられるものである。したがって、

終止･連体･已然形の形態上の差異がなくなるという問題がそもそも発生しない。

ということは、二段活用を一段化させ、自他弁別に利用する必要性を持たない動

詞群と言える。そのため、一段化かすすんでいなかったと捉えられる。

次に、出現数は他に比べ大変少ないものの、「対応を二段活用に持つ自動詞」

の一段化率が非常に高いことがわかる。これは自他動詞の対応が「上二段⇔下二

段」という物であり、「伸ぶ」「延ぶ」「生く」の3語である。以下に例を示す。

⑩波風たたずよめ人がのびる。(近松4・五十年忌歌念仏・603 ・6)
-

⑩我もいきる瀬死ぬる瀬を。(近松10 ・ 山崎与次平衡寿の門松・344 ・10)

これらの動詞と対応する「対応する自動詞を二段活用に持つ他動詞」は1例だが

以下⑩のように二段活用を維持している。

⑩千年をのぶる門松の。(近松10 ・ 山崎与次平衛寿の門松・329 ・6)
-

これら「対応を二段活用に持つ自動詞」は、「自他弁別のために、同じ語で活用

の種類を変えている動詞」と言える。それは活用の種類は異なっているものの、

二段活用では終止・連休・已然形では形態上の差異がなくなってしまう動詞群で

ある。表1や⑱⑲⑳のような実態を見る限り、そのような動詞群では自動詞の一

段化か他動詞よりも進み、他動詞は相対的に二段活用を維持している事実が読み

取れる。

2)自他同型

自他同型動詞は表1から59%と高い一段化率を示していることがわかる。さ

らに詳しく見ると、自動詞68%、他動詞45%と自動詞がより高い一段化率を示

している。以下に例を示す。

⑩(自)まければそれでとりやりなし。(近松5･丹波与作待夜の小室節･196･4)
-

⑩(他)ころりと百両に負る(まける)気なら(菅1･北浜名物黒船噺･226･13バ括

弧内ルビ)

自他同型動詞は前述したように、本来の用法で使用された場合、自他弁別は文

脈に拠るしかなく、音(形態)の違いを利用しない。そのため、他の群の動詞に

比べ、自他判別が難しい動詞群である。しかし、自動詞/他動詞のどちらか一方

だけが一段化すれば、結果として音(形態)上の差異ができ、その状況下では自

他判別をより容易に行うことができることになる。つまり坪井(1986)で指摘さ

れる「形態の示差性」がこれによって確保されるということである。このような

-51-



(29)

動詞群では、自動詞の一段化か他動詞よりも進み、他動詞は相対的に二段活用を

維持している事実が読み取れる。

B 自他弁別に語尾「ル・ス」を利用する動詞群

3)語尾の種類の違い

3)語尾の違いによる自他対応(よる(寄)四自-よす下二他 など)では､「対

応を四段に持つ動詞」の一段化は自動詞・他動詞ともに低い。しかし、出現数の

少ない「対応を一段に持つ動詞」の一段化は大変高い。「対応を一段に持つ動詞」

は「着す(⇔着る)」「似す(⇔似る)」の2語､3例だけである。以下に例を示す。

⑩すがたにせれば。(近松4・卯月紅葉・445 ・8)

⑩ねまきのうはぎぬいできせる(洒落本4・郭中奇譚・306 ・20)

⑩そちにもきせるぞ。(咄本6・露五郎兵衛新はなし・227 ・24)

⑩⑩図のように、「対応を一段に持つ動詞」は少数だが全てが一段化している。

これは多くの研究で指摘されるように、音節の短さが一段化を促したと考えられ

る(注3)。

次に、「対応を四段に持つ動詞」の例を以下に示す。

⑩(自)くちにながるるふぜいを見て(近松4･五十年忌歌念仏･644･1)⇔流す(他)
一

図(他)乗せる小いなはすっぽりと。(菅1･雙紋箆巣寵･299 ･ 1)⇔乗る(自)

これらの動詞群の一段化は他に比べ進んでいないことが表1からわかる。これ

らの語において、自動詞は語尾に「る」をとり、他動詞は語尾に「す」を取ると

いうように、自他判別の役割は語尾の種類が担っている。すなわち、一段化、二

段維持ということは自他の判別とは特に関わっていないわけであり、そのような

場合一段化は促進されていないということである。

4)語幹増加と語尾付接

語幹増加と語尾付接により自他対応を表す動詞群は、釘貫(1990 ・1991)によ

ると「あう(合)四自-あわ生下二他」のような対応を持つ動詞であり、その対

応関係では、「合わす」は「合う」を原形とし、「す」語尾を添加することででき

た語というように、語幹が増加し、「る」「す」語尾が付接した語が派生形だと言

われている。そこで、この動詞群を原形と派生形に分け、それぞれの一段化を表

した物が表2である。

(表2 自他対応における、原形と派生形の一段化率)
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表2から自動詞・他動詞、対応する動詞の活用の種類によらず、語尾添加によ

