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序言 

 

 「思言」の第２号をお届けする。本集は東京外国語大学の風間ゼミを中心とする記述言

語学研究室での諸研究の成果をまとめたものである。特に、本研究室での修論演習・卒論

演習がそのもとになっている。 

 

 創刊号は 2006 年 3 月に刊行したが、年度末であったためにいろいろな意味での困難があ

った。次号はより余裕を持って刊行したいと考え、前もって準備を進めていたはずであっ

たが、他の仕事にかかっているうちに少しずつ後回しになってしまった。年間のスケジュ

ールをしっかり確定してすすめていくことの重要性を痛感した。第３号への教訓としたい。

今後はできれば 7 月もしくは 10 月に刊行できるような体制を整えたいと考えている。 

 

 さいわいに今のところはゼミ希望者が多いため、今年度も多様なテーマに関する卒論・

修論の要旨から後半部の内容を構成し、刊行することができた。ただしその内容や体裁・

形式に関してはまだまだ未熟であると思う。指導教員の力不足も大きな原因であるが、自

身も精進するとともに、こうした『思言』での蓄積、伝統の形成によって少しずつでも質

の高いものにしていきたいと考えている。読んでくださった方々からは、今後も広くご批

判ご叱正を賜りたい。 

 投稿論文に関してであるが、今後は外部からの投稿を受け付け、より開かれた紀要にし

ていきたいと考えている。執筆要項については現在整備・検討中である。 

 

 今回の印刷・刊行に関しては東京外国語大学学部の競争的経費を申請し、その援助を賜

ることができた。記してお礼申し上げる。 

 

この第２号の編集にあたっては、張盛開さんが中心になって尽力してくださった。ゼミ

の院生・学部生諸氏もよく手伝ってくれた。ここに記して感謝の意を表する次第である。 

重ねて、読んでくださった方の、率直且つ厳しい批判をお願いしたい。 

 

2007 年１月 

風間伸次郎 
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チベット語アムド方言の敬語  

 

海老原志穂  

 

キーワード：チベット語 , アムド方言 , 敬語  

 

1 はじめに 

チベット語の文語および口語諸方言には , 敬意を表すための一連の言語形式  （敬

語） が存在する。チベット語における敬語については , 特に, 中央チベットのラサ方言  

（北村  1974, Denwood 2000） やラダック方言  （Koshal 1979, Koshal 1987） につい

てまとまった研究がある。ラサはかつて , チベットの政治 , 文化的な中心であり, 固定的

な階層社会であったために , その反映として敬語が発達したものと考えられている  （北

村  1974: 70-71, Denwood 2000: 215, Kraft & Hu 2000: 47）。ラダックも以前は一つの

王国として機能していたため, 明確な社会階層が存在していた（Koshal 1987: 152）。 

本論文では , 従来 , ほとんど扱われてこなかった , 東北チベットのアムド方言におけ

る敬語を考察対象とする。豊富な表現形式をもつラサ方言の敬語に比べ , アムド方言

の敬語は語彙も少なく , 使用の対象も限定されている。本稿では , アムド方言の敬語

の使用対象とその語彙を示し , どの品詞によって , また , どのような方法による敬語表

現が存在するのかを考察する。最初にチベット文語とアムド方言以外のチベット語諸方

言における敬語を概観する。 

 

2 チベット文語とチベット語諸方言における敬語概観 

最初に , チベット文語と , アムド方言以外のチベット語方言の敬語に関する先行研

究を概観する。ただし , 敬語の使用には発話者の階層や職業 , 年齢 , 発話場面にお

ける感情なども関ってくる。よって , ここで示す内容は先行研究の記述の範囲に限定さ

れていることを付け加えておく。敬語の品詞と使用対象の 2 つの面からまとめる。アムド

方言とこれらの相違点については 8 章で述べる。 

 

2.1 チベット文語 

 名詞 , 代名詞  （1, 2, 3 人称）, 動詞に敬語がみられる （Beyer 1992: 154）。使用対

象に関しては, 社会的 , 宗教的な上下関係に応じて用いる  （Beyer 1992: 153）。 

 

2.2 ラサ方言 

 中央チベットのラサ方言における敬語は , 「おそらく数詞 , 接続詞を除く, 他のすべて

の品詞に認められる」 （北村  1974: 71） という。使用対象については Denwood (2000: 

215) が, 社会的 , 宗教的に高い地位にある人 , 見知らぬ人 , 外国人などに対して使

用することを述べている。自分の召使や子供に対して敬語を用いるような使用例も報告

されているが, これについては, 過剰敬語であると考え, ここでは扱わない。 



海老原 志穂 
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2.3 カム方言 

東チベットのカム方言には敬語についての簡単な記述  （Kraft & Hu 2000: 47-52, 

Häsler 1999: 91, 109-111） がある。敬語の品詞については , 名詞 , 代名詞  （2, 3 人

称）, 動詞のみが記述されている。敬語の使用対象については , Häsler (1999: 109）に, 

自身より社会的に高い地位の人に対して用いることが述べられている。ラマ  (高僧 ) に

対する敬語の例があることから , 宗教的な上下関係での使用も含まれているものと考え

られる。 

 

