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『正音切韻指掌』と『正音再華傍註』

－編者・莎葬尊の正音観

石崎博志
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§はじめに

「正音｣とは何かを考える場合、「正音｣を書名に冠する書物に記載される｢正

音｣の定義を把握するだけでなく、それらの書物が如何なる音韻体系を表現し

ているかを考察することも不可欠である。なぜなら、その定義と音系とがしば

しば囲酪を来しており、編纂の理念と実際の言語状況が乖離していることが多

いからである。『正音咀華』が凡例(｢十問｣)の中で｢何を正音となすか｣という

自問に対し、「欽定の『康煕字典』『音韻闘微』の字音が即ち正音である｣塵'と

答えていながら、実際の音系はそのいずれともと合致していないことがその一

例である。本稿は『正音咀華』（莎葬尊編、1853年発刊)が二つの音韻体系を内

包することを論証した石崎1997を受け、その二つの音系が同編者のその後の著

作でどのように実現されているかを考察するものである。その意味で本稿は前

稿の結果を補強しながら、莎葬尊の正音書全般を通して彼の｢正音｣とは如何な

るものであったのかを考察するものと言える。ではまず、『正音咀華』の体裁
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を説明し、その後に出版された二つの韻書の体裁と音系を論じることにしよう。

§１『正音咀華』の概略

『正音咀華』は威豊癸丑三(1853)年に出版された。満州人・莎舞尊注2(母方

言は響語)により編纂され、広東省で使用される。「凡例｣、巻一(｢同音奨注｣)、

巻二(会話集)、巻三(語薬集)、続編(会話集)からなる。朱注(傍注)が印刷され

る朱注本と傍注のない無朱注本があるが、本稿では傍注を存し比較的整理され

た北京大学本を底本とし、書影として挙げた(書影１参照)。『正音咀華』の音

注には二種類の形態がある。それは｢同音桑注｣の条における千字文に反切注を

付したものと、会話集や語蕊集の本文に対して｢慶城音｣(清末の騨語)を使って

ルビをふる如<に付された音注である。ここでは前者から帰納される音系を

｢錠注｣、後者のそれを｢傍注｣と称す。この『正音咀華』で実現されていた｢薬

注｣と｢傍注｣という二つの音系が莎葬尊のその後の著作、つまり『正音切韻指

掌』（以下『正音指掌』）と『正音再華傍注』（以下『再華傍注』）で独立した形

で結実することを以下に論証する。

§２『正音切韻指掌』について

§２．１『正音指掌』の概略

『正音指掌』は威豊庚申(1860年)秋に塵談軒から出版された韻図である。全

体を35の韻部に分け、各韻部を上平、下平、上聾、去醗、入聾に分かち、さら

に各声調の中で声母によって字を排列している。そして、各音の代表字を反切

注3と満州文字によって注音している。本書からその音を知る手段はこの二つの

みで、『正音咀華』「傍注｣や『再華傍註』のような｢廣城音｣(｢噂音｣)や｢官話

音｣を介在させた音注はない(書影２参照)。本書に関して、永島1941、侯1980、

李1983、潟1990,歌1992の一連の論考があるが、鵺1990を除きなくて概略的説

明に終始し、具体的な音韻分析にまで踏み込んだものはない。そして各論考と

も、本書が『正音咀華』の著者である莎葬尊の手になることを指摘しながら、
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両書の関係には全く言及していない。本魯が反切の大部分を『正音咀華』「焚

