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接続表現サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化 
 

川村祐斗（名古屋大学大学院人文学研究科日本語学分野・専門）  
 

要旨  
本稿では接続表現サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化の過程を記述した。従来“別れの挨拶語”

が明確に定義されず、サヨウナラ（バ）の歴史的把握は不十分であった。本稿では、“別れの挨拶語”

を「ある構成要素から成っていた表現が元の意味機能を希薄化させ、別れの場面において固定的に多用

される過程でその表現自体が一語化し、「別れ」の意味を表すようになったもの」とし、これに該当する

20 世紀初期の例を“別れの挨拶語”サヨウナラの確例とした。さらに、①「発話の直後にその場を離れ

る行動（離行行動）を伴うこと」、②「後件が明示されないこと（後件不明示）」という条件に基づき、

20 世紀初期頃までの用例を観察した。それぞれの条件の該当例は概ね近世では少なく、近代になると増

加する。また、各条件の使用率は上方関西よりも江戸東京で高いことが多い。このように具体的指標を

定め、東西差にも着目することで、サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化の過程を精緻化した。

 

1．はじめに  
“別れの挨拶語 1”サヨウナラは、接続表現サヨウナラ（バ） 2が変化したものである。接続

表現サヨウナラ（バ）は、前件（指示対象）の内容を仮定的に捉え、順当に続く内容を後件（主

節述語句）に導くという順接仮定条件の用法を持つ3 1 2 4。

(1) 中居その をい〳〵さあお二階へお出なんし 東 どこだ〳〵 そ ここに致しませう

 
1 先行論では「あいさつ言葉」（前田 1985、倉持 2013）、「挨拶表現」（田島 2018）等の呼称が用いられ

るが、本稿ではサヨウナラが一語として内容語化していることを重視し（詳細は 2 節）、“別れの挨拶

語”と呼称する。ただし、直接引用の場合はその限りでない。  
2 バを伴う形式を表す場合は「サヨウナラバ」、バを伴わない形式を表す場合は「サヨウナラ」、バを伴

う形式と伴わない形式を両方表す場合は「サヨウナラ（バ）」と表記する。「サヨウナラバ」には「さや

うなりや」、「サヨウナラ」には「さよなら」「さいなら」を含む。 
なお、“別れの挨拶語”サヨウナラは通常バを伴わない。サヨウナラバは“別れの挨拶語”化の過程

でバを伴わない形へ変化したと言える。そのため、バの有無という観点も、サヨウナラ（バ）の変化過

程を辿る指標となり得る。しかし、この変化については、接続辞ナラバからナラへという条件表現史に

おける変化を踏まえて考察する必要がある。本稿にはこれを論じるための用意がない。別稿に記す。 
3 サヨウナラ（バ）の中には“別れの挨拶語”とは言い難く、一方で順接仮定条件を表しているとも言

い難い例が存在する。

イ  女房「そふよ今夷庵から御酒や佳肴が来るから。こんだあ河岸へ行て舟を拵へておかつせゑ

市「あいと艫をかつぎ火縄筥をさげて河岸へ出て行 此内酒肴も来るゆへ二人も船へのりうつ

る 女房「左よふなら御機嫌よふ。明朝おかへりにおよりなされて。一盃めしあがりまし。

（江戸 明烏後の正夢 53-人情 1824_08010,58240）
(ｲ)のサヨウナラには後件があり、“別れの挨拶語”とは言えない。一方で、構成要素であるサヨウの

明瞭な指示対象が見出しにくく、順接仮定条件を表しているとも言えない。サヨウナラ（バ）はこのよ

うな例を経て“別れの挨拶語”化したと考えられる。そのため、サヨウナラ（バ）の変化過程を論じる

には(ｲ)のような段階を想定して記述すべきである。しかし、本稿ではこのような段階について論じる

ための具に乏しい。今後の課題とする。本稿では、順接仮定条件を表すサヨウナラ（バ）と順接仮定条

件を表さない（が、“別れの挨拶語”とも言えない）サヨウナラ（バ）を区別せず、便宜上一括して

「接続表現サヨウナラ（バ）」と称する。
4 用例の表記は原則使用資料に基づくが、読解の便宜のため私に表記を改めたり、情報を補足したりし

た箇所がある。また、調査対象とする言語形式等に下線を施す。用例末尾には地域、ジャンル、作品

名、刊行・初演・雑誌等掲載年、使用資料の頁数等を記す（適宜省略する場合がある）。「日本語歴史コ

ーパス」の用例の場合は地域、作品名、サンプル ID・開始位置の形態論情報を記す。 
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かね 文 何処でもよしさ そ さやうなら爰がお静でよふござりませふ（江戸 深川

新話 52-洒落 1779_01025,27240）

(2) いなか（略）だい〳〵こうをおたのミ申たいが、できませうかな てだい イヤ、それ

ハごきどくなことでござります。おのぞミならバ、じきにできます いなか さやうな

らバ、おたのミもふしますと、ぜに二百文つゝミてさしいだす。（江戸 噺本 落咄屠蘇

機嫌 1817 年 噺本大系 18p.124）

前件内容の指示は指示表現サヨウ、後件との接続は接続辞ナラ（バ）の機能である。“別れの挨

拶語”サヨウナラは、これらの機能が不明瞭化していると考える。

サヨウナラ（バ）については夙に多くの研究があり、歴史的様相の概略が示されている（湯

澤 1957、蜂谷 1983、前田 1985、諸星 1999、倉持 2013、濱田 2013、田島 2018 等）。18 世紀頃

まで接続表現として使用されたサヨウナラ（バ）が 19 世紀初期頃に“別れの挨拶語”に変化し

たというのが先行論における共通見解のようである。

しかし、“別れの挨拶語”化の時期を 19 世紀初期頃とするのは早計である。そもそもこれら

の先行論では何を以って“別れの挨拶語”と見なすのかが曖昧である。このことは、“別れの

挨拶語”の定義が明確になされず、解釈や不十分な条件に依拠した用例判断が行われてきたこ

とに起因すると考える。

たとえば、(3)(4)等の 19 世紀初期の例について田島(2018:14)は、「単独で使用されており、挨

拶表現として定着したことが確認できる」とする。

(3) あだもじ「ハイさやうならトこしをかゞめる（江戸  滑稽本  浮世床  1813-1814 年 新

編日本古典文学全集（以下：新全集）p.271） 

(4) 櫛八「ホイ、あの 儘
まんま

か。ハイさやうならト跡じさりにしきゐをまたぐと（同  新全集

p.274）  

“別れの挨拶語”についての明確な定義がないのみならず、単独かどうかを“別れの挨拶語”