2.4 ラダック方言 

 インドのカシミール地方で話されているラダック方言には , 名詞 , 代名詞  （2, 3 人称）, 

動詞において敬語形式が存在することが述べられている  (Koshal 1979: 97-101, 180, 

250-259, 262, Koshal 1987: 153-162)。敬語の使用対象としては, 発話者よりも年上の

者 , 社会的 , 宗教的に高い地位の人 , 一般的な見知らぬ者に対して使用するとされ

ている (Koshal 1979: 97, Koshal 1987: 162)。 

 

2.5 ゾンカ方言 

 ブータンのゾンカ方言では, 名詞 , 代名詞  （2, 3人称）, 動詞において敬語が用いら

れている(van Driem 1998: 421-427)。敬語の使用対象は , 高いランクの人  （’people 

of high rank’, van Driem 1998: 421） とだけ書かれており, 詳しくはわからない。 ただ

し, ラマ (高僧 ) に対する敬語の例が存在することから , 宗教的な上下関係での使用

も含まれているものと考えられる。 

 

3 アムド方言について 

3.1 アムド方言の概要 

                                  

本節では , アムド方言に関して述べる。アム

ド方言は , 系統的にはシナ・チベット語族 , チ

ベット・ビルマ語派のチベット諸語に属する言語

である。話者は SIL によって約 80 万人程度い

ると推定されている。主に , 中国の西北部にあ

たる , 青海省の全域と甘粛省の南部 , 四川省

の一部で話されている。アムド地方はチベット

文化圏の中では, 東北部に位置する。 

 

図 1 アムド方言の話されている地域  
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3.2 調査協力者 

調査協力者はアムド方言の母語話者であるカモフチ氏  (女性 , mkha’ mo skyid: 斜

体はチベット文語のワイリー転写表記であることを表わす) である。カモフチ氏は , 中国 , 

青海省 , 海南チベット族自治州 , 貴徳県出身である。2005 年 12 月に来日し, 現在も

日本に滞在しておられる。アムド方言は農区下位方言と牧区下位方言 , そして, その 2

つの中間にある半農半牧下位方言の 3 つに分類できる。氏の母語は, そのうちの半農

半牧下位方言にあたる。 

 

4 アムド方言の敬語 

敬語は, アムド方言で, cesha (zhe sa, 「尊敬の場所」), または cettshEk (zhe tshig, 

「尊敬の語」)と呼ばれている。ラサ方言の敬語は , 「文語 , 口語を通じてもっとも複雑な

形態 , 用法を発達させ , 動詞 , 名詞 , 形容詞 , 副詞などいろいろな品詞について敬

語形式を豊富に持っている」 （北村 1974: 69） とされる。一方 , アムド方言における敬

語は, 形態や用法においてラサ方言ほどの複雑さはない。  

アムド方言の敬語に関する記述には , 周  （2004: 65）, Haller (2004: 60, 136) があ

る。ともに , 名詞と動詞の敬語語彙を数例収めているのみで , 使用対象や , 形態に関

する分析などは行っていない。アムド方言の辞書である華  & 龍  (1993) は, 名詞 , 代

名詞 , 動詞について敬語語彙を収録している。本稿ではこの語彙集も参考にしている。

一部 , 筆者の調査において , 華  & 龍  (1993)の語彙にはなかったものや , 華  & 龍  

(1993) と形態が多少異なるもの, 華  & 龍  (1993) では敬語とは記述されていないが, 

敬語と認められるものなどがあった。敬語  （敬体の言語）  は普通語（常体の言語）  の

全てに対応する語彙をもつわけではない。敬語の語彙は普通語に比べてかなり少ない。

名詞では , 敬意の対象となる人物の身体部位 , 所有物 , 親族 , 排泄物 , 身体現象 , 

心理現象 , 作品などに敬語がみられる。代名詞は 2, 3人称のみに敬語形が存在する。

動詞に関して言えば, 日常的な動作に関して敬語がみられる。特に動詞においては敬

語の 1 つの語彙が, 普通語の 2 つ以上の語彙に対応することもある。  

敬語には , 話題中の素材  (reference) に関する敬語  （「素材敬語」）  と話し相手  

（address） に関する敬語  （「対象敬語」） の 2 種類がある。アムド方言においては , 特

に, 素材に対する場合と対象に対する場合で使用する敬語に違いがないと思われるた

め, この 2 種類は分けない。さらに, 聞き手に対する敬語として丁寧語をもつ言語もある

が, これも認められなかった。 

 

5 アムド方言における敬語の使用対象 

アムド方言において , 敬語を使用する対象は , 基本的に , 仏教に関係する人物や

事物に限定される。対象は , 主に , i) 神仏などの神格 , ii) 僧侶や活仏などの人間 , 

iii) 仏像 , 仏画 , 寺院 , 仏跡などの無生物である。ただし , 仏像 , 仏画 , 寺院 , 仏跡

などの無生物に対する敬語は , 動詞のみであり, そのうち, 非主語敬語動詞  （いわゆ

る謙譲語） に限定される。以下にそれぞれの例文を示す。例文中の敬語表現には下  
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線を付す。 

 

i) 神仏などの神格  

(1) sangdje kE  song     nEre.  「仏がおっしゃった」 

    仏    ERG  おっしゃる AUX 

 

ii) 僧侶や活仏などの人間  

(2) akhE        lopzang kE  napza  ji  nEre. 