注｣から継承し、「薬注｣の反切の不備を修正していることやその後に出版され

た『再華傍註』との比較において、莎葬尊の著作の中では特異な構成をとって

いることなどは指摘されていない。ここでは、鶴1990の論考に若干の修正を加

え、『正音咀華』や『再華傍註』と音系、構成の両面において比較・検討して

いく。

『正音指掌』は『正音咀華』より後に編集した醤であることが、淋顧廷序、

梁次楠序に明記されている塵`。そして渉葬尊の著作の中で唯一、欽定となった。

本書は韻図と末尾の｢塵談清語｣から成る。凡例の大部分は『正音咀華』のそれ

を引き写しているが、次の記述が『正音咀華』に記戦されていないので、ここ

に記しておく注`。

－この書は『中州音韻』を底本とし、これに『中原音韻」『洪武正韻』

を参考にし、更に『詩韻輯略』『五車韻瑞』『韻府群玉』『五音篇海』『南

北音辨』『康煕字典』『音韻闘微』などの雷を二十年余り検討したが、なお

もいたらない所があるかも知れない。識者はこれをお許し願いたい。

『正音指掌』の反切は後に論証する如く『正音咀華』をほぼ踏襲し、音韻体

系も『正音咀華』とほぼ同一であるにも拘わらず、『正音咀華』が「正音」と

して『康煕字典』『音韻聞微』の二宙を挙げるのに対し、『正音指掌』は上述

の説明を加えていることは重要である。では、まず『正音咀華』と『正音指掌』

の前半の内容を比較してみよう。

『正音咀華』聚本(北京図宙館蔵）

・自題

・呉川学梁作揖序

・翰林院庶吉士南海都士憲序

・翰林院庶吉士仇效忠践

・凡例

『正音指掌』

･翰林院庶吉士勝顛廷序

･梁次楠序

･無

．無

･凡例
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･新訂切字捷法（『咀華」の範囲も含む）

･無

．無

･無

．無

･無

．無

･無

．無（以下省略）

・新訂切字捷法

(1)字母切韻要法

(2)十問

(3)土音同正音異

(4)上字開口下字合口

(5)正北音異

(6)音韻(範囲）

(7)音註

(8)同音蕊注（以下省略）

両書の間で重複しているのは、「凡例｣と｢新訂切字捷法｣であるが、重複して

いる箇所は『正音咀華』からの引き写しである。しかし、この比較で分かるの

は『正音咀華』で使用者が発音を知る為に添付されていた音注の内容の大半が

『正音指掌』には転載されていないことである。上表でナンバリングした箇所

がそれであるが、どのような条目が褐戦されていないか、逐一あったってみよ

う。

(1)｢字母切韻要法｣は『康煕字典』ひいては『篇韻貫珠集』などの仏教系の

韻書から転載されたものである。この条は｢分八音法｣｢入声作平声｣｢入声作上

声｣｢入声作去声｣などを内包し、「分八音法｣は三十六字母を転載している。こ

れは『韻鏡』巻首のそれと字母を同じくするが、清代に至っては他の声母に合

流した群母、疑母、定母、澄母、嬢母、並母、敷母、奉母、従母、状母、禅母、

輸母、匝母を含み、当時の北京音とも『正音咀華』、『正音指掌』から帰納さ

れる音系とも合わない。そして、部分的なものに止まっているが、入声が他の

声調に分入されていることを示す｢入声作平声｣以下の項目は『正音指掌』で実

現を企図される音系と相互矛盾を引き起こす。

(2)｢十問｣は｢正音｣｢南音｣｢北音｣｢切音｣｢五音｣｢九声｣｢清濁｣｢開合｣｢陰陽｣｢ロ

法｣の10項目を定義する。この中の｢陰陽｣の定義では平上去入を各上下に分か

つ８つの声調の存在を示唆する。これは『正音咀華』の｢土音同正音異｣の上平、

下平、上声、去声、入声の５声調体系を示す記述と矛盾し、さらに『正音指掌』
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の同様の５声調体系とも合わない。

(3)｢土音同正音異｣は｢贋城土音｣では同音で、「正音｣では発音が異なるペア

を列挙したものである。「上字開口下字合口｣は｢正音｣で読んで上の字が開口、

下の字が合口となるペアである。これらは｢慶城士音｣で読ませる音注である。

(4)｢上字開口下字合口｣は二字のペアを列挙し、「正音｣ではその上の字が｢開

口｣、下の字が｢合口｣であることを示す条である。

(5)｢正北音異｣は主に入声字を対象として入声の消失している｢北音｣と対照

させて｢正音｣に入声が存在することを示す条である。塵本(都立大蔵）『正音咀

華』には同じ内容であるが、二色刷の一葉の左右に跨るものと、単色刷の一葉

の右半分に凝縮しているものとの二種類が収録されている。

(6)次に｢音韻(範囲)｣であるが、これは『正音指掌』も『正音咀華』と同じ

内容のものを使用している。しかし、『正音咀華』に書かれている｢音注附後」

という文言は削除されている。

(7)(6)と連動して『正音指掌」では｢音注｣は掲載されていない。この｢音注」

は｢音韻(範囲)｣の体系性から外れる尖団の区別、入声の存在、声調の問題など

を扱い、この｢音注｣に従えば尖団の区分を失い、入声も鋳声に読まれるもので

ある。

(8)｢同音薬注｣は｢千字文｣の字に対して、反切と同音の字を付して、「正音」

を口唱して学ぶ項目である。

以上の点をまとめると、『正音咀華』から『正音指掌』に再編集される過程

で削除される条目は、尖団の合流、入声の靜声化、廠城土音・北京音による注

記に関するものである。つまり、「傍注｣の音系に関わる条目は全て削除されて

いる。『正音指掌』はこれら『正音咀華』内部で矛盾の存するもの、『正音指

掌』の編集方針と合わない条目を切り落とすことで成立している。そのため、

使用者が『正音指掌』で音価を直接知る手がかりは反切と満州文字による注音

のみとなり、「廣城±音｣や｢官話｣など実際に使用されている音声を利用した注

記は隠蔽されることとなった。逆に考えるなら『正音指掌』は使用者をある一

地点に限定せず、ターゲットとなる使用者を無化することによって、全国的に

通用する｢正音｣学習書としての地位を引き上げたと言える。これは、学習者
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(使用者)を轡語の話し手に限定して、便宜をはかった『正音咀華』と『再華傍