であることの根拠としていることがわかる。確かに“別れの挨拶語”サヨウナラは接続表現サ

ヨウナラ（バ）のように前件・後件が必須でない。そのため単独で使用されることが多いと考

えられる。(3)(4)も“別れの挨拶語”のように捉えることは一見可能のように見える。

しかし、単独であるというだけでは“別れの挨拶語”であることの根拠にはならない。後述

するように、接続表現サヨウナラ（バ）は後件が明示されずとも使用可能なのである。(3)(4)は

接続表現のサヨウナラが別れの場面で使用されただけとも解釈できる。

田島(2018)を始めとする先行論では、このように“別れの挨拶語”の定義が曖昧なままサヨ

ウナラ（バ）について論じられている。“別れの挨拶語”はサヨウナラ（バ）の変化の結果で

ある。“別れの挨拶語”の定義が不明確であるということは、サヨウナラ（バ）の変化の結果

についての認識が不十分であるということである。その歴史的変化の様相の把握は、いっそう

不十分であろう。そこで本稿では、“別れの挨拶語”を明確に定義したうえで、具体的指標を

もとにサヨウナラ（バ）の歴史的変化の様相を把握することを目的とする。

また、サヨウナラ（バ）について論じるにあたり、東西差にも言及すべきである。別れの場

面で用いられる接続表現由来の表現については各地で分布が異なる 5。また、近世以降の接続表

 
5 『新日本言語地図』第 150 図では、「親しい友達に対して、別れの挨拶で「ではまた」と言うとき、

どのように言いますか」という質問に対する日本各地の回答結果が示されている。それによれば、東京

地方にジャー・ジャーマタ等、大阪地方にホナ・ホンナラ等が集中するといった地域差が看取される。
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現を調査した矢島(2013・2019)によれば、ソレデハが江戸東京語資料で、ソレナラ・ソウシタ

ラが上方大阪語資料で頻用されるといった東西差が報告されている。サヨウナラ（バ）も地域

によって異なる様相を示すことが予想される。

しかし、サヨウナラ（バ）に関する先行論では使用地域について断片的な指摘があるのみで

あり、統計的な実証は行われていない。その指摘も「“さやうなら”系の語は江戸言葉として

近世後期に発達してきたものらしい」（前田 1985:86、下線本稿筆者）とするものもあれば、「サ

ヤウ系統では、上方語で「さやうなら」、江戸ことばでぞんざいな「すんなら」が使われた」（森

田 1981:206、下線本稿筆者）とするものもあり、見解が一致していない。そこで本稿では、東

西資料を比較した統計的調査を行う。

本稿では、サヨウナラ（バ）という一形式を取り上げることで、接続表現が“別れの挨拶語”

化する仕組みについて解明するための一端を担えたと言える。また、接続表現の地理的分布の

整理に貢献するものと考える。

2．サヨウナラ（バ）の内容語化

本稿では、“別れの挨拶語”を「ある構成要素から成っていた表現が元の意味機能を希薄化

させ、別れの場面において固定的に多用される過程でその表現自体が一語化し、「別れ」の意味

を表すようになったもの」と定義する。サヨウ・ナラ（バ）という構成要素から成っていた接

続表現サヨウナラ（バ）は順接仮定条件の文法的意味を希薄化させ、後にサヨウナラという形

式それ自体で「別れ」の意味を帯びるようになったと考える。“別れの挨拶語”サヨウナラの

確例と見なすには、それ自体で「別れ」の意味を表していると言える例を探せばよい。

該当例は 20 世紀初期になると出現する。

(5) おくみ
﹅ ﹅

は坊ちやんをつれて門口で見送つた。「さ、こちらへ入らつして左様ならをなさ

いまし。（略）」と、おくみ
﹅ ﹅

は坊ちやまが車の背中の漆塗へ顔を写してゐられるのをこ

ちらへ引き放した。（小説 桑の実 1913 年 青空文庫 傍点原著）

(6) おくみ
﹅ ﹅

は久男さんを負
おぶ

つて後から門口まで附いて出た。「坊ちやんがお父さまに左様

ならでございますつて。」と、こちらから言ふと、（同）

(7) 「（略）九時までに来なくってはいかん。日本堤
にほんづつみ

分署
ぶんしょ

です。――浅草警察署の管轄内
かんかつない

の

日本堤分署です。――それじゃ、さようなら」と独
ひと

りで弁じて帰って行く。泥棒君も

続いて門を出る。（東京 小説 吾輩は猫である 1905 年 青空文庫）

(5)はサヨウナラが動詞句を構成する例である 6。「サヨウナラをなす」が「別れを告げる」の意

であると考えなければ文意が解釈できない。 (6)はサヨウナラが繋辞を後接する例である。「サ

ヨウナラでございます」が「お別れでございます」の意を表すと考えなければ解釈できない。

(7)はサヨウナラがソレジャと共起する例である。ソレジャが「接続」の機能を担い、サヨウナ

ラが「別れ」の意を表すと解釈するのが自然である。よって、サヨウナラがその形式自体で「別

れ」の意味を表すと解釈できるようになるのは、20 世紀になってからであると考える 7。

 
本稿との関連で言えば、サヨナラ・サヨナラマタが愛知地方ほか各地に点在する。 
6 動詞句構成例について蜂谷(1983:146)は「近代以降、「さようならをする」「さようならをいう」など

のように、感動詞からさらに別れの意を示す名詞としても用いられるようになる」と説明する。  
7 J.C.ヘボン著『和英語林集成』には、19 世紀後半頃からサヨウナラが「別れ」の意を表す形式として

使用されていた可能性を示す項目がある。次例のように、サヨウナラは Farewell や Good-bye、Good-
day に対応するものとして記載されている。
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サヨウナラが「別れ」の意を表すようになる変化は、内容語化として位置づけられる。内容