り新しくできた「派生形」の一段化率が大変低いことがわかる。この形式では「る」

は他動詞の自動詞化という働きを持ち、「す」は自動詞の他動詞化という働きを

持つ。このことから、4)語幹増加と語尾付接の動詞群では3)語尾の種類の違

いの動詞群と同様に、自他判別の役割は活用の種類ではなく、語尾の種類が担っ

ていたと考えられる。そのような場合、一段化は促進されていないということで

ある。

一方、原型は派生型と比べると相対的に一段化しやすい傾向が見られるが、飛

びぬけて高いとは言い難い。これらの動詞は従来の二段活用形式の形態を維持し

ている語であり､対応する語の語尾によって自他対応を表す語である。そのため、

音(形態)での弁別は必要とされない。よって、二段活用の形態を維持しても、

一段化の形態をとっても問題のない語だといえよう。それらの語では、語尾ル・

スを添加して作られた対応する語に比べると一段化しているが、動詞全体から見

るとあまり一段化か進んでいないという現状が見られるということである。

C 自他弁別を必要としない動詞群

5)対応無

5)対応無の動詞は、自動詞・他動詞のどちらか一方のみしかなく、対応を持

たない動詞群である。表1から、その一段化率は41%であることがわかり、こ

れは二段活用動詞全体の一段化率と等しいことがわかる。以下に例を示す。

図自 むかふよりわせるを(咄本大系6・露五郎兵衛新はなし・228 ・13)

⑩他 石をたづぬる其間に(近松全集7・今宮の進駐・235 ・3)
-

これらの動詞は自他判別の機能は必要無い。そこで平均的な一段化率を示してい

ると考えられる。

5｡一段化の果たす役割

以上一段化と自動詞/他動詞の対応との関係から、五形式は以下の表3のよう

にまとめられる。ちなみに、この傾向は調査資料ごとに分けて確認してみたが、

資料の特性により左右されることは無く、基本的にはどの資料でも同様の傾向を

みることができる。
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(表3 自他判別の方法による動詞群の弁別)

(31)

※○……一段化の傾向が見られる動詞群

×‥･二段活用維持の傾向が見られる動詞群

/…一段化化が自他弁別に関与しない動詞群

「自他対応に音(形態)を利用している語群」は自他の弁別に音の変化が関わ

る語群である。そのうち、(1)活用の種類を利用する」語群の「対応を二段に持

つ語群」と(2)自他同型」の語群で、自動詞の一段化/他動詞の二段維持の傾

向が見られる。これは坪井(1986)で指摘される「形態の示差性」をより高める

動きであり、「形態の示差性」は「形により意味の弁別が容易となる方法」と言

い換えられる。この「形により意味の弁別が容易となる方法」への指向が自動詞

での一段化の欲求を高めていたものと考えられる。

坪井(1986)で指摘される「形態の示差性」とは、図1で示したように、一段

化・二段維持によって自他間の異形態部分を増やし、自他弁別を容易にしようと

した動きである。

四段⇔二段の対応では、語尾に異形態部分がもともと一音節あり、形態の違い

による自他弁別は可能であった。それを一段化することで異形態部分が二音節に

なり、より「形態の示差性」が高まる。このような欲求により一段化か進んだと

考えられる。ただしこの語群は、

もともと自他動詞間に形態の差異

が見られるため、「形態の示差性

を高める」欲求という点では次に

見る二段⇔二段の自他対応動詞群

に比べると小さかったと考えられ

る。

二段⇔二段の対応を持つ動詞群

は、図2に示したように、もとも

と終止、連休、已然が同形態であ
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り、形態上の自他弁別が不可