註』とは好対照をなす。本稿で扱う莎葬尊の三冊の｢正音｣関連書の出版順序は

『正音咀華』（1853年）『正音指掌』（1860年）『再華傍註』（1868年)であるが、

欽定となった『正音指掌』は『正音咀華』「傍注｣と『再華傍註』の類似性に比

して大きな径庭を存することが理解できるだろう。またこの比較により、清朝

が認める｢正音｣とは『正音指掌』の音系、『正音咀華」でいうなら｢薬注｣の音

系であることが明確となる。『康煕字典』の凡例では、はっきりとは定義して

いないが、『広韻』『集韻』『古今韻会挙要』『洪武正韻』など歴史の欽定韻

書を｢古の正音｣と見なしていることからその態度が窺われる注6．

§２．２『正音指掌』の音韻体系について

『正音指掌』の音系特徴に関しては既に鵺1990に論考があるので、詳しくは

述べない。ここではポイントとなる点を簡単に説明し、若干の修正を行う。

まず、尖団の区分に関してであるが、字母の注記、満州語の注音双方からア

プローチしても両者の合流は認められない。字母の「精・清・星」は「歯縫音」

グループに含まれ、「經・輕・輿」に関しては「経・輕」が「牙音」グループ

に「輿」は「喉音」グループにそれぞれ属している。また「精・清・星」の反

切上字は「喪・妻・西｣で、満文では/dz－，ts－，s－/と注音される。「經・輕・

輿｣の反切上字は｢基・欺・希｣で、満文では/9-,ｋ－，ｈ－/と注音される。本

書から音を知る手段はこの注音以外にはないので、侯1980の説を斥けて、尖団

は合流していないと主張する潟1990の結論は妥当性を有する。

次に、捲舌音の扱いであるが、中古の知組、章組、荘組を「頂鰐音」と呼び、

字母｢澄｣｢叉｣｢沙｣｢側｣｢側｣｢色｣｢知｣｢塵｣｢詩｣｢朱｣｢初｣｢書｣が列挙され、その調

音方法は以下のように説明されている崖7．

舌先を用い、それを縮めて短くして、上顎に付けて読む。

これは『正音咀華』「音韻(範囲)｣(§2.1(6)を参照)の上欄の記述を転載した

もので、現代北京語と同様の捲舌音[ｔｓ－ＩｔＳ－][巳一]で読むと解される。
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『正音指掌』ではこれ以外に、音を知る術はないので、韻図部分では捲舌音は

上記の指示通りに読まれる。故に、『正音咀華』「傍注｣や『再華傍註』のよう

に捲舌音が非捲舌音と分け隔てなく扱われるという事態は見られないことにな

る。

微母字については、本害では中古疑母字と喰母字とは独立した声母として立

て、音価は/*ｖ－/と推定する。これは、侯1980で既に指摘されていることで

ある。この点は微母を保存しようとした『正音咀華』「薬注｣と一致するが、中

古微母字がゼロ声母/*‘－/となっている『正音咀華』「傍注｣と『再華傍註』

とは異なっている。

次に入声であるが、潟1990の考証は入声韻尾の扱いに於いて重大な問題を残

している。それは氏が、約韻・曰韻を以下の満州文字との対音から、各☆入声

韻尾が脱落した野声として解釈している点である。

韻目：代表字一反切満州語

約韻：角一基約giyeo

曰韻：訣一基曰giuwei

しかし、『正音指掌』では、この両韻を入声のみの韻として立てており、所

属字も｢約韻｣は中古の薬韻・晒韻を配し、「曰韻｣は中古の月韻・越韻を配して

いる。そして、声調の注記も｢入声｣と明記している。さらに、『正音指掌』の

阿韻・姻韻・衣韻・虚韻・窩韻・烏韻・冴韻・爺韻・於韻といういずれもゼロ

韻尾の韻(陰声韻)に対して、入声という声調を独立させていることから、『正

音指掌』の編纂者の意図としては入声を独立させていることは明白である。で

は、その入声韻尾は如何なる音価であったのか。『正音指掌』が韻図の体裁を

していることから、入声が中古音の如く/*－p//､－t//*－k/という音価をも

つなら、韻尾に/*－ｍ//､－，//*－ｕ／を持つ韻(陽声韻)に相配する形で並べる

はずである。しかし、実際には入声は上記の如く陰声韻に並べられている。ま

た、約韻・臼韻ともに由来の異なる入声韻尾を配していることにより、本稿で

はとりあえず入声韻尾はグロッタルストップ/Ｃ－２／と再構する。では、なぜ

満州文字表記ではこの入声韻尾が表現されていなのか。この問いに対しては、

明快な答えを提示することは難しいが、満州語の表記体系ではこの音を実現す
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ることが不自然であったか、困難であったためと著者は考える。あるいは、グ

