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1．はじめに  

近世江戸語では、「あぶない」と「あぶねえ」や「大学（だいがく）」と「大学（でえ  

がく）」のように、連接母音扇を含む形式と扇が長母音化したe：を含む形式の使用がよ  

くみられる（以後、連接母音由を含む形式を「ai形式」、長母音e：を含む形式を「e：形  

式」と呼ぶ）。これら2形式の出現分布には話者の社会階層が関与していることが先行研  

究で指摘されている1。ところが、近世江戸語資料『浮世風呂』『浮世床jにおける、否  

定助動詞2では、その変化が実現された場合に想定される対立3ナイと（ナイが長母音化  

した形である）ネエとは異なり、ヌとネエの使用が際立っていた（（1）（2））。   

よのこをし  （1）「世に埜旦奥は惜いことでござります」（鬼子『浮世風別三締）   

をんなりこう  （2）「女の利口はやくに阜頻」（指の先を洗ふかみさま『浮世風別二編）  

一方、現代東京語における否定助動詞は、ヌ対ネエという非対称的な対立とはなって  

いない。現代束京語りこおける否定助動詞は、標準形式として扇を含むナイを、その非  

標準形式5としてe：を含むネエを使用している（（3））。  

（3）現代東京語  

「遊びに行かない」 ・‥標準形式としてナイ  を使用  

「遊びに行かねえ」 ‥・非標準形式としてネエ を使用  

このことから、なぜヌ対ネエという非対称的な対立が、由形式とe‡形式の対立という  

一般的な対立へと至ったのかという問題が挙げられる。   

本稿では、『浮世風呂』『浮世床』に反映された言語から現代束京語に至る否定助動詞  

の変化の過程を探ることを目的とする。まず、その手がかりとして『浮世風呂』『浮世  

床』刊行以降の近世江戸語資料（『春色梅児営業』）を用い、否定助動詞の使用案態を探  

ることとする。  
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2．『浮世風呂』『浮世床』における否定助動詞  

2．1．中沢（2006）   

ここで、本稿の目的の前提となる、『浮世風呂』『浮世床』における否定助動詞の使用  

実態をみる。（4）は『浮世風呂』『浮世床』に現れた否定助動詞の全体数である。  

（4）『浮世風呂』『浮世床』における否定助動詞ヌ、ナイ、ネエの使用数  

否定助動詞 ヌ  ：143例  

ナイ（ai形式） ：10例  

ネエ（e：形式） ：591例  

（4）の使用数は、連接母音の長母音化という音変化から予測される結果（標準形式ナ  

イ、非標準形式ネエ）とは異なるものであった。この結果にもとづき、中沢（2006）で  

は、連接母音の長母削ヒという音変化の枠から外れた、否定助動詞の非対称的な対立の  

成立に至る過程とその要因について考察した。   

その結果、以下の点を明らかにした（（5））。  

（5）a．ヌとネエの使用がai形式とe；形式の使用と並行的な関係にあった。  

比較的上層話者がヌを、比較的下層話者がネエを使用する傾向がみられ  

た。  

b．（『浮世風呂』『浮世床』刊行以前の酒落本における調査から、）『浮世風呂』  

『浮世床』以前は、ヌ対ナイの使用であった。  

c．ヌとネエという、長母音化からみると変則的な対立が生じた要因は、「ヌ  

が有する上方（的）威信の関与」による。  

また、中沢（2006）では、現代束京語では標準形式としてナイを、非標準形式として  

ネエを位置づけることができるとした上で、『浮世風呂』『浮世床』のヌ対ネエから、現  

代東京語のナイ対ネエへと至った過程に閲し（6）のような可能性を指摘した。  

（6）「他の語（本稿注：否定助動詞以外の語）でもe：形式の変異形は由形式であり、  

ヌの勢力が減衰した後に、e：形式の対になるものとして扇を含むナイがくるこ  

とが考えられる。但し、これはネエの使用が江戸語において安定した形で継続  

的に存在したからこそ、他の語と同じ由対e：として歩調をあわせることができ  

たのである」（中沢（2006：103））  

しかしながら、中沢（2006）の指摘は、あくまで可能性であって江戸語の資料から導  

出した分析ではない。資料的な実証の必要性があると思われる。  
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2．2．否定助動詞に関する先行研究との関連   