語化とは「新しい内容語を生産する通時的語彙変化」（小柳 2018:124）のことである。「語形成

の結果できた内容語や、構成体からできた内容語」（同:125）は「もとの要素の意味的な構造を

失う」（同）という特徴を持つ。サヨウナラ（バ）はサヨウ・ナラ（バ）という構成体が複合し

て変化したものである。(5)～(7)のサヨウナラはもとの内部要素であるサヨウ・ナラの意味構造

が喪失したことを表している。これらの形式の出現はサヨウナラ（バ）のもとの機能が希薄化

し、“別れの挨拶語”として定着したことの証左となる。

以上から、サヨウナラは 20 世紀初期頃までに「別れ」を表す専用形式として内容語化した

と考える。これを踏まえ、サヨウナラ（バ）がどのような変化過程を辿ったのか記述する。

3．調査資料  
本稿では、東西比較が可能となる 18 世紀後半から 20 世紀初期までの上方関西語・江戸東京

語資料を調査対象とした。近世では噺本・洒落本・浄瑠璃・歌舞伎脚本・黄表紙・滑稽本・人

情本作品から用例を得た。近代では関西弁話者の発話が豊富に得られる上司小剣の小説、東京

出身の作者による小説から用例を収集した。純粋な発話の用例のみを対象とし、発話の引用等

は除外した。なお、本稿では用例の出現状況等から、便宜上 1751～1875 年を近世（上方・江

戸）、1876～1925 年を近代（関西・東京）とする。詳細な使用資料の情報は本稿末尾に記す。  

ただし、近代の資料についてはいくつかの点で注意を要する。1 点目は、1876～1900 年の関

西語資料が得られなかったことから、当該時期において時代の断絶が存在する点である。2 点

目は、近代関西語資料として単一作者の作品のみを対象としたことによる偏りが、調査結果に

反映される可能性がある点である。3 点目は、東京出身の作者の作品を東京語資料として扱っ

ており、登場人物が純粋な方言としての東京語を話すわけではないという点である。近代小説

の会話文では、いわゆる“東京弁”ではなく、文体に適した規範的な表現が出現しやすいと考

える。よって、関西弁話者が登場する上司小剣の作品との比較条件が一致していない。4 点目

は、2 点目と通ずる問題であるが、東京語資料では複数の作品を対象としており、3 点目同様、

関西語資料と同じ条件による比較ができない点である。以上の点に関して、調査の際に注意し

なければならない。

本稿では資料の質・量ともに不十分ではあるが、本稿の課題について、一定の示唆は得るこ

とができると考える。今後、調査対象を増加し、統一された条件で東西比較されることが望ま

れる。以上を踏まえ、次節以降、調査内容について記述する。

4．調査の観点

サヨウナラ（バ）の用例を観察する指標として、次の条件を用いた。

・条件①「発話の直後にその場を離れる行動を伴うこと」

 
ロ  SAYO

―

NARA サヤウナラ interj. A salutation at parting, farewell, good-bye.  Syn. SHIKARABA, O-
SARABA.（和英語林集成初版 1867 年 飛田・李編 2000:323）

ハ  FAREWELL，Sayo
―

nara; osaraba; go-kigen-yoroshu
―

.（同 飛田・李編 2001:145）
ニ  GOOD-BYE, interj. Sayo

―

nara, go-kigen-yorashii.（和英語林集成再版 1872 年 飛田・李編 2001:166）
ホ  GOOD-DAY, interj. Konnichi wa, sayo

―

nara.（和英語林集成三版 1886 年 飛田・李編 2001:166）
ただし、『和英語林集成』の記述のみから、サヨウナラが 19 世紀後半には“別れの挨拶語”化していた

と考えるのは早計であろう。参考として記載するに留める。

＿

＿ ＿

＿

＿
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・条件②「後件が明示されないこと」

これらは、サラバの“別れの挨拶語”化の過程を記述した川村 (2018)で用いられたものと同じ

条件である。このような条件を設定することで、解釈に依らず客観的に用例を観察することが

できる。川村(2018)に倣い、条件①の「行動」を「離行行動」、条件②を「後件不明示」と呼ぶ。

条件①「発話直後にその場を離れる行動 離行行動 を伴うこと」は別れの行為という場面的

特徴に関わる条件である。“別れの挨拶語”サヨウナラは、「離行行動」とともに使用されるこ

とが多い。一方、調査結果を先取りするが、接続表現サヨウナラ（バ）は「離行行動」を伴わ

ずに使用可能であった。

(8) 乙ひめうなづき、さやうならバ、是を持つてお出と、例の玉手箱を渡されしかハ、（上

方 噺本 立春噺大集 1776 年 噺本大系 10p.237）

(9) 客 サア一ツのみな。 げい チト是はおゝさへ。 客 マア〳〵 （げい）さやうなら。

ト三味せんをかゝへて居ながら、さかづきをとる。（江戸 洒落本 傾城買四十八手  

1790 年 日本古典文学大系（以下：大系）59p.407）

サヨウナラ（バ）は「離行行動」を伴わずに使用可能であった段階から、徐々に「離行行動」

を伴う段階へ変化していったと考える。そこで、話者がサヨウナラ（バ）を含む発話の直後に

伴う行動に着目し、「離行行動」を伴う例が歴史的にどのように推移するかを調査した。

「離行行動」には次のような場合を含める。まず、その場を離れる行為（行く、出る、帰る、

去る、別れる等）またはそれに準ずる行為（出かけるために「靴を履く」等）が明示される場

合である。その他、「具体的な行動は描かれないが文脈から話者が場を離れたことがわかる場

合」(10)、「サヨウナラ（バ）の発話者ではなく聞き手が場を離れる、すなわち発話者が相手を

見送る場合」(11)、「結果として発話直後にその場を離れられなくとも、立ち去ろうとしたこと

が明白な場合」(12)も「離行行動」の該当例と見なす。

(10) 志「（略）死んだものは仕方がありませんからお念仏でも唱えてお上げなさい、左様な

ら」新「あれさ志丈さん、あゝ往
い

って仕舞った、お嬢が死んだなら寺ぐらいは教えて

くれゝばいゝに、聞こうと思っているうちに行って仕舞った、（略）」（東京 小説 怪談

牡丹燈籠 1884 年 青空文庫）

(11) ばんとう「（略）私
わし

が見舞
み め へ

に行
いつ

たら直
ぢき

に本復
ほんぷく

さ。ハイさやうなら 三人「アイト出てゆ

く（江戸 滑稽本 浮世風呂 1809-1813 年 大系 63p.184）

(12) 孝助は、「さようならば御機嫌よろしゅう」と玄関の敷台を下り草鞋を穿こうとする、

其の側へお徳はすり寄り袂を控え、涙に目もとをうるましながら、「御機嫌様よろし

く」と縋り付くを孝助は慰め、善藏に送られ出立しました。（東京 小説 怪談牡丹燈籠

1884 年 青空文庫）

条件②「後件が明示されないこと（後件不明示）」は、サヨウナラ（バ）の後件の有無という

統語的特徴に関わる条件である。後件が明示される場合、サヨウナラ（バ）は発話文頭または

発話文中に位置することになる。接続表現サヨウナラ（バ）は接続という機能上、前件・後件

が必須である。そのため、直後に語句・節等が続く位置（文頭・文中）に出現する場合が多い

のである。前件は相手の発話内容であることもある。この場合、同一発話内に前件が存在しな

いということであり、サヨウナラ（バ）は文頭に位置することになる(13)。 
(13) 中居その をい〳〵さあお二階へお出なんし 東 どこだ〳〵 そ ここに致しませう

かね 文 何処でもよしさ そ さやうなら爰がお静でよふござりませふ（再掲(1)）
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一方、後件が明示されない場合（後件不明示）は発話文末(14)または単独(15)で使われる。