ロッタルストップ/*－２／が実際に発音されず、入声とはただ単に短い音節を

指した可能性もある。また、満州語で無理に表記しなくても「入声」という注

記でその音声実現が十分可能であると編纂者が判断したとも考えられる。いず

れにせよ『正音指掌』の編纂者が入声という声調を設けようと企図していたこ

とは明らかである。

§２．３『正音指掌』の特徴

以上『正音指掌』の音韻特徴を見たが、『正音指掌』の音系は『正音咀華』

（｢奨注｣と｢傍注｣）『再華傍註』（｢五百家姓｣と｢傍注｣）に見られる二重性は

見られない。そして、体系としては尖団を分け、微母・日母を独立した声母と

し、入声を独立した調類（音節）としている。この音韻特徴は『正音咀華』

｢藁注｣と共通し、反切の構造、反切用字も若干の異同があるが同じ枠組みを用

いている。つまり、『正音指掌』は『正音咀華』「薬注｣の千字文の順に並べら

れていた反切を抜き出し、代表字を同一の韻をもつグループにまとめて転図に

配し、満州文字注音をつけたものである。すなわち『正音咀華』「粟注｣をアレ

ンジして独立した一書として結実させたものなのである。

§３『正音再華傍註』について

『再華傍註』は同治丁卯年(1867年)、天平街維經堂より発行された。凡例、

正音五百家姓(以下｢五百家姓｣)、会話集で構成される。基本スタイルは『正音

咀華』と同様であるが、音注タイプの種類や内容が簡略化、記号化されている。

傍注があり、同じく発音を知る上で重要な役割を果たしている。本書の注は若

干の例を除き｢轡音｣を介在させるものである(書影３参照)。本書に関しては、

侯1980に注音方法についての簡単な説明があるのみで、それに対する専著はな

い。また、本書に続いて同編者・莎葬尊の『紅楼夢摘華』が同治七年に出版さ

れている。これは、いわば『紅楼夢』をダイジェスト版にして学習テキストと

したものであり、そこから直接音韻体系を知るすべはないが、語蘂選定の一つ
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の基準として『紅楼夢』が選択されていたことを示唆している。

§３．１『再華傍註』の音注について

本書は序文も『正音咀華』の｢字母切韻要法｣｢音韻(範囲)｣や｢音注｣ような詳

細な発音の手引きもなく、「凡例｣に以下のように記されるのみである筐8．

みな噂音で正音に注し、傍らに○があるのは官話音で注音する。

至ってシンプルな構成で、プライベートな場で使用されたと考えられる。前

半(五百家姓)と後半(会話集)では注音方法が若干異なり、音系も入声の扱いに

関して異なっている。まず、注音タイプを説明しよう。傍注は『正音咀華』と

同様、全ての字に対して使われている訳ではない。しかし、注音は前半部分に

集中し、基本的に一度注音を施した字に関してはよほど注意を要する字以外は

再び注記をしない方針をとっている。この点は『正音咀華』より徹底している。

そして、注音タイプも『正音咀華』ほど豊富(煩雑)ではないが、スタイルとし

ては基本的に『正音咀華』を踏襲している。（以下「本文：傍注」）

(1)直音方式による音注(ex・趙：棹、孫：筍、鄭：評、任：烟、逐：租、－：

衣）

(2)土音で読む音注(ex．『紅楼夢摘華』のみ）

(3)反切(ex・華：賀話合、漆：妻衣切、儲：初烏反、労：騨敲合切、豪：仔

亨反切注9、後半の｢会話集｣では×印が付される）

(4)声調(郎：冷平声、管：関上声、賀：何去声、柏：波入声)前半の｢正音五

百家姓｣のみに存在する注記。４声調のみ。特に、入声にその大多数の注が集

中している。
００。。

(5)官話音'二よる音注(ex・銭：七言合、戚：七、威：詩烟、間：烟）：上の○

印は官話音で読むことを示している。

以上が｢五百家姓｣の注である。一方、「会話集｣は直音注、反切(傍線)、反切

注(×印)、開口の注(△印)の四つによって注音されている。因みに、凡例に土

音注(○印)が挙げられているが、『再華傍註』本文では使われず、『紅楼夢摘
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華』のみで使用されている。各音注の使用頻度は『正音咀華』と同様に｢恩音」