  アク (僧侶につける敬称 ) ロブザン ERG   お召し物  召す AUX 

 「アク・ロブザンがお召し物をお召しになった」  

(3) alak           trhEwa -tsang nga   ci     zEk.  

 アラク (活仏につける敬称 ) チュワ -様    DAT  申し上げる AUX 

  「アラク・チュワ様に申し上げた」 

 

iii) 仏像 , 仏画 , 寺院 , 仏跡などの無生物  

(4) nga   hkEmbEm   a    ndja  tang  nga.  

 1SG:ABS クンブム（寺） DAT  拝する AUX AUX 

 「私はクンブムを拝した」 

(5) khEga   amnyimatchen    na  ndja  tang  zEk. 

 3SG:ABS アムニマチェン（聖山） DAT 拝する AUX AUX 

 「彼はアムニマチェンを拝した」 

 

僧侶でも活仏でもない一般人は , 特に, 高僧  (ダライ・ラマ , パンチェン・ラマをはじ

めとする) や活仏  (僧籍にない者もいる) に対して敬語を用いる。僧侶や活仏同士の

間でも, 上下関係に応じて敬語を用いるようであるが , 詳しい使用の実態は今のところ

よくわからない。 

年上の者や, 社会的身分が上位の者  （領主 , 共産党幹部 , 職場の上司など）, 先

生などであっても , 宗教的に上位にない者には一般的に敬語は用いずに , 普通語を

用いる。例文 (6)は gegen「先生」が僧侶である場合 , 例文 (7)は gegen「先生」が俗人で

ある場合の例である。例文 (6)には敬語が使用される。 

(6) gegen  kE   tE   ki   song    nEre. 

 先生    ERG  DEM ERG  おっしゃる AUX 

 「先生がそのようにおっしゃった」 （先生＝僧侶の場合）  

(7) gegen   kE   tE   ki  ce     nEre. 

 先生    ERG  DEM ERG 話す:PAST AUX 

 「先生がそのように言った」 （先生＝俗人の場合）  

 

例外的に, シャーマンである lhawa (lha ba) やニンマ派の在家修行者 hngoxxa  
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（sngag pa） に対しても敬語を使用することがある (例文 (8))。しかし, 彼らに対しては, 

儀式の最中においては敬語を使用するが , それ以外の日常の場面では敬語を使用し

ないという。 

(8) lhawa   kE   lhahke  song   gogE. 

  シャーマン ERG  神託   おっしゃる AUX 

 「シャーマンが神託をおっしゃっている」  

 （シャーマンが祭祀の最中で神がかっている場面において）   

 

儀式中のシャーマンや在家修行者は , 俗人といえども , 神仏に近い , または, 神仏

を代弁する存在として敬意の対象となるのだと考えられる。  

ただし, アムド方言の敬語は, 上述の対象に対してであっても, 必ずしも使用しなくと

もよい。特に, 発話者の側に敬語の知識がない場合には , 普通語で発話してもかまわ

ないという。 

 

6 敬語の品詞 

 ネウストプニー （1974: 18） によれば, 敬語の類型的な観点からみると , 「人称代名

詞に敬語的な区別が圧倒的に多い」という。そして , 「代名詞のつぎに命令型が加わり , 

それに動詞の他の形式と名詞など」に敬語表現が存在するそうである。アムド方言でも, 

名詞 , 代名詞 , 動詞において敬語表現がみられる。 

 

6.1 名詞 

名詞には , 敬意の対象となる人物の身体部位 , 所有物  （持ち物 , 衣類のような具

体物から , 名前 , 知識などの抽象物まで） , 親族 , 排泄物 , 身体現象 , 心理現象 , 

作品などに敬語がみられる。 所有物であっても, 愛玩動物に対する敬語はみられなか

った。tcEppa 「（お乗りになる）馬」  （tcEp は「乗馬する」という敬語動詞）という敬語形

があるが, これは愛玩動物というよりは , 乗り物である。 

 

表 1 身体部位  

敬語           普通語  

「頭」         RE          n.go 

「顔」         cel, ce-ngo       ngo 

「首」         djampa         hki 

「喉」         ndrEmba        nyEttok 

「目」         htcen         nyEk 

「鼻」         syang            nha 

「口」         cel            kha 

「歯」         tshem           sho 

「手」         cek          lokkwa 
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「指」         cek-ndzEk       ndzEk     