否定助動詞に関する記述は、中村（1959）をはじめ多くの論考がある。これらは、観  

点の適いから概ね二つに大別できる（（7））。  

（7）a．（活用の整備などの文法的側面から）否定助動詞の使用案態を記述したもの  

b．上方的要素ヌ系からナイ系へ使用の移り変わりに焦点を当て記述したもの  

本稿の興味は、（7）のa・bに着日するというより、『浮世風呂』『浮世床」における  

ヌ対ネエの文体的対立から、どのような過程を経て現代東京語にみられるナイ対ネエヘ  

と至るのか、変化の過程について考察することにある。その点では、先行研究と興味の  

範囲が異なる。  

3．調査資料と考察対象  

3．1．調査資料  

『浮世風呂』『浮世床』に反映された言語における否定助動詞の分布（ヌ対ネエ）が、  

現代束京語の分布（ナイ対ネエ）にどのようにつながっているのか。その変化の過程を  

見るためには、まず途中段階の言語様相を捉える必要があるであろう。そこで本稿で  

は、調査資料として『浮世風呂』『浮世床』の約20年後に刊行されたといわれる『春色  

梅児誉美』（1832～1833年刊行）を使用する6。  

3徽2．考察対象   

用例の採取にあたって、（8）－（10）のような、会話文中にみられる3形式（ヌ、ナイ、  

ネエ）に限定した。表記に関しては、「ない」「なひ」はナイとして、「ねへ」「ねヱ」は  

ネエとして採取した。なおヌの中にはンも含んでいる。   

わるものそこうご   

たんじらう  （釦丹次郎はゆるしても、ゆるされぬはゆすりの悪漢、其処動くな  
（誉田次郎近常『春色梅児営美』後編）   

ちやうをとこたのみ  （9）お長さん、男といふものはどうもたのみになるやうで頼にならないもんだ  
（米八『春色梅児誉美j後編）   

つtlゐしにころ  （10）これからはおれが附て居らア。死たくツても殺しは迦ヨ  
（藤兵衛『春色梅児誉美』三締）  

本稿では、3形式のいずれもが現れうる形式についてだけ考察を行い、どの否定助動  
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詞がどれくらいの量で、そしていかなる理由で現れるかについて言及するものである。  

そのため、3形式の選択可能性のない「ます」「やす」などの丁寧語に接続する場合に関  

しては考察の対象外とした。  

4．調査結果  

（11）は、『春色梅児賛美』における否定助動詞（ヌ、ナイ、ネエ）の使用数を示した  

ものである。  

（11）否定助動詞 使用数  ヌ  ：61例  

ナイ（由形式） ：49例  

ネエ（e：形式） ：147例  

『浮世風呂』『浮世床』に反映された言語においては、扇形式のナイの使用は殆どみら  

れず、ヌとネエの使用が多いという結果であった（2節（4））。   

ところが釣20年後に刊行された『春色梅児営業』では、『浮世風呂』『浮世床』におい  

て殆どみられなかったナイの使用が増えている。これは、一般的な音変化から想定され  

る由形式とe：形式の対立とも、『浮世風呂』『浮世床』のヌとネエの対立とも異なる分布  

と捉えられる。   

そこで、これら3形式が、どのように使用されているのかを細かくみる必要がある。  

各形式に意味的差異がないとすれば、それらの出現には各形式が有する文体的特徴の関  

与が想定される。文体的特徴を明らかにするには、全体の使用数ではなく、3形式の話  

者別使用状況を把握する必要がある。次に、話者別使用状況をみる。   

5．話者別便用状況  

3形式の話者別の使用状況を示したものが表1・褒2である。衷1が男性話者群（話  

者：13人）を、衷2が女性話者群（話者：12人）を示したものである7。表では、ヌ使  

用の多い話者順に並べ、ヌ使用のない話者に関しては、ナイ、ネエ使用の少ない順に並  

べた。また表1・表2の右半分は（「あぶない」や「うまい」のような）否定助動詞以外  

の語（以後、「他の語」と呼ぷ）における個人別由形式使用数、e：形式使用数を示した8。  

『浮世風呂J『浮世床』の否定助動詞の分布と同様に、衰1の男性話者は主にヌとネエ  

に偏っているのに対し、表2の女性の使用分布はそれほどの偏りをみせていないことが  

わかる。『浮世風呂』『浮世床』の分布（ヌ対ネエ）と異なるのは、女性話者の分布であ  

るということになる。次に各形式について言及する。  
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〈轟1〉攣与惟前者（『容色梅坪ユ営業』）  