能である。しかし、一段化す

ることで異形態部分を作り出

すことができる。それは「形

態の示差性」が飛躍的に高ま

るということである。そし

て、このような事情をもつ二

段⇔二段の対応を持つ動詞群

では、四段⇔二段の対応を持

つ動詞群に比べ、自動詞一段

化/他動詞二段維持の傾向を顕著に示すのである。

ところで、なぜ二段活用を維持する力が自動詞ではなく他動詞に働いたのだろ

うか。実はこの傾向は①グループにのみあてはまるのではない。全てのグループ

で同様の傾向が見られる。他動詞文では、他動詞は目的格を取るため述語として

受ける格成分が自動詞よりも多い。それは他動詞文が自動詞文よりも複雑な構造

をもつということであり、情報伝達上の負担が大きい。そのような他動詞を述語

部分に待った表現で、使用例を観察する限りにおいては二段活用を用いる。すな

わち、動詞の本来持つ姿を維持させる力が働いていたという事実があったわけで

ある。両者を因果関係で捉えることは慎重を要するが、まずは実態の把握として

上の事実を押さえておくこととしたい。

自他弁別に語尾「ル・ス」を利用している語群では、自他判別に活用の種類を

使用せず、語尾添加により自他弁別を行う。それは自他の弁別に音変化が関係し

ないということである。その場合、二段活用の一段化は進んでおらず、二段活用

維持の傾向があることが認められる。

この語群では語尾添加と語幹の増加により自他対応を明示することができるた

め、活用の種類の変更により形態の示差性を高めることは求められず、二段活用

が一段化する必要性が少なくなる。また、音(形態)を一つに限定する必要性も

薄れるため、送り仮名に関しても寛容になっている。さらに、この自他判別法は

受動化と使役化ということもでき、助動詞「る」「す」と同様の働きや振る舞い

である。この「る」語尾添加方式で作られた動詞は「る(るる)」語尾を持つ。「る

(るる)」語尾を持つ動詞は二段活用維持の傾向があることは坂梨(1970)他多く

の研究で言われている事である。そのことと連動する現象であるともいえる。

以上､二段活用の一段化は､自他動詞の弁別の枠組みの一部の動詞群の中で「形

態の示差性」を高める必要がある箇所、すなわち、自他判別に音(形態)を利用
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する語群において高頻度で起こっていたこと、また、そのことと表裏をなす形で、

述語として対応する格成分の数が少ない自動詞で全体として一段化か先行する事

実があったことを見た。

6。おわりに

以上、動詞の自他判別と二段活用の一段化の関係について考察を行った。語単

独では自他の区別に限界のある動詞群で、二段活用の一段化傾向が高いという状

況があった。一段化することによって、結果として、「形態の示差性」を確保す

ることができるのであり、二段活用の一段化を促進する要素として、補助的に自

他対応の問題が関わっていたとみることができると考えたものである。

本稿は、自動詞・他動詞と一段化の関係を、傾向として大きく捉えてみること

に目的があり、そこで捉えた傾向から外れる少数例一例えば「自他同型」の他動

詞の一段化例や自動詞の二段活用例-について関わっているであろう他の要素一

例えば、位相差や活用形の問題-との関係については触れていない。また、他動

詞において、概して二段活用を維持する傾向があるという興味深い事実があった

が、その理由については確かなところはわからなかった。さらに、考察の中で細

分化して状況を捉えようとした結果、少数の該当例のみによって判断せざるを得

なかった点なども、問題として残る。

いずれも今後に期して終わりとしたい。

注

1 管見に入ったものに山内洋一郎(1972)､近藤政美(1977)､小林賢次(1980)、

山県浩(1982)､坪井美樹(1986)、小林賢章(1991)､小林賢次(1996)がある。

2 本稿の考察には直接関与しないため、考察対象から「不明」を外したが、こ

の「不明」の様相から以下のようなことが考えられる。

「不明」とは送り仮名や振り仮名からは一段化しているか判断できないもの

が該当する。言い換えると、「音(形態)」を一つに限定することに拘らない語

である。

「二段活用の一段化」を利用し、形態に自他判別機能の一部を担わせたと考

えた場合、「自他対応に音(形態)の違いを利用する動詞群」において語の形

態を一つに限定する必然性が生まれる。その結果、「自他対応に音(形態)の

違いを利用する動詞群」において「不明」の出現率が低くなることが予想される。

そこでl)~5)の分類を「送り仮名の必要性(形態を限定する必要性)」とい

う視点で再分類すると、以下のようになる。

Ⅰ送り仮名が必要(語の音・形態を一つに限定する必要性の高いもの)
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(1)活用の種類の違い」中の「対応を二段に持つ動詞」

(2)自他同型動詞」

Ⅱ送り仮名が不要(語の音・形態を一つに限定する必要性の低いもの)