(14) 熊吉もはじまらぬやうすと見てとり 熊 どれわたしも平さんさやうなら 平 まあ

ゑゑじやないか（上方 色深猍睡夢 52-洒落 1826_01026,53290）

(15) 旦那 ハテ、目出たいから買ふてこい。 徳内 左様ならと、徳内
マ マ

、徳利をもつて酒屋

へ行（江戸 噺本 馬鹿大林 1801 年 噺本大系 13p.315）

“別れの挨拶語”サヨウナラは接続の機能を果たさず前件・後件から独立している。そのため、

直後に語句や節が続かない場合が多い。よって、「後件不明示」は“別れの挨拶語”サヨウナラ

に顕著な特徴であると言える。

次例のように、サヨウナラ（バ）の直後が人名のみの場合、その人名を後件（呼びかけ）

と見なし「後件不明示」には含まない。

(16) 娘が桟橋
さんばし

を渡ッて、いよいよ船へ乗り込もうとして、こちらをふり向いて、「叔父様、

御機嫌よろしゅう。さようなら秀さん」ト言ッた声、名残りに残したその声がまだ四

方に消えぬ内、姿は船の中へ隠れてしまッた。（東京 小説 初恋 1889 年 青空文庫）

以上、条件①②に基づき、サヨウナラ（バ）の歴史を記述する。  
ただし、サヨウナラ（バ）がこれらの条件を満たしたからといって、“別れの挨拶語”と見な

すことはできない。たとえば、(17)は「離行行動」の条件を満たすが“別れの挨拶語”とは言

えない。(18)も「後件不明示」の条件を満たすが、明らかに“別れの挨拶語”ではない。(19)は

「離行行動」「後件不明示」どちらの条件も満たすが、「旦那」に言い渡された使いに行く場面

であり、サヨウナラが「別れ」の意を表しているとは言えない。

(17) 藤「馬鹿をいはずと早く行ねへ 由「さやうならば思ひきつてへい御機嫌ようと立出

る（江戸 春色梅児与美 53-人情 1833_02008,41720）

(18) 客 サア一ツのみな。 げい チト是はおゝさへ。 客 マア〳〵 （げい）さやうなら。

ト三味せんをかゝへて居ながら、さかづきをとる。（再掲(9)）

(19) 旦那 ハテ、目出たいから買ふてこい。 徳内 左様ならと、徳内
マ マ

、徳利をもつて酒屋

へ行（再掲(15)）

「離行行動」「後件不明示」は“別れの挨拶語”サヨウナラに必要な条件ではあるが、これら

の条件を満たせば必ず“別れの挨拶語”になるわけではない点で、十分な条件とは言えない。

本稿では“別れの挨拶語”サヨウナラに顕著な特徴として、サヨウナラ（バ）の変化過程を捉

えやすくするためにこれらの条件を設定したにすぎない。“別れの挨拶語”サヨウナラの確例

は、あくまで(5)～(7)のように形式それ自体で「別れ」の意を表すと解釈できる例である。「離

行行動」「後件不明示」を満たすことがすなわち“別れの挨拶語”サヨウナラであるということ

にはならない。

5．調査結果

5．1 「離行行動」の条件を満たす例について

「離行行動」を伴うサヨウナラ（バ）の推移を示す（表 1）。「全用例数」は当該時期におけ

るサヨウナラ（バ）の全用例数を指す（表 2・3 同様）。また、調査資料が得られなかった箇所

に斜線を施す（表 2 以降同様）。
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表 1）「離行行動」の条件を満たすサヨウナラ（バ）の歴史

表 1 から、近世上方で

は 1776～1800 年以降「離

行行動」の例が出現する

ことが看取される。

(20) 去ル人、なんぞ

風ウかわりの道具もとめ

んと、壱丁目筋うろり〳

〵と見廻り、将棊
しやうぎ

ばんの両めんハ有まいかと尋る。道具やもあきれながら、ハイ、出

来合ハござりませぬ。外に何ぞ御覧といふ。買人さやうならバ先よしと、又北へ行。

（上方 噺本 立春噺大集 1776 年 噺本大系 10p.239）

近世では、全体に対して該当例の占める比率はあまり高くなく、全体の 1～3 割程度で推移

する。この期はむしろ「離行行動」以外の行動を伴うことが多い。

(21) （おのぶ）ハイ。髪
かミ

ハ出来
で き

たが、かねがたらぬよつて、かりにいかねバならぬわいな

といへバ、おはぐろの鉄漿
か ね

ととりちがへ、そんならわたしが所にも少々
せう〳〵

あるよつて、

遠慮
ゑんりよ

ハない事。たくさんに御つかいなされといへバ、是ハ〳〵、さよならおかしなさ

るかとはいる。（上方 噺本 庚申講 1797 年 噺本大系 13p.139）

(22) 五 どふでやけた手がたではあるし。はなしのたねにうつくしもののねきで。寐て見ま

しよ 十 それもよかろ 中ゐ それはよろしうござりませう。さやうなら御酒はまは

して取ませうとさかづきをあづかり。小めろをよびふたりしてそこらをかたづける。

（上方 箱まくら 52-洒落 1820_01048,66930）

(21)(22)では「はいる」「あづかる」「よぶ」「かたづける」等の行動が明示される。近世上方で

は、サヨウナラ（バ）は「離行行動」に限らず範列的に様々な行動を伴えたと言える。

近代関西では、「離行行動」が全体の 7 割以上を占めるようになる。

(23) 武
たけし

は幾度
いくたび

か點頭
う な づ

ゐたが、振
ふ

り返
かへ

つて 私
わたし

に、『左様
さ や う

なら』と云
い

つて、裏門
うらもん

から歸
かへ

つて行
い

つた。（関西 小説 月夜 新小説 1909-4p.21）

(24) 『さいなら 8、…』『左樣なら大けに、…』近所の人々は、口々に挨拶して、長い土間

をぞろぞろと店先きから歸つて行かうとするので、 関西 狐火 60M 太陽

1917_04039,91000/91080

資料が限られるため推測の域を出ないが、近代関西では「サヨウナラ（バ）～」と発話すれば

その場を離れるということが定着しつつあった可能性がある。

近世江戸における「離行行動」の初出は次例である。

(25) 大 今に。来よふさあ〳〵後に〳〵 忠 幸 長 さよふなら。御機嫌よふ 里琴 お休ね

んしよ 大 なんと沢井氏。さつき来た。芸者とやらは。何んだかすつきり。おもしろ

ふもない。ものだの 沢 それでも。あれは忠治や幸治が。よつ程。勤ましたのさ（江

戸 南閨雑話 52-洒落 1773_01007,30970）

(25)では「離行行動」が明示的でない。しかし、「大じん」「忠治・幸治郎・長七」の別れのや

 
8 本稿の調査範囲で見られた「さいなら」8 例は、すべて近代の上司小剣作品の用例であった。「さいな

ら」が近代から出現するようになるのか、関西に特有の語なのか、上司小剣が好んで使用する語なのか

等の問が浮上するが、本稿ではこれらの問を扱うための用意がない。今後の課題とする。

1751-
1775

1776-
1800

1801-
1825

1826-
1850

1851-
1875

1876-
1900

1901-
1925

用例数 0 11 4 2 2 8
百分率 0.0% 26.2% 16.0% 20.0% 12.5% 72.7%

8 42 25 10 16 11
用例数 3 11 29 7 11 15 15
百分率 11.5% 26.8% 22.8% 17.5% 30.6% 60.0% 83.3%

26 41 127 40 36 25 18

近世 近代

上方
関西

江戸
東京

該当
例

全用例数

全用例数

該当
例
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りとりの後、「大じん」「沢井」の話題は「芸者」という全く別のものに移る。また、「忠治・幸

治郎・長七」はこの後一度も登場しない。文脈上「離行行動」が取られたことは明白である。 
近世では、該当例の全体に占める比率は上方同様 1～3 割程度で推移する。この期は「離行