否碇助動詞  否定助動詞以外   

新 着   ヌ   ナイ   ネエ   扇形式  e：形式   

侍（誉田次邸近常）   23  

藤兵衛   9   43   67   45   

丹次郎   2   6   37   55   38   

櫻川啓孝   25   5   

岡八   3   

薯助   

蔭八   8   22   12   

話者不明（男）  

棒ぐみ  

文蔵  3   7   

啓助  2   2  

櫻川由次郎  3   8   3   

五四郎  6   30   10   

合 計   26   7   103   241   130   

（各形式使用率）   （19％）   （5％）   （76％）  

〈衣2〉女性請者（『容色楯児営業』）  

吾碇助動詞  否定助動詞以外   

請 瀦   ヌ   ナイ   ネエ   ぬ形式  e：形式   

お由の母   14   2  26  

藤兵衛の母   7   26  

81   3   

26   

3   

お由  6  2  2      米八  4  17  9  103    お長  3  16  口  128   4   

梅次  7   4   7   

番新  

密梅  4   5   

お阿  12   15   6   

合 計   34   42   39   437   51   

（各形式使悶率）   （30％）  （36％）  （34％）   
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5．1．ヌの使用   

ヌの使用は、武士（誉田次郎近常）やお由の母や藤兵衛の母、お由などにみられる。  

彼らは他の語では専ら扇形式を用いているが、否定助動詞に関しては主にヌを使用する  

話者であるといえる。  

ちかつねひとたの （12）この近常が人には頼まぬ  （誉田次郎近常『春色梅児誉美』後編）  

きやうだいたにんIlもとあつをとこようじん  （13）姉梯他人のはじまりとやら、ずゐぶん梯にはり合て、男をとられぬ用心しな  
（お由の母『春色梅児営業』四綿）   

ちようろげいしやばうたうせいおもみ  （14）女郎聾者でもか卓昼奥方が嘗世かと思って見ても、そうはない  
（藤兵衛の母『春色梅児誉美』四縮）  

例えば、武士である誉田次郎近常（（12））は、否定助動詞の場合ヌ専用話者（11例）  

であるが他の語においては扇形式専用話者であることがわかる。（13）（14）のお由の母、  

藤兵衛の母の場合も、他の語においては扇形式を専用に用いる話者であることがわかる。  

5．2．ナイの使用  

『浮世風呂』『浮世床』では、主にヌに対立する形式としてネエの使用がみられた。し  

かし『春色梅児誉美』における女性の発話にはナイの使用が多くみられる。一方、男性  

がネエの他に使用する形式は、ナイではなくヌである。（15）（16）は、丹次郎に対するお  

長、米八の発話である。お長、米八ともに比較的低年齢層とおぽしき女性である。   

じゆう 

（15）おまへに自由にあはれないとかなしいか わかゐと会おり  ら、どふぞして別れて居ても、時節  
かほふとこ （お長『春色梅児誉美』後編）  

なをこゝろのこかへ （16）わちきやア猶心が残って坂られないはねへ  （米八『春色梅児賛美』初編）  

5．3．ネエの使用  

（17）（18）は、お長に嫉妬している米八をたしなめる梅次と米八の発話である。（19）  

は、お長と偶然再会を果たした丹次郎のお長に対する発話である。   

ぢんすけ  （17）なんの坤。あんなひい＼／たもれを妬心することもねへ  
（梅次『春色梅児誉美』後編）  

ちやうりこうゆだん （18）お長さんが才子だから由断はならねへ  （米八『春色梅児誉美』後編）   
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けふ 