「足」         cep               hkongnga 

「心 , 心臓」      thEk          shem「心」,  

                     nyhang「心臓」 

「舌」         djEk               htci 

「体」         hkE          hongwo 

「遺体」        hkE-dong         ro 

 

表 2 親族  

 敬語           普通語  

「衣服」        napza             gondjE 

「馬」         tcEppa, tchEppa     hta 

「椅子」        trhE          onghtcek 

   「名前」        tshen         nyang 

「知識」           tchenrap        syerap 

 

表 3 親族  

 敬語           普通語  

「衣服」        napza             gondjE 

「父」         yap          apa 

「（ダライラマの）父」   yapji         ama 

「父母」        yap=yEm        hama 

「息子」        si           wE 

「娘」         simo          cimo, omo 

 

表 4 排泄物  

 敬語           普通語  

「涙」         htcen=tchep       nyEk=tchE 

「小便 , 大便」     tchepsang        htcEn「小便」,  

                     htcokka「大便」 

「小便」        htsang=tchep        htcEn 

「鼻水」        nha=tchep       nha=tchE 

 

表 5 身体現象  

 敬語           普通語  

「病気」         hkE-nyong       ne  
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表 6 心理現象   

 敬語           普通語     

「夢」         nelhti         nyilem 

 

表 7 作品  

敬語          普通語  

「著書」        song-nbEm,       htsom 

          song-htsom, cek-htsom 

「書いたもの, 手紙」  cek-tri, cek-yEk     yegi 

 

表 8 その他  

 敬語           普通語  

   「水」         tchep         tchE 

                       (仏教儀式などに用いる聖水 ) 

 

6.2 代名詞 

代名詞の敬語は, ２人称 3人称において確認された。単数 , 双数 , 複数全てにおい

て敬語が存在する。 

 

表 9 2 人称  (普通語 ) 

   単数           双数              複数  

絶対格形   能格形   絶対格形     能格形     絶対格形    能格形   

tcho    tchi   tchonyika    tchonyiki   tchitcho   tchitchoki 

 

表 10 2 人称  (敬語 ) 

   単数           双数               複数  

絶対格形   能格形   絶対格形     能格形     絶対格形    能格形   

tchel    tchekki  tchelnyika  tchelnyiki    tchetcho   tchetchoki  

        hnambanyika  hnambanyiki tchelnambatso tchelnambatsoki     

            tchelnambanyika tchelnambanyiki tchelnambazo tchelnambazoki 

 

表 11 3 人称  （普通語） 

   単数             双数               複数  

絶対格形   能格形   絶対格形     能格形     絶対格形    能格形   

khEga   khEgi  khEnyika    khEnyiki   khEtcho   khEtchoki   
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表 12 3 人称  (敬語 ) 

単数             双数                 複数  

絶対格形   能格形   絶対格形     能格形     絶対格形    能格形   

khong   khonggi  khongnyika  khongnyiki   khongtcho  khongtchoki 

                     khongnambatc  khongnambatchoki 

                      khongnambazo  khongnambazoki 

 

2 人称 , 3 人称代名詞の敬語の例文を示す。敬意の対象となる人物の行為に関して , 

主語となる代名詞と述語動詞がともに文中に現れる場合には , これら両方が敬語形を

とらなければ不自然であるという (例文 (9), (10))。 

(9) tchel   lhasha  a    hep     ni   

  2SG:ABS  ラサ   DAT  いらっしゃる AUX   

  「あなた様はラサに行かれるのですか？」  

(10)  khong   lhasha a   hep    nEre.  「彼はラサに行かれました」 

   3SG:ABS  ラサ  DAT いらっしゃる AUX 

 

6.3 動詞 

動詞における敬語には , 主語に対する主語敬語  (いわゆる尊敬語 ) と非主語敬語  

（いわゆる謙譲語） の 2 種類がある。最初に主語敬語について述べる。  

 

6.3.1 主語敬語動詞  

主語敬語動詞は, 日常の基本的な動作に対する敬語がある。一部の敬語動詞は , 1

つの語彙に, 2 つ以上の普通語の語彙が対応していることがある。これは , 日本語にお

いても , 敬語の「いらっしゃる」に , 普通語の「行く」と「来る」両方が対応しているのと同

様である。アムド方言においても hep「いらっしゃる」という敬語の語彙が ndjo「行く」 , 

yong「来る」両方に対応する。ji「召す」についても, sa「食べる」, thong「飲む」, kon「着

る」, len「取る」, khu「（病気に）なる」に対応している。jaŋ「お立ち上がりになる , お建て

になる」 の場合は, lang「立ち上がる」と tsEk「建てる」に対応している。意志動詞と無意

志動詞が敬語において中和している例もある。zEk「ご覧になる」は hta「見る」, thong「見

える」に, sen「お聞きになる」は nyen「聞く」, ko「聞こえる」に対応している。表 13 に主語

敬語動詞と普通語の対応を示した。後述のように敬語動詞のほとんどは活用をもたない。

普通語のうち活用のあるものに関しては , 非過去形を示す。 



チベット語アムド方言の敬語  

 