による直音が最も高く、それを補う形で他の注が存在し、反切では｢ｗ,:ｗ２ｗ８」

のタイプが圧倒的に多用されている。このように若干の差異を除けば、二書の

注音スタイルは基本的に一致しており、同じ直音、同じ反切を用いている例も

多数見られる。しかし、全てを踏襲した訳ではなく、同じ方法で新たに注を付

け直したと見る方が妥当であろう。なぜなら、異なった注を付けているとはい

え、そこから導き出される音は『正音咀華』「傍注｣のそれとほぼ同じであり、

音韻体系にも大きな変化が見られないからである。では、『再華傍註』の音韻

特徴を声母、韻母の順で｢五百家姓｣と｢会話集｣に分けて見ていこう。

§3.2『正音再華傍註』の声母

○『再華傍註』の尖団

｢五百家姓」

尖音秋(情．尤．開．三．平)…：鍬(情・宵・開．三・平、佛山[t9iu53]）

団音郎(渓．尤．開．三．平）：超(微・宵・開．三・平、佛山[tSiu53]）

尖音醇(心・藤・開．三・入）：詩夜合[si53ic22](上：書・之・平、下：

以・橋・去）
･

団音向(暁・濠・開．三・去）：詩様合(上：書・之・平、下：余・灘・去）
◎

団音項(匝・譜・開．二・上）：詩様合(上：蓬;・之・平、下：余・灘・去）

｢会話集」

尖音濟(精．霧．開．四・去加治(澄・志・開．三・去、佛山[tsi22]）

団音計(見・露・開．四・去）：拾(同上）

尖音秋(漬．尤．開．三．平）：超(微・宵・開．三・平、佛山[t9iu53]）

団音求(群・尤・開・三・平）：超(同上）

尖音暁(暁．篠．開。四・上）：少(書・小・開．三・上、佛山[siu35]）

団音少(書・小・開．三・上昨少(同上）

以上のように、「五百家姓｣の方は語料が少なく、有効な例が見当たらないが、

｢五百家姓｣｢会話集｣ともに尖音、団音が合流していることが分かる。また、

｢五百家姓｣の暁母・匝母に由来する字もミニマル・ペアが見当たらなかったが、
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反切上字を共有し、佛山音では[ｓ－]の声母を持つので有気音や無気音に由来

する尖団とパラレルの関係をなして、合流していると解釈しても問題はないで

あろう。

○『正音再華傍註』の中古全濁声母について

以下に中古音で全濁音である字とそれと同じ傍注が使われている清音に由来

する字のミニマル･ペアを列挙した。一部、厳密には中古音でのミニマル･ペア

と認定できないものも含まれるが、濁上帰去(｢進｣と｢壷｣)や『広韻』での同用

例から考えると同じ韻であったと考えられるものもミニマルパアと認め、列

挙した。

｢五百家姓」

柏(輔．昭．開．二・入）：波(輔・戈・合・－．平、佛山[ｐ。53])入声

白(並・阻・開・二・入）：波(同上)入声

褒(群．尤．開．三．平）：超(徹．宵．開．三・平、佛山[t9iu53]）

邸(渓・尤・開・三・平）：超(同上）

進(縞．霞．開．三．去昨賎(従・線・開．三・去、佛山[tsin22]）

錘(従・珍・開・三・上）：賎(同上）

沈(書・寝・開．三．上）：腎(禅．鰺・開．三・上、佛山[san22]）

慎(禅・腰・開・三．去昨腎(同上）

胃(心．魚．開．三・平）：書(書．魚．合．三・平、佛山[sy53]）

徐(邪・魚・合・三・平）：書(同上）

鄭(澄・勁・開・三・去北課(荘・課・開．二・去、佛山なし）

政(章・勁・開・三・去沁課(同上）
○

項(厘・講・開・二・上）：詩様合
Ｏ

向(暁・iMi・開．三・去）：詩様合

｢会話集」

白(並．昭．開．二．入）：波(瀞．戈・合・－.平、佛山[pつ53]）

百(輔・晒・開・二・入）：波(同上）

激(見、錫．開．四・入）：之(章．之・開．三・平、佛山[tsi53]）

－６７－



極(群・職・開．三・入）：之(同上）

通(透．東．合．－．平）：通(透．東・合・一・平、佛山[Cou53]）

同(定・東・合・－．平昨通(同上）

子(精・止・開．三．上）：字(従・志．開．三・去、佛山[tsy22]）

字(従・志．開。三・去舛字(同上）

致(知．至．開．三．去）：之(章．之．開．三・平、佛山[tsi53]）

値(澄・志・開．三・去沖之(同上）

施(書．支．開・三．平）：詩(書・之・開．三・平、佛山[si53]）

時(禅・之・開・三・平加詩(同上）

中古音に於ける全濁声母が清音に由来する字と傍注を共有しているので、

｢五百家姓｣｢会話集｣ともに全濁声母は清音に合流していることが確認できる。

そして、佛山音注により、合流した結果清音となり、中古の平声に由来する濁

音は有気音に、灰声に由来するそれは無気音になる傾向が看取できる。

○『再華傍註』の日母字

ここでは中古の日母字に由来する字が『再華傍註』では如何に扱われているか

確認する。

｢五百家姓｣本文：傍注

戎(日．東．合．三．平沁雍(影・鐘・合・三・平、佛山[iou53]）

融(以・東・合・三・平沖雍(同上）

人(日．真．開｡三・平）：因(影・真・開．三・平、佛山[ian42]）

｢会話集｣本文：傍注

苑(日．魚．開。三・平沁於(影・魚・合・三・平、佛山[jy53]）

除(以・魚・合・三・平沁於(同上）,

価(日．蒸．開．三・平）：英(影・庚・開・三・平、佛山[ieU53]）

擬(疑・蒸・開・三・平）：英(同上）

以上の如く｢五百家姓｣の本文｢戎｣｢柴｣が傍注｢雍｣で注音され、「会話集｣の本

文の｢苑｣｢除｣がともに傍注｢於｣で注音されていることから、ともにこれらのペ

アは同音であり、声母も同じである。また、「価｣｢擬｣がともに｢英｣で注音され
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ることから、これらが同音であることが確認される。そして日母の｢人｣が影母