Aこ．l＿∴とふÅしゐあー】ゆめ （19）魔におらアおめへの弱を凍てばかり居たが、今日らこ、で逮ふとは、夢にも  
おもはねへ  （丹次郎『容色梅児営業』初編）   

藤兵衛や丹次郎など、畜産助動詞以外のe：形式使用の多い話者は、否定助動詞につい  

てもネエを使用する傾向がある。これは『浮世風呂』『浮世床』と同じ結果といえる。  

なお『春色梅児営美』では乳性がネエを多く使用する傾向がある9（（19））。  

『浮世風呂』『浮世床』では、ネエは比較的下層の話者から中間層、一〟一・邸の上層話者に  

至るまで使用し、男性に限らず女性の使用も多くみられたく）つまり話者の惟別よりも社  

会階層が関与的な条件として影響していたといえる。しかし、『春色梅児営業』ではネ  

エは羊に野性の使用に偏っており、女性の使用は（『浮世風呂』『浮世床』に比べると）  

少数である。   

これは、否定助動詞に限った特徴ではなく、ネエを含めた全てのe：形式に当てはまる  

傾向である。e：形式の使用が野性に偏っており、女性のe：形式使用が『浮世風呂』『浮  

世床』よりも顕著に少なくなっていることを『春色梅児営業』の分布は示している。こ  

れは現代東京語につながる特徴であるといえる。  

6．他の人憎本における否定助動詞使用状況  

前節までの調庶によって、『容色梅児潜別 における否党助動詞の使用案態を明らか  

にした。，『春色栂児営業』の否定助動詞の特徴は、この幣料だけの特殊な傾向なのであ  

ろうか魚1資料の結畢で否定助動詞の特徴を結論づけてしまうのは短絡的すぎるのでは  

ないか。よって、本節では『春色梅児営業』とほぼ同時期にFり行された2幣料川（『仮名  

文帝娘節用』『春色辰巳之園』）を用い、否定助動詞の使用数及び使用嚢態をみていくけ   

薮3～嚢6は、『仮名文車娘節用』『容色辰巳之風』における話者別便用状況を示した  

ものである。泰の構成は、5節の『容色檎児営業』における論者別使阻状況（喪1・衷  

2）と同じである（、   

〈姦3〉異性膳者（『仮名文革娘節用』）  

否定助動詞  奮起助動詞以外   

話 者   ヌ   ナイ   ネエ   扇形式  e：形式   

金五郎   34  72   116  88   

白歯   30  69  

文之丞   8  13  

目八   2  3   12   14   

■若者どもの一人   1  3   5   

金之助  2  14  

へぼ畜  16   7   

佐助  3   6   

合 計   75   2   82   248   116   
（各形式使用率）   （47％）   （1％）   （52％）   
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〈衰4〉女性話者（『仮名文革娘節用』）  

否定助動詞  否定助動詞以外   

話 者   ヌ   ナイ   ネエ   由形式  e：形式   

小さん   40   11   268   

紫雲   15   11  75   

金之助の乳母   9  1   48  

お雪の乳母   3  

お雪  28  

お雪の母親  2  4  

おたこ  1  

合 計   65   25   3   426   2   

（各形式使用率）   （70％）  （27％）   （3％）   

く表5〉男性語者（『春色辰巳之園』）  

否定助動詞  否定助動詞以外   

話 者   ヌ   ナイ   ネエ   扇形式  e：形式   

丹次郎   7  47   40   67   

鬼   3  

櫻川三者   2  1   2   5   過客 開  1  1  4   10   

老人  1  15  

寿楽  1   5   2   

櫻川由次郎  2   8   2   

櫻川新春  5   10   8   

鬼九郎  7   12   7   

合 計   13   2   67   102   92   
（各形式使用率）   （16％）   （2％）   （82％）   

〈表6〉女性話者（『春色辰巳之園』）  

否定助動詞  否定助動詞以外   

話 者   ヌ   ナイ   ネエ   扇形式  e：形式   

仇吉   4   21   57   164   69   

米八   2   23   16   182   43   

廷拝賀   4   5   24   7   

小滑  

お熊  2  7   

増吉  3   20   43   45   

お岩  4  6  

お番代  5  

増吉の母  1   7   3   

□唄妓  2   10   

○一○唄妓  2   4   5   

☆唄妓  2  2   

○唄妓  3   2   8   春吉      3   4   4   

仇菖の母  19   16   23   

合 計   7   58   131   466   220   
（各形式使用率）   （3％）   （30％）  （67％）   
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調査から、女性はヌ、ナイ、ネエ3形式を使用していることがわかる。一方、男性の  