行動」以外の行動が目立つ。

(26) 喜の そのおせけへもすんだ事だそうだ。もふここ切の事さ 女房 さやうなら。よふ

ござりますけどもと立て神だなのよこ手かたなかけへわきざしをかけ。しよくだいを

ともし手あぶりをかたよせて。盃だいをまん中へ出す（江戸 総籬 52- 洒落

1787_01065,100650）

(27) 初「おむさん、お背中
せ な か

をお出し
だ

遊
あそば

せ。お流
なが

し申ませう（略）初「サア〳〵お出
だ

し遊ばせ
あ そ

むす「ハイさやうならお出
だ

し 遊
あすば

しませう。ヲヽあつ おさめ「ヲヽあぶないどうお仕
し

だ（江戸 滑稽本 浮世風呂 1809-1813 年 大系 63p.205）

(28) 卒八「（略）ヤレ〳〵草臥
くたびれ

た〳〵、是でまづみんな片付
かたづい

た。」ト座になをり、「ヘイ左様

なら、おやくそくの、鉢
はち

肴
ざかな

をさし上ゲます。」ト、今の車をいだし、（江戸 滑稽本 花

暦八笑人 第三篇上冊 1821 年 小池 1942:126）

(26)(28)では「かける」「ともす」「いだす」等の行動が明示される。(27)では行動が明示されて

いないが、「むす」の発話内容から「背中を出す」行動が取られたことは明白である。近世江戸

では上方同様、サヨウナラ（バ）の直後に「離行行動」以外の様々な行動を取れたと言える。

近代東京では全体の 6～8 割以上が「離行行動」を伴う例である。

(29) 兜
かぶと

の緒を緊
し

めてくれる母親が涙を噛み交ぜ
か ま

て忠告する。（略）目の奥に止
とど

まるほどに

眤
した

しい顔をば「さようならば」の一言で聞き捨て、見捨て、さて陣
じん

鉦
がね

や太鼓に急
せ

き立

てられて修羅
し ゅ ら

の 街
ちまた

へ出かければ、（東京 小説 武蔵野 1887 年 青空文庫）

(30) 「（略）九時までに来なくってはいかん。日本堤分署
にほんづつみぶんしょ

です。――浅草警察署の管轄内
かんかつない

の

日本堤分署です。――それじゃ、さようなら」と独
ひと

りで弁じて帰って行く。泥棒君も

続いて門を出る。（再掲(7)）

以上、「離行行動」を伴うサヨウナラ（バ）について記述した。該当例は東西ともに 18 世紀

後半以降出現し、近代になるとまとまって見られるようになる。

先行論では 19 世紀初期頃に“別れの挨拶語”サヨウナラが出現するとされる（1 節）。この

ことを踏まえれば、当該時期における「離行行動」の比率が低いことは注目される。19 世紀初

期頃にサヨウナラが「挨拶表現として定着した」（田島 2018:14）のであれば、「離行行動」を伴

う例が 19 世紀初期以降増加傾向にあってもよい。しかし、該当例の比率が増加するのは、近

代になってからである。サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化が進行するのは、やはり近代

以降と考えるべきであろう。

5．2 「後件不明示」の条件を満たす例について

「後件不明示」のサヨウナラ（バ）の推移を示す（表 2）9。

 
9 次例は後件が存在するものと見なした。

ヘ  ばけものや〳〵、ばけものや〳〵。化
ば け

物よ。ハイ、御らふじませと、ズイト出したハ（絵）アヽ

今時取らぬ所だ。ズツトゑいのを出せ〳〵。ハイ左様
さ や う

なら（絵）ヱヽナンノこつたナ。コリヤ

なひ所だ。（江戸 噺本 仕形噺  1773 年頃 噺本大系 9p.302）
化物売りがサヨウナラ発話直後に売り物の化物を提示する場面である。テキストでは、用例の（絵）の

箇所に化物の絵が挿入されている。後件が言語化されておらず、一見「後件不明示」の例のようにも見
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し

だ（江戸 滑稽本 浮世風呂 1809-1813 年 大系 63p.205） 
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 以上、「離行行動」を伴うサヨウナラ（バ）について記述した。該当例は東西ともに 18 世紀
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代になってからである。サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化が進行するのは、やはり近代

以降と考えるべきであろう。 

 

5．2 「後件不明示」の条件を満たす例について 

「後件不明示」のサヨウナラ（バ）の推移を示す（表 2）9。 

                                                  
9 次例は後件が存在するものと見なした。 

ヘ) ばけものや〳〵、ばけものや〳〵。化
ば け

物よ。ハイ、御らふじませと、ズイト出したハ（絵）アヽ

今時取らぬ所だ。ズツトゑいのを出せ〳〵。ハイ左様
さ や う

なら（絵）ヱヽナンノこつたナ。コリヤ

なひ所だ。（江戸 噺本 仕形噺  1773 年頃 噺本大系 9p.302） 

化物売りがサヨウナラ発話直後に売り物の化物を提示する場面である。テキストでは、用例の（絵）の

箇所に化物の絵が挿入されている。後件が言語化されておらず、一見「後件不明示」の例のようにも見

－8－
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表 2）「後件不明示」の条件を満たすサヨウナラ（バ）の歴史