｢因｣で注音され、佛山音でゼロ声母となっていることなどから、旧日母字はゼ

ロ声母になっていることが分かる。これは『正音咀華』「傍注｣と同じ特徴を有

する。

○『再華傍註』の微母字

ここでは、中古微母字をどう扱っているかを｢五百家姓｣と｢会話集｣とに分け

て説明する。例には微母に由来しない字も含まれるが、微母字と傍注を共有す

る字に限り列挙した。

｢五百家姓」

文(微．文・合・三・平加温(影・魂・合・－．平、佛山[uaD53]）

間(微・文・合・三・平）：温(同上）

葛(微・願・合・三・去沁患(厘・諌・合・二・去、佛山[uan22]）

万(微・願・合・三・去沁患(同上）

武(微・壁・合・三・上）：杼(影・模・合・－．平、佛山[wu53]）

｢会話集」

未(微・未・合・三・去）：位(云・至・合・三・去、佛山[uai22]）

為(云・賞・合・三・去非位(同上）

務(微．遇・合・三・去沁戸(厘・姥・合・一・上、佛山[wu22]）

悟(疑・暮・合・－．去昨戸(同上）

無(微．塵・合・三・平）：烏(影・模・合・一・平、佛山[wu53]）

屋(影・屋・合・－．入）：烏(同上）

「五百家姓｣｢会話集｣を通してミニマル・ペアは見当たらないが、以上のよう

に、中古微母字は他の声母に由来する字とも傍注を共有し、注音字では必ずし

も微母字を使用せず、中古云母・影母字・厘母字で注音し、これらは現代佛山

方言でゼロ声母で読まれている。これにより、『再華傍註』には微母/*ｖ－／

は独立しておらず、ゼロ声母で読まれていることは明白となる。これは『正音

咀華』「傍注｣と同じであるが、同書の｢同音蕊注｣がその反切用法上、微母を独

立した声母として立てようとしたことと、『正音指掌』が微母を立てているこ
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とと好対照をなす。以下は明母に対して微母字で注している例であるが、いず

れも現代佛山方言で[ｍ－]声母を持つ字を意図的に使用している。

｢五百家姓」

幕(明・暮・合・－．去抓務(微・遇・合・三・去、佛山[mou22]）

牧(明・屋・合・三・入）：務(同上)入声

｢会話集」

陸(明・屋・合・三・入）：務(微・遇・合・三・去、佛山[mou22]）

暮(明・幕・合・一・去昨務(同上）

母(明・厚・開．－．上）：武(微・壁・合・三・上、佛山[moul3]）

§３．３『再華傍註』の韻母

○『再華傍註』の旧入声字について

以下のデータは｢五百家姓｣の声調の注記である。ここでは、入声に関する注

記が他の声調に比べて圧倒的に多いことから、声調に関しては入声に特別な注

意が払われていることがわかる。絶対数もさることながら、中古入声字の音節

全体に対する比率や機能負担量を考え併せると尚更である。注音方法としては、

まず瀞声字を付してその後に｢入声｣と書かれる。これはほとんど全ての入声字

に共通している。これが専語で三種類の入声韻尾/*－p//*－t//､－k/で読ま

れるところを、グロッタルストップ/*－２／で読むことを指示しているのか、

ただ単に短い音節で読ませることを示しているのかは不明である。

白(並・雨・開．二・入）：波(瀞・戈・合・－．平、佛山[ｐつ53])入声

薄(並・鐸・開．－．入）：波(鞠・戈・合・－．平、佛山[ｐ。53])入声

北(輔・徳・開．一・入）：波(輔・戈・合・－．平、佛山[ｐつ53])入声

その他、祝：澄屋反、杜：度、禍：賀遙合の例ように入声で読ませる注があ
ＣＯ

る一方で、楽：薬、楽：於餓合、蔀：詩夜合、列：利夜合、禄：路、越：月、

蒲：鋪、習：西衣反のように針声で読ませる例も散見される。少しの例外も無

視することはできないが、これらは｢官｣字、あるいは｢入声｣字の脱落とも考え

られる。やはり、全体的な編纂者の意図としては入声を独立した声調として立

てようとしている。以上のように、「五百家姓｣では入声韻尾を発音させる意思
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が明確に表れているが、「会話集｣では、入声を野声字で読ませている。