ナイ使用は、幼児である金之助の2例、老人・閲の各1例があるのみで、成人男性は殆  

どナイを使用しない。つまり、本節で調査した2資料では、ナイの使用はほぼ女性に限  

定されているといえる。ナイ使用が女性に偏るという点で、2資料における否定助動詞  

の分布は、『春色梅児誉美』の結果と同じような傾向を示していると捉えられる。即ち  

『春色梅児誉美』の否定助動詞の分布は、資料の特性ではなく、その当時の否定助動詞  

の特徴をある程度反映しているということになる。  

『春色梅児誉美』や『仮名文章娘節用』『春色辰巳之園』にみられる特徴は、『浮世風  

呂』『浮世床』の否定助動詞の分布と比べて、ナイ使用の増大及び女性話者にほぼ限定  

されるという使用者の偏りがみられる。この点は、ナイが殆どみられなかった『浮世風  

呂』『浮世床』の次の段階の言語様相を示していると考えられるのである。次節では、  

『春色梅児誉美』の分布を基に否定助動詞の変化の過程について考察する。  

7．分析  

7．1．ヌとナイの違い   

前節では『春色梅児誉美』の否定助動詞の分布にみられる特徴（ナイ使用の増大・使  

用者の偏り）が、1資料だけの特徴ではなく、同時期の資料にも同様の傾向がみられる  

ことを確認した。『春色梅児誉美』に反映された言語が、『浮世風呂』『浮世床』に反映  

された言語と現代東京語との間にある段階の言語であると捉えると、否定助動詞の変化  

の過程として（20）のような可能性を挙げることができる。  

（20）   ①ヌ対ネエ → ②ヌ対ネエ  → ③ナイ対ネエ  

ナイ対ネエ  

『浮世風呂』『浮世床』 『春色梅児誉美』  現代東京語  

（20）の②は、同一言語社会に、ヌとネエ、ナイとネエという2種類の標準形式と非標  

準形式の対立が並存していると考える見方である。②の場合、ヌとナイとの間には、ネ  

エとの対比において発挿される標準的な価値という点に関して基本的には差がないと捉  

えることとなる11。では、話者によるヌとナイの使い分けがみられるのであろうか。こ  

こで、前掲の『春色梅児誉美』、『仮名文章娘節用』『春色辰巳之囲』における、ネエを  

除いたヌとナイ2形式の男女別使用率をみていく。  

－21－   



〈表7〉ヌとナイ男女別使用率  

男性  女性  男女合計  

合計数  使用率   合計数  使用率   合計数   

『春色棉児営業』   ヌ   26  43％   34  57％   60  

ナイ   7  14％   42  86％   49   

r仮名文章娘節用』   ヌ   75  54％   65  46％   140  

ナイ   2  7％   25  

F春色辰巳之園』   ヌ   13  65％   7  35％   20  

ナイ   2  3％   58  97％   60   

※標準形式の男女別使用率の計算式  

使用比率ナイ ＝  使用比率ヌ ＝  
男ナイ十女ナイ  男ヌ＋女ヌ   

標準形式である2形式の使用比率を比較すると、全ての資料において男性より女性の  

ナイ使用率が高くなっている。ヌとナイが標準形式という点で等価であるといっても、  

両形式には男女差という点で適いがみられる。そして、お長や米八のような、比較的低  

年齢層の女性がナイを採用する傾向がありそうである。   

約20年前に刊行された『浮世風呂』『浮世床』の場合、否定助動詞の使用には男女差  

による適いは認められなかった。むしろ、階層差による適いが重要であった。『春色梅  

児誉美』などの資料で、否定助動詞に性差の関与が窺える点は、『浮世風呂』『浮世床』  

と大きく異なる傾向であるといえる。   