近世上方では「後件不

明示」の該当例は少なく、

全体の 1 割に満たない時

期もある。

(31) 新五「イザ、お

三人。」頼母「御老分なれ

ば、新五左殿。」亘利斎宮

「先
ま

づ〳〵。」新五「左様

ならば。」と皆々 目 礼
（もくれい）

、こなし 有
（あつ）

て、長門之介が前を丁寧
ていねい

に辞儀
じ ぎ

して通り、花道へ

行
い

て 立 並
（たち）なら

び、浪平に鳥渡会釈
（ちよつと）ゑしやく

して、 静
（しづか）

に向ふへ静々
しづ〳〵

と這入
は（いる）

。（上方 歌舞伎 韓人

漢文手管始 1789 年 大系 53p.281）

(32) 熊吉もはじまらぬやうすと見てとり 熊 どれわたしも平さんさやうなら 平 まあ

ゑゑじやないか（再掲(14)）

(33) 中 どふでもおかへりで厶リ升かヘイさようなら 手 大きにごくろう（上方 滑稽本

穴さがし心の内そと 幕末頃 近代語学会編 1974:464）

1901～1925 年の関西では「後件不明示」の例が増え、4 割以上を占めるようになる。

(34) 『さいなら。』『御機嫌さんで。』『また來まッせ。……待つておいでやすいな。』鶯の雛

は、船の上から小
ち

ひさな口を開
あ

けて、こんなことを、とり〴〵に言ひ〳〵した。（関西

小説 守護神 中央公論 1915-4p.213）

(35) 八角時計が、頭の上で四時を打つと、お針子たちは待ち兼ねてゐたやうに縫ひ物を取

り片付け、『お師匠
し

さん、さいなら。』と、銘々におちよぼ口
ぐち

をしながらお辭儀して、

赤い帯を見せつゝ、裏口から歸つて行つた。（関西 小説 髭 早稲田文学 1918-1p.113）

後述するように、同時期の東京語資料では「後件不明示」の例が 10 割を占める。この点を踏ま

えると、1901～1925 年関西の「後件不明示」の比率は決して高くはない。

近世江戸では 1775 年以降「後件不明示」の例が現れる。上方同様、比率は低い。

(36) 綱 まあ呑なんし 後 あい左様なら 半 さあ出しなせへ 後 つぎなさんな 半 な

ぜへ 後 まだお約束のお客がごぜんす（江戸 甲駅新話 52-洒落 1775_01010,54360）

(37) おみつ「（略）折角お里さんの志だから一つ呑なせへな「はい〳〵さやうならばと盃を

うける（江戸 明烏後の正夢  53-人情 1824_08014,47280）

(38) 髪結ひは、鬢
びん

盥
だらい

を直
す

ぐに引き下
さ

ゲ、「旦那さん、左様なら」と忙
いそ

がしそうに出
いで

て行く。

（江戸 滑稽本 妙竹林話七偏人 1857 年 興津 1983:上 196）

近代東京では 1876～1900 年で約半数、1901～1925 年で全用例が該当例であった。

(39) 孝「決して忘れません、さようならば」と孝助は母に別れて角屋へまいり（東京 小説

怪談牡丹燈籠 1884 年 青空文庫）

(40) 車夫が梶
かじ

棒
ぼう

をあげようとする時女将
お か み

が祝儀袋をその手に渡すのが見えた。「さような

ら」「お大事に」はばかるように車の内外
うちそと

から声がかわされた。（東京 小説 或る女

 
える。しかし、『仕形噺』は「文中に文字で書くべき所を絵で示す新趣向の噺本」（噺本大系 9p.327）で

あり、絵が文字と同等の働きを担うと考える。このように考えれば、(ﾍ)では化物の絵がサヨウナラの後

件に相当することになる。よって、本稿では「後件不明示」の例として計上していない。

1751-
1775

1776-
1800

1801-
1825

1826-
1850

1851-
1875

1876-
1900

1901-
1925

用例数 0 2 1 1 3 5
百分率 0.0% 4.8% 4.0% 10.0% 18.8% 45.5%

8 42 25 10 16 11
用例数 2 5 21 4 7 12 18
百分率 7.7% 12.2% 16.5% 10.0% 19.4% 48.0% 100%

26 41 127 40 36 25 18

近世 近代

上方
関西

江戸
東京

該当
例

全用例数

該当
例

全用例数
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1911 年 青空文庫）

近代になって「後件不明示」の比率が増加する点は関西と同様である。しかし、1901～1925 年

の関西では「後件不明示」の全体に占める比率は 5 割に満たない。このことを考慮すれば、近

代東京における「後件不明示」の増加の度合いはかなり大きいと言える。ただし、前述したよ

うに、関西・東京語資料には注意すべき点があり（3 節）、比較の条件が統一されていない。本

節における比較の結果は、あくまで目安としてのものである。

以上、「後件不明示」の条件を満たすサヨウナラ（バ）について記述した。該当例は東西とも

に 18 世紀後半から出現し、近代でまとまって見られるようになる。なお、東京の方が関西よ

り増加の度合いが大きい。

「離行行動」同様、先行論で“別れの挨拶語”サヨウナラが出現するとされた 19 世紀初期頃

において、「後件不明示」の比率は低い。19 世紀初期にサヨウナラ（バ）が“別れの挨拶語”

として定着しているならば、当該時期の「後件不明示」の比率が高くてもよいはずである。し

かし、「後件不明示」の比率が高くなるのは近代以降である。5.1 節の調査結果と併せて、“別れ

の挨拶語”サヨウナラの進行は近代以降であると言える。

5．3 「離行行動」「後件不明示」の条件を同時に満たす例について

表 3）「離行行動」「後件不明示」を満たすサヨウナラ（バ）の歴史

前節までは、「離行行動」

「後件不明示」それぞれ

の条件を満たすサヨウナ

ラ（バ）の歴史を記述した。

本節では両条件を同時に

満たす例の歴史を記述す

る。これには別々に記述

したそれぞれの指標の関

連性を見出す意図がある。サヨウナラ（バ）全用例に対する該当例の歴史を示す（表 3）。

近世上方では該当例が(41)(42)のみである。

(41) （去人）此辺に見通
とふ

しさまがござりますときゝましたが、向ひの山伏
やまぶし

さまでござりま

すかと尋ぬれバ、ハイ、左やうでござりますけれど、あれハ大へたてござるゆへ、外

をお頼なされませときいて、左やうならバと行過るを、（上方 噺本 夕涼新話集 1776

年 噺本大系 10p.306）

(42) 新五「イザ、お三人。」頼母「御老分なれば、新五左殿。」亘利斎宮「先
ま

づ〳〵。」新五

「左様ならば。」と皆々 目 礼
（もくれい）

、こなし 有
（あつ）

て、長門之介が前を丁寧
ていねい

に辞儀
じ ぎ

して通り、

花道へ行
い

て 立 並
（たち）なら

び、浪平に鳥渡会釈
（ちよつと）ゑしやく

して、 静
（しづか）

に向ふへ静々
しづ〳〵

と這入
は（いる）

。（再掲(31)）
近世上方では、サヨウナラ（バ）を含む発話の直後に様々な行動を伴えた（5.1 節）。(41)「行

過る」・(42)「向ふへ静々と這入」も、その様々な行動の 1 つであろう。“別れの挨拶語”とし

て使用されたというよりも、接続表現としてのサヨウナラバが偶然、その場を離れる行為とと

もに使用されただけであると考える。

近代関西では一定数該当例が見えるが、比率はそれほど高くない。

(43) 八角時計が、頭の上で四時を打つと、お針子たちは待ち兼ねてゐたやうに縫ひ物を取

1751-
1775

1776-
1800

1801-
1825

1826-
1850

1851-
1875

1876-
1900

1901-
1925

用例数 0 2 0 0 0 4
百分率 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4%

8 42 25 10 16 11
用例数 0 0 15 1 5 11 15
百分率 0.0% 0.0% 11.8% 2.5% 13.9% 44.0% 83.3%

26 41 127 40 36 25 18

該当
例

該当
例

全用例数

全用例数

上方
関西

江戸
東京

近世 近代
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り片付け、『お師匠
し

さん、さいなら。』と、銘々におちよぼ口
ぐち

をしながらお辭儀して、

赤い帯を見せつゝ、裏口から歸つて行つた。（再掲 (35)）

近世江戸では 19 世紀以降、該当例が見られるようになる。

(44) 旦那 ハテ、目出たいから買ふてこい。 徳内 左様ならと、徳内
マ マ

、徳利をもつて酒

屋へ行 再掲(15)