白(並・昭・開．二・入）：波(輔・戈・合・－．平、佛山[p。53]）

薄(並・鐸・開．－．入）：波(同上）

百(輔・'百・開．二・入）：波(同上）

日（日・質・開｡三・入）：二(日・至・開・三・去、佛山[ji22]）

日(同上）：易(以・街・開。三・去、佛山[ji22]）

以上のように、入声の扱いが｢五百家姓｣と｢会話集｣では異なっているが、こ

れは｢五百家姓｣が人の｢姓｣という固有名詞を列挙しているという特殊性を考慮

し、入声が保たれていると解釈することができる。

○『再華傍註』の精組支・之・脂韻字について

ここでは、『正音咀華』の章で分析を加えた結果が『再華傍註』で如何に扱

われているかを考察する。

｢五百家姓」

可(心・之・開・三・平）：絲(心・之・開・三・平、佛山[sy53]）

司(同上）：斯(心・之・開・三・平、佛山[sy53]）

｢会話集」

絲(心・之・開・三・平沖思(心・之・開・三・平、佛山[Sy53]）

櫛(心・支・開・三・平沖思(同上）

思(心・之・開・三・平）：士(崇・止・開・二・上、佛山[sy22]）

四(心・旨・開．三・去昨士(同上）

四(同上）：事(農・志・開．二・去、佛山[sy22]）

以上のように、精系支・之・脂韻字は鞘系の同韻あるいは、照母二等の同韻

で注音され、これらの音を注音するために用いられた字(｢思｣｢士｣｢事｣｢字｣｢自｣）

が他の音類の注音に用いられた事例は、一例もない。これは、「正音｣が精系止

摂字を他の照系止摂字と独立して扱っていることを示している。この点は、

『正音咀華』「傍注｣と差異はないが、『正音指掌』では中古止摂字に対する反

切下字は一律｢衣｣字を用い、反切ではこの区別を韻母ではなく、声母で表現し

ている。
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§３．４『再華傍註』の声調について(入声を除く）

ここでは｢五百家姓｣における声調注について論じる。この声調に関する注は

｢会話集｣には見られない。以下に見るように中古の平声字に対してはその清濁

に拘わらず平声と注記がされる(上声、去声も同様)。平声に関しては佛山音注

から次濁音声母とゼロ声母と音声実現されるであろう字が選ばれている。これ

は『正音咀華』「傍注｣においても同様な傾向が見られる。そして直音注で次濁

音平声のみが他の平声と異なった調類の字で注音されることとも関連するかも

しれない。しかし、『正音咀華』「傍注｣に見られるような上平、下平など各声

調が二つに分けられて注記される例はない。声調は平上去入の四声調体系であ

る。

平声郎(来・唐・開．－．平）：冷(来・榎・開・二．上、佛山[lanl3]平声

安(影．寒・開．－．平）：姿(影・諌・開・二・去、佛山[an33]平声

廃(明．支．開．三．平沖美(明・旨・開．三・上、佛山[meil3]平声

上声管(見、緩・合・－．上）：関(見・剛・合・二・平、佛山[kuan53]上声

左(精・野・開．－．上）：坐(従・果・合・－．上、佛山[t9つ13])上声

養(以・養・開・三・上昨央(影・陽・開．三・平)上声

去声賀(鹿・筒・開．－．去）：何(厘・歌・開．－．平、佛山[h｡42])去声

孟(明・映・開・二・去加豪(明・東・合・－．平､佛山[mon42])去声

暴(並・号・開．－．去沁包(輔・肴・開。二・平、佛山[pau53])去声

§３．５『正音再華傍注』の特徴

以上のように、『再華傍註』の音韻特徴について述べてきたが、語料が少な

いことと、「懸音｣を介在させていることにより音系全体を正確に再構成するこ

とはできないが、『正音咀華』との比較においてポイントとなる箇所は了解で

きたと思われる。『再華傍註』は書物のスタイルや音韻特徴において『正音咀

華』「傍注｣と極めて近似しているが、「傍注｣での豊富な音注や混乱を招く記述

が削ぎ落とされ、簡便になっている注'1。ただ、『正音咀華』が｢同音薬注｣と

｢傍注｣の間で明確な方針の違いが看取されたのに対し、『再華傍註』の｢五百

家姓｣と｢会話集｣の間には入声の項目を除いては大きな差異は見られない。こ
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れは『再華傍註』の注音形式が全て｢轡音｣を用いていることにも関連があると

思われる。本書は『正音指掌』の序文にその雷名が全く見えないことや『正音

指掌』より後に出版された事実から、『正音指掌』より後に編纂されたことは

明らかである。しかし、『再華傍注」は『正音指掌』から何をも継承せず、そ

れ以前に出版された『正音咀華』と同じ特徴を持っていることは、編著莎葬尊

の「正音」書の性格を考える上で重要であると思われる。

§５おわりに

本稿で扱った莎鉢尊の三醤の音韻特徴をまとめると以下のようになる。ここ

から、『正音咀華』「奨注｣と『正音指掌』が同じ特徴を持ち、『正音咀華』

｢傍注｣と『再華傍注』が同じ特徴を持っていることが看取される。

○：有×：無？:不明

『正音咀華』『正音咀華』『正音指掌』『再華傍註』『再華傍註』

「同音蕊注」「傍注」「五百家姓」「会話集」

尖団の別○×○××

微母の独立○×○××

日母の独立○×○××

入声○×○○×

声調の数５(含入声）？５(含入声）５(含入声）？

つまり、『正音咀華』の「藥注」の反切を継承して韻図としたのが、『正音

指掌』であり、「傍注」の手法を採用し、独立した宙物としたのが『再華傍註』

であると言える。図式化すると以下のようになる。

『正音指掌』

『再華傍註』

このように、莎葬尊の｢正音｣霞の中には｢正音｣と称して二つの音系が実現さ
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れている。従来の研究では、『正音咀華」の｢薬注｣の音系こそが｢正音｣である