 - 11 - 

表 13 主語敬語動詞  

敬語                普通語  

hep「いらっしゃる」         ndjo「行く」, yong「来る」 

ji「召す」              sa「食べる」, thong「飲む」, kon「着る」,  

                len「取る」, khu「（病気に）なる」 

jaŋ「お立ち上がりになる, お建てになる」 lang「立ち上がる」, tsEk「建てる」 

zEm「お休みになる」        nyal「寝る」 

soŋ「おっしゃる」          cel「話す」 

zEk「ご覧になる」          hta「見る」, thong「見える」 

jEk「いらっしゃる」         dol「いる」, htsok「座る」 

hnang「給う, なさる」        hter「与える」, yel「する」 

ndze「なさる」           yel「する」 

tchen 「ご存知である」        syi「知る」, ko「わかる」 

cEk「亡くなる」           syE「死ぬ」 

tcEp「（馬に）お乗りになる」      con「乗る」 

sen 「お聞きになる」         nyen「聞く」, ko「聞こえる」 

dji「お喜びになる」          ga「喜ぶ」 

 

(11)  hlama   jEk        i    de  yo  nEre  

    ラマ(高僧 ) いらっしゃる（いる） CON  いる ある AUX 

   「ラマがいらっしゃっている」 

   

6.3.2 非主語敬語動詞 

非主語敬語動詞は , 直接目的語や間接目的語  （与格目的語）  に対する敬意を

表す。nbEl「献上する」 , ndja「お目にかかる , 拝する」 , ci「お仕えする , 申し上げる」 , 

drong「弑する」などがある。 

 

表 14 非主語敬語動詞  

敬語                普通語  

nbEl「献上する」          hter「与える」 

ndja「お目にかかる, 拝する」     hta「見る」, thEk「会う」 

cE（非過去形）, ci（過去形 , 命令形）  cel「話す」, yel「する」 

   「申し上げる, お仕えする」  

drong「弑する」           sol「殺す」 

 

非主語敬語動詞では, 仏画 , 仏像 , 寺院 , 仏跡などの無生物に対する敬意も表す

ことができる (例文 ( 4 )( 5 ) )。非主語敬語動詞を用いた複合語も存在する。c i = y E k ,  
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cE=yEk「奏上書」 (申し上げる=手紙 ), ci=don, cE=don「奏上内容」  (申し上げる=意

味内容 ) などである。これらの複合語は , 奏上の受け取り手に対する敬意を表すのに

用いられる。 

 

6.4 活用について 

 アムド方言の動作動詞には通常 , 非過去形 , 過去形 , 命令形の活用があるが , 敬

語動詞の多くには活用がみられない。例えば , 表 15 のように, 動詞「食べる」は, 普通

語の場合 , 非過去形は sa, 過去形は si, 命令形は so という活用をもつ。一方 , 敬語

の場合にはそのような活用がなく, 全て ji「召す」である。 

 

表 15  動詞「食べる」の敬語形と普通語形の活用  

敬語          普通語  

非過去形        ji           sa 

過去形         ji           si 

命令形         ji           so 

 

ただし, cE （非過去形）, ci （過去形 , 命令形） 「申し上げる, お仕えする」は例外

的に活用をもつ。命令形には, 命令を表す終助詞である la tong (la は音変化する) を

つける。アムド方言の命令形は , 丁寧な命令も表すことができる。 

 

7 敬語を表す方法  

 敬語を表す方法には, 語彙的な方法 , 形態的な方法 , 句的な方法の 3 つがある。 

 

7.1 語彙的な方法 

 語彙的な方法による敬語とは , 普通語形とは異なる別の語彙を敬語形として用いる

場合である。今まで提示してきた語彙の多くはこの方法によるものである。例えば, 「目」

の敬語が htcen, 普通語が nyEk というように語彙が全く異なるものである。  

Thubten Jigme Norbu & Takeuchi (1991) および武内  （1994: 98-103） によると, ラ

サ方言においては, モンゴル語からの借用語が敬語形式となるケースがあるようである。

武内は , アムド方言にはこのようなモンゴル語からの借用語彙が敬語として普及してい

ないことを述べているが, これは今回の調査においてもみられなかった。  

 

7.2 形態的な方法 

形態的な方法とは , 敬語形をつくる際に全く別の語彙を使用するのではなく , 対応

する普通語 , または普通語の一部に , 敬語形式をつくる接辞を付加するという派生的

な方法と, 普通語の複合語の 1部の形態素を敬語に入れ替える複合的な方法がある。  
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7.2.1 派生的な方法 

普通語に, 敬語をつくる接頭辞または接尾辞を付加して敬語形をつくる場合がある。

この敬語接辞の多くは, 敬語名詞か敬語動詞に由来する。 

 

[接頭辞] 