近世江戸では 2 条件を同時に満たす例があまり多くないが、近代東京では該当例の比率が高

くなる。特に 1901～1925 年では、同時期の関西と比べて使用率が著しく高い（繰り返すが、条

件の整った比較ではない）。  

(45) （小）わたしも少
すこ

し用
よう

があるから。イヽエ。また後
のち

にでなほしてこやうヨ。左様
さ や う

なら

ツと棄
すて

ぜりふ。小年
こ と し

ハいそしく會釋
ゑしやく

して。小褄
こ づ ま

かゝげてたちかへりぬ。（東京 小説 当
世書生気質 1885-86 年 p.346） 

(46) 「（略）九時までに来なくってはいかん。日本堤
にほんづつみ

分署
ぶんしょ

です。――浅草警察署の管轄内
かんかつない

の

日本堤分署です。――それじゃ、さようなら」と独
ひと

りで弁じて帰って行く。泥棒君も

続いて門を出る。（再掲(7)） 

以上、「離行行動」「後件不明示」を同時に満たす例について記述した。東西どちらの地域に

おいても概ね、近世では該当例が少なく、近代に増加するという結果を得た。なお、東京の方

が関西に比べて使用率が高い。前節までの記述から、「離行行動」「後件不明示」それぞれの条

件を満たす例は近代以降増加することがわかっている。本節の結果は、それぞれの条件の歴史

と軌を一にするということである。また、近代特に 20 世紀初期に「離行行動」や「後件不明

示」の条件を満たす例が増加することは、“別れの挨拶語”サヨウナラの確例が 20 世紀初期に

出現すること（2 節）と矛盾しない。

それでは、調査結果の見方を変えてみると、どのような結果が得られるだろうか。表 3 では、

サヨウナラ（バ）全用例数を分母とし、「離行行動」「後件不明示」を同時に満たす例の比率を

示した。それに対し次の表 4 では、「後件不明示」の条件を満たすサヨウナラ（バ）のうち、

「離行行動」の条件を満たす例の比率を示す。表 4 の「全用例数」は「後件不明示」を満たす

サヨウナラ（バ）の数を表す。その数値は表 2 における「該当例」の「用例数」に一致する。

表 4）「後件不明示」該当例のうち「離行行動」を満たすサヨウナラ（バ）

近代関西では「後件不

明示」5 例のうち 4 例が

「離行行動」も満たして

いる。サヨウナラ（バ）全

用例から見れば 2 条件を

満たす例の比率は低い

（表 3）。一方、「後件不明

示」を分母にすると該当

率は 8 割を占める。近代関西では「後件不明示」のサヨウナラ（バ）の殆どが「離行行動」を

伴う場面で使用されるということである。  
近世江戸では、時期による多寡はあるが、概ね 19 世紀初期以降「後件不明示」を満たす例の

うち「離行行動」も満たす例の比率が高い。サヨウナラ（バ）全用例を分母とする、2 条件を

同時に満たす例の比率は低い（表 3）。それに対し、「後件不明示」を分母とした該当例の比率

1751-
1775

1776-
1800

1801-
1825

1826-
1850

1851-
1875

1876-
1900

1901-
1925

用例数 0 2 0 0 0 4
百分率 － 100% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0%

0 2 1 1 3 5
用例数 0 0 15 1 5 11 15
百分率 0.0% 0.0% 71.4% 25.0% 71.4% 91.7% 83.3%

2 5 21 4 7 12 18

上方
関西

江戸
東京

該当
例

全用例数

全用例数

該当
例

近世 近代
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は 19 世紀初期の時点で既に高い。すなわち、19 世紀初期以降の江戸では、「後件不明示」を満

たすサヨウナラ（バ）の殆どが「離行行動」を伴う場面で使用されるということである。  

19 世紀初期は、先行論で“別れの挨拶語”が見られるようになるとされた時期である。しか

し、当該時期の例を“別れの挨拶語”であると断定するのは早計である。本稿の調査から言え

ば、江戸における 19 世紀初期は、「離行行動」を伴う場面で、「後件不明示」の形のサヨウナラ

（バ）の使用率が増加する時期ということになる。“別れの挨拶語”ではなく、後件を言語化

しない形の接続表現サヨウナラ（バ）が、その場を離れたり離れる人を見送ったりする場面で

使用され始めたにすぎない。近世ではサヨウナラ（バ）全用例数に対する該当例の数も少なく、

“別れの挨拶語”として定着した段階とは言えないだろう。  

また、その使用率の増加は、上方関西と比べ江戸東京で先行する。従来、“別れの挨拶語”

サヨウナラの東西差については断片的な指摘があるのみであり（森田 1981、前田 1985）、また

その見解も一致していなかった。本稿では、“別れの挨拶語”サヨウナラに顕著な特徴を条件

とする例の増加が江戸東京で先行することを統計的に実証した。なぜ江戸東京で先行するのか

の解明は今後の課題である。

6．おわりに

本稿では接続表現サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化の過程を記述した。従来定義され

てこなかった“別れの挨拶語”を「ある構成要素から成っていた表現が元の意味機能を希薄化

させ、別れの場面において固定的に多用される過程でその表現自体が一語化し、「別れ」の意味

を表すようになったもの」とし、この定義に合う 20 世紀初期の例を“別れの挨拶語”サヨウ

ナラの確例とした。

さらに、“別れの挨拶語”サヨウナラに顕著な次の特徴を条件とし、用例を観察した。

・条件①「発話の直後にその場を離れる行動（離行行動）を伴うこと」

・条件②「後件が明示されないこと（後件不明示）」

本稿では次の結果を得た。条件①「離行行動」を満たすサヨウナラ（バ）は近世では少なく、

近代になると増加する。条件②「後件不明示」を満たすサヨウナラ（バ）も近世では少なく、

近代になると増加する。サヨウナラ（バ）全用例に対して「離行行動」「後件不明示」を同時に

満たす例も近世では少なく、近代になると増加する。「後件不明示」の条件を満たすサヨウナラ

（バ）のうち「離行行動」の条件も満たす例の比率は、江戸では 19 世紀初期以降高い。このよ

うに具体的指標を定めることで、サヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化の過程を精緻化した。

本稿では、接続表現が“別れの挨拶語”化する仕組みを解明するための一端を担うことができ

たと考える。

また、各条件の使用率は上方関西よりも江戸東京の方が高いことが多く、使用率が高くなる

時期も江戸東京で先行する。本稿では、従来断片的な指摘のみであったサヨウナラ（バ）の頻

用地域について、統計的に実証した。これにより、接続表現の地理的分布について把握する一

助となったと考える。

以上の議論の確度を高めるには、資料の質・量ともに増やした調査を行い、さらに検討を重

ねる必要がある。

本稿で扱った「離行行動」や「後件不明示」の条件だけでは、サヨウナラ（バ）の“別れの

挨拶語”化について論じるには不十分である。接続表現のうち“別れの挨拶語”化するのは、
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サラバやサヨウナラ（バ）といった順接仮定条件を表す形式のみである。いずれも構成要素で

ある指示表現（サ・サヨウ等）や接続辞（バ・ナラ（バ）等）の機能が、“別れの挨拶語”化

の過程で不明瞭化していく。本稿で“別れの挨拶語”サヨウナラの確例とした 20 世紀初期の

例(5)～(7)も、指示表現や接続辞の機能が不明瞭化していると考える。よって、“別れの挨拶語”