2つの標準形式が併存している場合、女性は新しさの伴う形式を選ぶ傾向が、『春色梅  

児誉美』の調査ではみられた。   

今回の『春色梅児誉美』の事例では、典型的には女性の場合であり、男性に関しては  

ナイの使用があまりみられない。このことから、男性の場合は、まだ『浮世風呂』『浮  

世床』と同じようなヌとネエの対立となっていると捉えられよう。『春色梅児営美』の  

性差の問題が、中沢（2006）で挙げた「上方威信の減衰によってヌの使用が減少する」  

こととどのように絡んでくるかが、今後の課題である。  

8．まとめ  

8．1．まとめ  

『浮世風呂』『浮世床』のヌ対ネエと現代東京語のナイ対ネエ及び『春色梅児誉美』の  

対立、この3段階の特徴を示したものが（21）である12。  
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（21）畜産助勅綱時代別特徴 儀表  

打宰世風廿＝骨世昧j  『容色梅児営業』   現代龍宮譜   

倖叢の関与   ×   ○   

ヌの威倍   0   ○   ×   

ナイの拍硯   ×  
○  

（ヌと同じ位置づけ）   
○   

ヌ対ネエ   
ヌ対ネエ  

首成形式対．二裏ヒ  
ナイ対ネエ   

ナイ対ネエ  

基準＝○：みられる／△：少しみられる／×：殆どみられない  

本稿では、『春色栂児賛美』に反映された言語を調査したn『春色梅児営業』では、ネ  

エに対☆する標準形式としてヌとナイが併存していた様相が報える。非標準形式ネエに  

対する棟準形式であるという点には叢がないが、ヌとナイの使用には、性器という点で  

適いがぁられる－、里惰は、主にネエに対立する形式としてヌを用い、・肯女性は、ネエ  

に対斌する形式としてナイを使用していた。特に、ナイ使用の傾向は比較的低隼齢層の  

女性にみられた。▲惟凝による否定助動詞の使い分けは、『浮世凪捌『浮粒体．＝＝はなく、  

その点で『容色梅児営削は現代東京膳の段階に －歩近づいていると捉えられる。  

8．2．今後の展望  

『春色楯児営業』におけるヌ対ネエ、ナイ対ネエの露賠様相は、摘咽風剛『浮世床』  

のヌとネエの対立から、現代東京語のナイ対ネエにつながる過程を示しているものと捉  

えられる。そして、結果的に否定助動詞は他の語と同じ扇形式対e：形式という・般的対  

立に組み込まれていくと考えられる。   

またナイの台頭は、とこ方の文化的威信の滅襲に伴って、ヒ方語由来のヌが持っていた  

威倍も減楽したことが理由として挙げられるであろうく．ヌよりもナイがL層文体を杓う  

表現価値を持ち、女性、その中でも低年齢層から新たに採関していったと思われるu  

『春色梅児潜美』における否定助動詞の分布は、江戸語におけるヌの存托慮親が滞く  

なっていく過程の・断面を示しているともいえる。．  

注  

l松村（1998）、小松（19郎）、福塵（2002）蓼軋先行研究では、連接母音aiを扇形式のまま使悶す   

る蔽者の社会階層は比較的と層で、・方、連機母昏を長付削ヒしたeェ形式を僅閏する話者の社会隅瀾  

は比較的下層であることが指摘されている。  

2 本稿でIlう畜産助動詞は、動詞に謡接する否碇助動詞（ヌ、ナイ、ネエ）であるが、一部形簡網活用   

洒尾化した（ヌ）、ナイ、ネエも対象とする。例えば「（つまらぬ）、つまらない、つまらねえ」ヤ  
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「（たまらぬ）、たまらない、たまらねえ」である。これは形容詞であり意味的に否定ではないものの   