接頭辞には, 名詞由来の接頭辞と動詞由来の接頭辞がある。名詞由来の接頭辞を

用いる例の多くでは , 名詞の表す意味と関係する身体部分に由来する接頭辞が付加

される。例えば , cek- （敬語名詞としての意味は「御手」）  という接頭辞は , cek-thi「御

印章 , 御掌」, ceknyEk「御筆」, cek-trhang「御数珠」, cek-khEk「御手提げ」, cek-yEk

「御文字」, cek-dji「御功績」, などの手の部分や, 手で使う道具 , 手で行う行為やその

結果などの敬語をつくるのに用いられる。以下に , 接頭辞ごとにいくつかの例を示す。

( ) 内に示したのは, 各接頭辞が由来している名詞または動詞の単独の意味である。 

 

表 16 cek- (「御手」) 

 敬語            普通語  

 「印章」      cek-thi          thi 

 「掌」       cek-thi             lak-thi 

 「ペン」      cek-nyEk         nyEk 

     「数珠」      cek-trhang         trhangnga 

「手提げ」     cek-khEk         khEkma 

「文字 , 手紙」   cek-yEk         yegi 

        (yEk は yegi の拘束形態素形 ) 

「功績 , 貢献」   cek-dji          ci=dji 

    

表 17 hkE- (「御体」) 

敬語            普通語  

「体 , 健康 , 調子」  hkE-nkham        kham 

「長寿」      hkE-tsherang       tsherang 

「一生」      hkE=tshe         tshe 

「面倒」      hkE-tshak        tshak 

「兄弟」      hkE-hpEn         hpEn                 

「僧服の上衣」   hkE-zen         zen 

  

表 18 Ro- (「御頭」, 単独の敬語名詞としての形は RE) 

敬語             普通語  

「髪」      Ro-htra            htra 

「御帽子」    Ro-ja (ca が有声化している)  cato         
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表 19 dong- 「御遺体」 

敬語             普通語  

「家系」     dong-djel          djEppa 

 

表 20 gong- （単独で不使用） 

敬語             普通語  

「年齢」     gong-lo          lo 

 

 敬語動詞由来の接頭辞を付加するものには次のような例がある。  

 

表 21 song- (「おっしゃる」) 

敬語             普通語  

「声」      song-hkel            hkel 

「著書」     song-htsom         htsom 

「話」      song-cel            cel (「話す」という動詞 ) 

 

表 22 sol- (「供養する, 祭る」) 

敬語             普通語  

「お茶」      so-dja            tca 

        (dja は tca が有声化したもの) 

「肉」      so-sya           sya 

「台所」     sot-thap           thapka 

 

[接尾辞] 

接尾辞には, 名前につける接尾辞  -tsang「～様」 がある。 -tsang は名詞の tshang

「家 , 巣」に由来するが, 接尾辞になると気音を失い -tsang となる (-zang になることも

ある)。これは, 基本的に僧侶や活仏の名前に後接し敬意を表す  （Wang (1996: 6-7)

にも同様の記述がある）。日本語の「～さん」 , 「～様」, ラサ方言の -laa「～さん」と似て

いるが, アムド方言の -tsang は一般的に俗人の名にはつけない。  

(12) gendEntchEnphet   -tsang 「ゲンドゥンチュンペー様」 

 ゲンドゥンチゥンペー  -様  

(13) radrang  -tsang 「ラジャン様」 

 ラジャン  -様  

(14) gepce          -tsang 「ゲシェ様」  

  ゲシェ （僧侶の位階のひとつ） -様  
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7.2.2 複合的な方法 

普通語が複合語の場合 , その一部を敬語に入れ替えて , 全体を敬語にすることが

ある。名詞形態素を入れ替えるものと , 動詞形態素を入れ替えるものがある。  

[名詞形態素] 

表 23 cek「御手」  

敬語           普通語  

「手袋」     cek=syEp        lak=syEp 

        御手=皮         手=皮  

 

表 24 Ro 「御頭」 (単独の敬語名詞としての形は RE) 

敬語           普通語  

「髪飾り」    Ro=djen        n.go=djen 

        御頭=飾り       頭=飾り 

 

表 25 htcen 「御目」 

敬語           普通語  

「目玉」     htcen=ril         nyEk=ril 

        御目=玉         目=玉  

 

表 26 cel 「御口」 

敬語           普通語  

「話」      cel=da          kha=da 

        御口=合図        口=合図  

「遺言」     cel=tchem       kha=tchem 

        御口=遺言        口=遺言  

 

表 27 cep 「御足」 

敬語           普通語  

「歩く」     cep=thang       hkang=thang 

        御足=地面        足=地面  

 

表 28 thEk 「御心」 

敬語           普通語  

「心配 , 関心」   thEk=khEr       sem=khEr 

        御心=担ぐ       心=担ぐ 
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[動詞形態素] 

表 29 trhong 「お生まれになる」 

敬語           普通語  

「出生地」    trhong=yEl       htci=yEl 「出生地 , 実家」  

        お生まれになる=故郷    生まれる=故郷  

「出生地」    trhong=sha        htci=sha 

        お生まれになる=土地    生まれる=土地  

「誕生日」    trhong=hkEr        ｈtci=hkEr 

        お生まれになる=星     生まれる=星  

「活仏の世系」  trhong=rap        htci=rap 

        お生まれになる=代     生まれる=代  

 

表 30 ndze 「なさる」 

敬語           普通語  

「功績 , 貢献」  ndze=dji        ci=dji 

        なさる=跡         する=跡     

 

7.3 句的な方法 

名詞と動詞による組み合わせがイディオムとして使用されることもある。「亡くなる」とい

う意味の敬語動詞は 1 音節の動詞 cEk「亡くなる」も存在するが, 次のようなイディオム

でも表現可能である。 

(15) pantchenrinpotche  hkE  ma  jEk     zEk. 