(1)活用の種類の違い」中の「対応を四段に持つ動詞」

(3)語尾の種類の違い」

(4)語幹増加と語尾添加」

上記の分類に即して表1を見た場合、「不明」は「I送り仮名が必要」な動

詞群では3例、「Ⅱ送り仮名が不要」な動詞群では434例出現しており、「不明」

は「Ⅱ送り仮名が不要」な動詞群に集中していることがわかる。

二段活用の一段化を自他弁別に利用すると考えられる動詞群では、「不明」

の出現によって自他弁別に支障をきたすことが考えられる。そのため、音(形

態)を正確に記述した結果として、「不明」が少なかったと考えられる。これ

は自他弁別機能の一部を二段活用の一段化に持たせたという考えを補強するも

のであるといえる。

3 音節と一段化の関係に関しては、坂梨(1970)で「三音節語は四音節語に比

べて一段化しやすい」ということが明らかにされている。音節数と一段化の関

係は坂梨(1970)以前にも言われており、主に二音節語の一段化の速さを指摘

していた。坂梨(1970)以降、山県(1982)で上方絵入狂言本、近藤(1977)

で国字本「こんてむつすむん地」、小林(1980)で版本狂言記を資料とした研

究により短音節語で一段化しやすい傾向が見られることがわかっており、小林

(1991)では短音節語の一段化に関して異論が呈されている。以上のように、

音節に関しては坂梨(1970)とそれ以外の研究での見解が異なっている。

二段活用語は活用形により音節数が変化するものがあり、同語でも活用形に

よって違う音節数としてカウントされる可能性がある。それにより一段化の程

度の判断が難しくなる部分があるため、旧終止形の音節数で調査範囲全体の観

察を行うと以下のようになる。

・一音節語(寝など)は40例中37例が一段化(93%が一段化)

・二音節語(見ゆなど)は1129例中440例が一段化(39%が一段化)

・三音節語(やつるなど)は545例中151例が一段化(28%が一段化)

・四音節語(うろたゆなど)は65例中17例が一段化(26%が一段化)

このように、語幹一音節語の一段化か大変進み、二音節以上の語は二段活用

を維持する傾向が見られる。

これは、語幹を増やすことで語の安定化を図る変化に一段化か関与している

ためだと考えられる。一音節語は語幹がなく､活用語尾のみで成り立っている。

それは同語でも活用形によって形態が全く異なる事を意味する。そのような語

が一段化することで､語として活用によって変化しない部分(≒語幹化)ができ、
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語としての同定か容易になる。語の安定を図る変化は短音節の語ほど大きな効

果を生む。そのため､短音節語では他に比べ一段化か進んでいると考えられる。

調査資料

〈近松門左衛門〉一引用では(近松 全集巻数・作品名・ページ・行)と表す。

曾根崎心中・薩摩歌・心中二枚絵草子・卯月紅葉・堀川波鼓・五十年忌歌念仏・

卯月潤色･心中重井筒･丹波与作待夜の小室節･淀鯉出世瀧徳･心中刃は氷の朔日・

心中万年草・冥途の飛脚・今宮の心中・夕霧阿波鳴渡・長町女腹切・大経師昔暦・

生玉心中･鑓の権三重帷子･山崎与次兵衛寿門松･博多小女郎波枕･心中天の網島･

女殺油地獄・心中宵庚申(『近松全集 』第4巻~第12巻 岩波書店 1986年

~1990年)

〈酉水庵無底居士〉一引用では(遊女評判記・ページ・行)と表す。

色道諸分 難波鉦一遊女評判記(『色道諸分 難波鉦丿岩波書店 1991年』

〈中田楮同〉一引用では(台帳・ページ・行)と表す。

心中鬼門角(『歌舞伎台帳集成』弟1巻 勉誠社 1983年)

〈菅専助〉一引用では(管 全集巻数・作品名・ページ・行)と表す。

紙子仕立両面鑑・北浜名物黒船噺・雙紋筐巣籠・染模様妹背門松(『菅専助全集』

第1巻 勉誠社 1990年)

〈洒落本〉一引用では(洒落本 全集巻数・作品名・ページ・行)と表す。

郭中奇譚・聖遊郭・短草葉葉(『洒落本大成』第2巻 第4巻 第13巻 中央

公論社 1978年~1981年)

〈咄本〉一引用では(咄本 全集巻数・作品名・ページ・行)と表す。

軽口露がはなし・露五郎兵衛新はなし・軽口御前男・軽口あられ酒・軽口星鉄砲・

軽口はなしとり・軽口独機嫌・軽口へそ順礼

頬笑(『咄本大系』第6巻~第8巻 東京堂出版 1976年)
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