起源的には否定助動詞であり、ヌ、ナイ、ネエの3形式の対立に重点を置くため、考察対象として調   

査する。  

3 本稿では、「対立（contrast）」という用語を、語黎的・文法的意味を同じくしつつ表現価値において   

差異を生ずる複数の言語形式間にぁられる適い、というほどの意味で基本的に用いる。本稿で扱う   

「対立」は、以下の論の展開とともに明らかになるように、話者の社会階層上の適いを反映する使用   

文体についての対立であり、その対立を実際に形成する言語形式、即ちai形式とe：形式、ヌ、ナイ、   

ネエのそれぞれのありかたを議論しようとするものである。  

4 本稿でいう現代東京語とは、より厳密にいえば、口頭言層としての現代東京方言のことである。  

5 本稿では、社会的に高い評価が与えられている言語形式を標準形式と呼び、一－・方低い評価が与えられ   

ている言語形式を非標準形式と呼ぶことにする。ai形式とe：形式の場合、長母音化しない山形式は   

基本的に標準形式として捉えられ、長母音化したe：形式は非標準形式として位置づけられる。そして   

標準形式と非標準形式には、以下のような適いがみられる（（α））。  

（α）標準形式と非標準形式の適い  

社会的な評価   具体的内容の例   

・威信を持つ  
橡準形式  社会的に＋の評価を持つ      ・規範的であると捉えられる  

・使用者が社会的に優位な立場にあると捉えられる   

・野蛮・粗野であると据えられる  

非擦準形式  社会的に－の評価を持つ      ・靴っていると凍えられる  
・社会的に未成熟・玲弱であると捉えられる  

・使用者の知溝が低いと据えられる  

棟準形式と非標準形式は、社会的な評価と密接に結びついている。しかし、マイナスの評価を伴う非   

標準形式を仲間同士の連帯の証（so止dad吋）や、相手との親密度の大きさの証、当該のコミュニケー  

ションの場のbrmalityの低さの証として、敢えて用いる人々や、そのような場面もある。  

6 テキストとして、日本古典文学大系朗r春色梅児督美』（岩波番店 中村幸彦校注）を使用した。   

『春色梅児賛美』は、近世江戸語の代表的な人情本の1つである。為永春水の作によるもので、1832  

～1833年に刊行された。四編十二冊で構成されている。町春色梅児智美jを言語資料として用いてい  

るものに、中村（1959）、坂梨（1973）等がある。  

7 4節の（11）で示したr春色梅児智美』における全体の使用数（ヌとネエ）と、表1・褒2全体の合   

計数（ヌとネエ）が異なっている。それは、話者が特定できないヌとネエを外したことによる。極致   

話者の発話「三人（ヌ：1例、ネエ：5例）」として描かれていて話者が特定できないため、全体の使  

用数には反映させたが、表1・表2では除外した。  

8（「ハイ」のような）応答詞は対象外とした。また、漢字にルビが付されていない用例についても除外  

した。  

9 女性の使用するネエは、聞き手が女性である場合にほぼ限定されている。これはネエの使用には性別  

の他に、例えば（話し手と聞き手の）親疎関係などが関与していることを推測させるものだが、今は  

まだその点を検討する用意がない。なぜなら、物語の性質上、親疎関係を客観的に捉えることが難し  

いためである。  

10『仮名文章娘節用』は、曲山人の作で1831～1834年刊行。三締九巻。『春色辰巳之圃jは為永春水の  

作によるもので、1833～1836年刊行。四絹からなる。テキストとしてF仮名文車娘節用』は、有朋   

堂文庫（塚本哲三校注）のものを使用し、r春色辰巳之圃jは、日本古典文学大系餌『春色梅児春美j   

（岩波書店 中村幸彦校注）を使用した。  

11r春色梅児賛美』の「打消表現」について詳細に記述したものに中村（1959）がある。中村（1959）  
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は、ナイとネエの適いに閲し、以下のように述べている。  

①「「ない」と「ねえ」との聞には使用頻度にひらきがみえている」仲村（1959：107））  

②「「ない」は「ねえ」とはちがって、下層の人々に用いられることばではなく、比較的高い層  

のことばであったとみられることである」（中村（1959：10＆109））  

ネエとの比較で捉えた場合、ネエに対してナイの使用者が比較的上層であるという中村（1959）の指  

摘は、基本的に支持するものである。但し、中村（1959）では、女性のナイ使用が目立つという性差  

の偏りについては言及していない。  

12 分析にあたっては、明治、大正期における否定助動詞の使用額態も調査すべきであるが、ここでは適  

いのわかりやすさ、観察のしやすさを考慮して、現代東京語と比較を行う。  
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付記   

本稿は、2007年に筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科に提出した学位論文『江戸語にみられ  

る非標準的長母音形式の変遷』の一部に、加筆・修正を施したものである。  

（なかぎわ のりこ 大東文化大学 非常勤講師）  
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