    パンチェンリンポチェ 御体   NEG  いらっしゃる AUX 

  「パンチェンリンポチェがお亡くなりになった」  

(16) pantchenrinpotche  gongpa  dzok     shong  nEre. 

  パンチェンリンポチェ 御心    終わる：PAST  AUX AUX 

「パンチェンリンポチェがお亡くなりになった」  

 

分析的に解釈すれば, hkE ma jEk は「お体がいらっしゃらなくなった」という意味であ

る。gongpa dzok は「御心が終わる」という意味である。ともに「亡くなる」を婉曲的に表現

している。 

ほとんどの敬語動詞は敬語形を 1 つしかもたないが, 「亡くなる」に関しては敬語形を

複数もつようである。これはチベット文語についてもいえる。チベット文語の敬語辞書で

ある索郎多吉他編訳（1993） では, ほとんどの語彙については普通語と敬語が 1 対 1

対応であがっているが, 「死ぬ」に関しては 18 の語彙があがっている。 

dji「お喜びになる」という動詞は , 単独でも敬語として用いられるが, thEk dji「御心が

お喜びになる」 (御心  お喜びになる) も可能である。同様の例に hkE trhong 「御体が 
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お生まれになる」  （御体  お生まれになる）  などがある。これらも句的表現と考えてい

る。 

 

8 アムド方言の敬語とその他との比較  

武内  （1987: 67） も指摘するように , チベット語における敬語の使用状況は , 時代

により , また方言により大きく異なる。アムド方言の敬語の使用に関して , チベット文語

や他の口語諸方言 (2 節 )と比べると, 品詞の面では文語や他の諸方言  (ラサ方言を除

く) と同様である。つまり , 名詞 , 代名詞 , 動詞において敬語表現みられる。アムド方

言に関して特に興味深い点は , 敬語の使用が, 社会的な上下関係ではなく , 仏教上

の宗教的な上下関係に限定されている点である。  

敬語の使用対象に関しては , Brown & Gilman  (1960) の研究がある。Brown & 

Gilman (1960) によると, 敬語には, 身分の上下関係で使用するもの  (power, 「力」

の用法 ) と , 水平的な親疎関係  (社会的・心理的距離の遠近 ) で使用するもの 

（solidarity, 「連帯」の用法） の 2 つがあるという。チベット文語および口語方言におけ

る敬語の使用対象をこの点から以下のようにまとめる。上下関係における敬語の使用は , 

宗教的な上下関係で用いるものと社会的な上下関係で用いるものとに分ける。年齢的

な上下関係については, 今回は資料が足りないため言及しない。  

 

表 31 親疎関係と上下関係  

        (+ は敬語が使用されることを, - は使用されないことを表わす) 

親疎関係           上下関係  

               宗教的       社会的  

チベット文語         -        +        + 

ラサ方言           +        +        + 

ラダック方言          +        +        + 

カム方言                -         +        + 

ゾンカ方言              -         +       + 

アムド方言          -        +        -  

  

 ラサ方言とラダック方言では敬語の使用の範囲が広く , 見知らぬものや外国人などと

の間の親疎関係を表す場合においても敬語が使用されていることがわかる。アムド方言

には , このような親疎関係における敬語の使用はみられず , 上下関係についても宗教

的な上下関係のみと, 使用対象はかなり限定されていることがわかる。  
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9 結語 

本稿では, 主に, チベット語アムド方言の敬語について論じた。具体的には , アムド

方言の敬語の使用対象 , 敬語の品詞 , 敬語を表す方法について述べた。そして , 最

後に, チベット文語と他のチベット語諸方言における敬語と比較した。品詞に関しては , 

チベット文語やその他の方言  (ラサ方言を除く) と同様に, アムド方言でも , 名詞 , 代

名詞 , 動詞において敬語表現があることがわかった。敬語の使用対象については , 親

疎関係においても敬語を用いるラサ方言やラダック方言 , 社会的な上下関係にも使用

するチベット文語 , カム方言 , ゾンカ方言と異なり , アムド方言においては , 敬語使用

が宗教的な上下関係に限定されることが明らかになった。  

 