と見られてきた。しかし、「傍注｣という別系統の音系があり、渉葬尊の著作で

別の一書として結実している以上、「傍注｣の音系も｢正音｣であるとも考えられ

る。『正音咀華』の成立後、『正音指掌』が欽定となり、「正音｣として朝廷か

ら認められたにもかかわらず、莎葬尊はさらにその後、それとは別系統の正音

害『再華傍註』を編纂する。莎葬尊が｢傍註｣＝『再華傍註』系統の音系にこだ

わったのは、莎葬尊の考える「正音」とは｢傍注｣＝『再華傍注』系統のもので

あったからではなかろうか。また、「傍注｣系統の音系がより実質に見合ってい

たからとも考えられる。『正音咀華』「薬注｣＝『切韻指掌』系統の反切が『同

文韻統』など先行する韻霞から引き写した形跡があること、また『正音指掌』

がその後欽定となることからその音系は保守的なものにならざるを得なかった

であろう。『正音咀華」「傍注｣では、尖音、団音は合流していることが確認さ

れるが、その後に成立し、欽定となった『正音指掌』では、その区分が保たれ

るよう注記されていることがその好例である。彼がそのような操作を行ったの

は「正音」としての音系には尖団の区分が不可欠であったからである。誤解の

無いように付言するが、それが意味するものは実際の口語レベルでの言語状況

が区別を持っていたということではなく、それが｢正音｣という作品として朝廷

から認められる、あるべき音系には必要だったということである。『回音正考』

序(道光十、1830年)には以下のくだりがある国2．

そもそも尖団の音は、漢文では用いられていない。そのため、文筆家の多

くは捨て去り、重んじない。博識で高尚な儒家、詩歌を作る文人は往盈にし

てロに出すやその音を失っているが、ただ戯曲作家だけはこれを重んじてい

るのである。惜しいことに諸盈の曲韻爾は南北、陰陽を分けるだけで、専ら

尖団は分けていない。尖団の音は翻訳家は決して捨ててはならない。それは

清文(満州語一筆者注)に尖団の二字があるからには、国名、地名、人名を音

訳する際には、必ず詳細に分けなければならないからである。存之堂がこの

－冊（『回音正考』のこと－筆者注)を編集したのは翻訳の為に作ったのであ

り、音韻の学問の為につくったのではないことは明らかである。
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道光十年(1830)はおおよそ『正音咀華」が成立した年である。この時にこの

ような認識があったことは注目されてよい。満州人である莎葬尊にとってこの

考え方が『正音指掌』の反切、満州語の注音を付加する際に大きな作用を及ぼ

したことは想像に難くない。
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＜注釈＞

’『正音咀華」凡例.+問｢何爲正音。答曰遵依欽定字典音韻剛微之字音即正音也」

2大田1951、ｐ28参照。

３『正音指掌』は反切スタイル、反切用字において大部分は『正音咀華』「棄注｣を継承

している。

`漉顧廷序：吾友莎秬香為恩東知名士、於醤無所不調所署、正音咀華一審明白簡要。

梁次楠序：秬香莎先生…中略…先撰正音咀華一審、首標切字準縄、次將千字文…

‘『正音指掌」「凡例」：－此瞥以中州韻為底本而参之以中原韻、洪武正韻、更探討於詩

韻輯略、五車韻瑞、韻府箪玉、五音篇海、南北音辨、康煕字典、音韻闘微諸密捜検二十

除職。恐見不到慮識者諒之。

．『康煕字典』凡例：今則悉用古人正音其他俗韻案置不録。

，『正音咀華』：用舌頭縮短貼緊上鰐誼

Ｑ『再華傍注』：皆轡音注正音、穿有圏者用官話音切。なお、ここで｢導音｣と呼ばれる

ものは現代語で｢佛山音｣でとりあえず代用する。それは、『正音咀華』「土音同正音異」

の条で同音となるペアを現代語と対照させた結果、佛山が最も高い一致性を見せたため

である。

．『正音咀華』には蕊：好亨切の注音がある。

'0｢秋：鍬｣のペアを例にとると、「秋｣は本文、「鰍｣は傍注、括弧（）の中は左から中古

の三十六字母、韻、開合、等位、声調を示す。

'１『再華傍註』にも合声反切が多用され、反切用字は『正音咀華』「傍注｣から引き写し

たとは言えないが、注音されている字やその音価は近似し、直音注と同様、新たに注を

付け直したものと思われる。また、「傍注｣で1,2例しか用例が見当たらない注は使用さ

れていない。

'2『回音正考』序本文：夫尖圏之音、漢文無所用。故操腿家多置而不講。錐博雅名儒、

詞林碩十件往一出口而失其音、催度曲者尚講之。惜曲韻諸密只別南北陰陽亦未専断尖團。

而尖圃之音翻認家絶不可魔。蓋涜文中既有尖團二字。凡遇國名、地名、人名醤還音慮、

必須詳辨。存之堂集此一冊蓋為翻課而作、非為韻學而作也明笑。
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書影１『正音咀華』 ｢同音薬注」
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醤影２『正音切韻指掌』
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