の成立過程について論じるには、指示詞や条件表現といった文法事項を指標とすべきである。

本稿ではサヨウナラ（バ）の“別れの挨拶語”化の過程を記述したものの、指示表現や接続辞

の機能の不明瞭化については殆ど言及できていない。今後の課題とする。

＜使用資料・データベース＞  

一部記号で示す。※刊行・初演等の地域が不明の資料や上方関西・江戸東京に該当しない資料は除外

〇…国立国語研究所 (2020)『日本語歴史コーパス』（データバージョン 2020.03, 中納言 2.5.2）

https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj（2020 年 7 月 20 日確認）短単位検索、検索条件①「キー 語彙素

読み="サヨウ" AND 品詞 LIKE "形状詞%" 」 うちナラ（バ）を後接する例を目視で確認 、②「キー

語彙素読み="サヨウナラ"」

△…『新編日本古典文学全集』小学館：ネットアドバンス「ジャパンナレッジ Lib」https://japanknowledge-

com/（2020 年 8 月 10 日確認）詳細（個別）検索、検索文字列「さやう」「左様」「さよふ」（うちナラ（バ）

を後接する例を目視で確認）「さよなら」

□…『日本古典文学大系』岩波書店：国文学研究資料館「日本古典文学大系本文データベース」

http://base1.nijl.ac.jp/~nkbthdb/（2019 年 7 月 8 日確認）検索文字列「さやう」「左様」「左やう」「さ様」

（うちナラ（バ）を後接する例を目視で確認）

◇…武藤禎夫・岡雅彦編『噺本大系』東京堂出版：国文学研究資料館「噺本大系本文データベース」

http://base1.nijl.ac.jp/infolib/（2020 年 7 月 30 日確認）検索文字列「さやう」「左様」「さやふ」「さよう」

「さよふ」「左やう」「さ様」（うちナラ（バ）を後接する例を目視で確認）「さよなら」

▽…「青空文庫 Aozora Bunko」https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 8 月 11 日確認）

◎…『CD-ROM 版新潮文庫の 100 冊』新潮社

【上方】[1751-1775]噺本：軽口片頬笑 軽口大黒柱…◇、歌舞伎：幼稚子敵討…□、洒落本：異本郭中奇

譚…○、[1776-1800]浄瑠璃：新版歌祭文 繪本太功記…□、噺本：夕涼新話集 年忘噺角力 立春噺大集

時勢話綱目 歳旦話 滑稽即興噺 軽口筆彦噺 鳩潅雑話 雅興春の行衛 庚申講 新話違なし 曲雑話…◇、

歌舞伎：韓人漢文手管始…□、洒落本：風流裸人形 北華通情 南遊記…○、[1801-1825]噺本：笑の友 新

撰勧進話 麻疹噺 玉尽一九噺 会席噺袋 臍の宿かえ 花競二巻噺 春興噺万歳…◇、洒落本：嘘之川 竊潜

妻 誰が面影 粋の曙 箱まくら…○、[1826-1850]噺本：落噺顋懸鎖 落噺千里藪 大寄噺の尻馬初編…◇、

洒落本：色深猍睡夢…○、[1851-1875]滑稽本：諺臍の宿替…武藤禎夫校訂解説(1992)『諺臍の宿替』太平

書屋、穴さがし心の内そと…前田勇(1974)「穴さがし心の内そと」近代語学会編『近代語研究』4 武蔵野

書院 pp.429-484

【関西】[1901-1925]月夜…新小説 1909/4、木像…読売新聞 1910/5-7、筍婆…中央公論 1914/4、守護神…

中央公論 1915/4、二代目…中央公論 1916/9、狐火…○ 太陽 1917/4 、髭…早稲田文学 1918/1

【江戸】[1751-1775]噺本：都鄙談語三篇 仕形噺 御伽噺 坐笑産 近目貫 稚獅子…◇、洒落本：郭中奇譚

南閨雑話 甲駅新話…○、[1776-1800]浄瑠璃：伊賀越道中雙六…□、碁太平記白石噺…△、噺本：乗合

舟 気のくすり 大御世話 年の市 春帖咄 福茶釜 間女畑 喜美談語 詞葉の花 無事志有意…◇、洒落本：

当世左様候 深川新話 総籬 仕懸文庫…○、道中粹語録 傾城買四十八手 錦之裏…□、黄表紙：敵討義女

－13－



Nagoya Linguistics 第 15 号 
 
英…□、[1801-1825]噺本：馬鹿大林 滑稽好 落咄臍くり金 一口饅頭 御贔屓咄の親玉 花の咲 珍学問 笑

府商内上手 落咄腰巾着 諢話江戸嬉笑 山の笑 富久喜多留 落咄熟志柿 落咄屠蘇機嫌 一雅話三笑 無塩

諸美味 落噺屠蘇喜言…◇、歌舞伎：名歌徳三舛玉垣 お染久松色讀販…□、洒落本：花街鑑…○、滑稽

本：東海道中膝栗毛 浮世床 酩酊気質…△、浮世風呂…□、花暦八笑人 春の部～三編追加 …小池藤五

郎校訂(1942)『花暦八笑人』岩波書店、人情本：明鳥後の正夢…○、[1826-1850]噺本：十二支紫 延命養

談数 百歌撰 笑語草かり篭 落噺年中行事 はなしの種 百面相仕方ばなし 昔はなし…◇、洒落本：花街

寿々女…○、滑稽本：花暦八笑人 四編上巻～五編下之巻 …小池藤五郎校訂(1942)『花暦八笑人』岩波書

店、人情本：仮名文章娘節用 春色梅児与美 恋の花染 春色辰巳園 花廼志満台…○、[1851-1875]噺本：

春色三題噺初編…◇、歌舞伎：小袖曽我薊色縫…□、滑稽本：妙竹林話七偏人…興津要校注(1983)『妙竹

林話七偏人（上）（下）』講談社、安愚楽鍋…○、人情本：春色連理の梅 春色江戸紫…○、春色恋廼染分

解…浅川哲也(2012)『春色恋廼染分解 翻刻と総索引』おうふう

【東京】[1876-1900]小説：怪談牡丹灯籠 武蔵野 初恋 金色夜叉…▽、大つごもり 十三夜 たけくらべ

わかれ道…◎、当世書生気質…坪内雄蔵(1885)『当世書生気質』晩青堂（国立国会図書館デジタルコレク

ション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/887445/ 2020 年 8 月 3 日確認）、 [1901-1925]小説：吾輩は猫で

ある 或る女…▽、友情 痴人の愛…◎、其面影 三四郎…『CD-ROM 版明治の文豪』新潮社

【その他】小説：桑の実…▽、辞書：和英語林集成…飛田良文・李漢燮編(2000)『ヘボン著 和英語林集

成 初版・再版・三版対照総索』（第二巻）港の人・同 (2001)『ヘボン著 和英語林集成 初版・再版・三版

対照総索引』（第三巻）港の人
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