付録 1: アムド方言の音韻表記とその置き換え 

子音―41 音素  

p-/-/, b-/, t-/, th-/, d-/, tr-/, trh-/, dr-/, k-/, kh-/, 
g-/ɡ-/-/-/-/-/-/-/-/-/z-/, 
sr---/sy-/ç/,x-/R-/-/-/-/-/-/-/
-/-/-/-/-/-/ -/-/
(l が末子音になると, 後部要素が無声音の場合  それに逆行同化する。後部要素

が有声音の場合には現れない。複合語の第 1 要素の末尾では脱落することもある) 

母音―６音素   

i-/ e-/ a-/ o-/ E-/ u-/
 

付録 2: アムド方言の格接辞 

能格  (属格と同形 ) -ki, kE (普通名詞のみ。人称代名詞は格で屈折する); 絶対格 -

φ; 与格 -la (形態音韻的変化をする, 方向格と同形 ); 場所格 -na; 奪格 -ni. 

 

付録 3: 略号一覧 

‘-’ は接辞境界  (前後いずれかが接辞である) を, ‘=’ は自立形態素境界を表す。 

 

ABS - absolutive; AUX - auxiliary verb; CON - conjunction; DAT - dative; DEM - 

demonstrative; ERG - ergative; GEN - genitive; IMP - imperative; NONPAST - 

nonpast; PAST - past: PL - plural; SG - singular; 1 - first person; 2 - second person; 3 

- third person. 
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The Honorifics in Amdo Dialect of Tibetan 

Shiho 

Ebihara 

  

The main topic of this paper is the honorific expressions in Amdo dialect of Tibetan.  

Unlike in the case of Lhasa and Ladakhi dialects, honorifics in Amdo dialect has not 

been well-researched so far.  In terms of the part of speech, Amdo dialect has 

honorific nouns, personal pronouns (second person and third person) and verbs.  

There are three ways to express honorifics; lexical, morphological and phrasal way.  

Compared to written Tibetan and other Tibetan dialects, it is interesting that in Amdo 

dialect honorific expressions are usually used only in the religious domain. 

 

   (海老原  志穂 , 東京大学大学院  博士課程 , 日本学術振興会特別研究員 ) 
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Syllable structure of Irabu Ryukyuan  

Michinori Shimoji 

RSPAS, Australian National University 

Key words: syllable structure, Ryukyuan, semi-consonant, fricative vowel 

 

1. Introduction 

The aim of this study is to present a comprehensive description of the syllable structure of Irabu 

Ryukyuan1, a dialect of Southern Ryukyuan language. As compared with the apparent emphasis 

on the diachronic phonology in previous studies (e.g. Motonaga 1982; Nakama 1983), the 

synchronic phonology has been poorly explored in Irabu Ryukyuan. Above all, the syllable 

structure, which is the heart of the phonological description, has never been discussed in any 

detail. This study will aim to fill this major gap in the literature, and give the first comprehensive 

description of the syllable structure of Irabu Ryukyuan, with an exclusive focus on its synchrony. 

This attempt will lead us not only to depict typologically interesting natures of Irabu Ryukyuan, 

but to suggest new solutions for an issue which has been discussed extensively in the literature 

of the Ryukyuan phonology: how to treat the so-called ‘central vowel’, or ‘fricative vowel’ in 

Irabu Ryukyuan, which has always been argued in terms of whether it is a vowel phoneme or a 

consonant phoneme.  

 The present study will be organized as follows: in Chapter 2, a preliminary sketch of 

the segmental phonology will be offered. In Chapter 3 I will proceed to describe the syllable 

structure of Irabu Ryukyuan. In Chapter 4 I will discuss the problems of the so-called ‘central 

vowel’ in terms of the syllable structure as identified in this study. In Chapter 5 conclusions will 

be drawn.  

 

2. Preliminaries 

In this chapter I will give a phonological overview of Irabu Ryukyuan. I will first present the 

phonological categories which are relevant in the description of the phonology of Irabu 

Ryukyuan, then list the phoneme inventory. 

 

2.1. Phonological categories 

Irabu Ryukyuan distinguishes thirty eight phonemes. As is shown in (1) below, these phonemes 

fall into two primary phonological categories, i.e. syllabic phonemes and non-syllabic 

phonemes, in terms of the ability to serve as a syllable nucleus. Among syllabic phonemes a 

further distinction is made between vowels (/a, i, u, e, o/) and semi-consonants (/m, n, v, z, r/), 

on the basis of the fact that vowels only function as a syllable nucleus, while semi-consonants 

may function both as a syllable nucleus and as a syllable margin (onset/coda), by havintypes of 

                                                 
1 By Irabu Ryukyuan I will mean Sawada-Nagahama dialect, unless otherwise specified. On Irabu Island there are 

four language varieties identified, three from dialects of Irabu Ryukyuan (Sawada-Nagahama dialect, Kuninaka 

dialect, and Irabu-Nakachi dialect), and one from (arguably) Ikema Ryukyuan (Sarahama dialect).  
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allophones2. Non-syllabic phonemes only function as syllable margins, and will be called 

consonants in this study. They are made up of all the other phonemes than vowels and 

semi-consonants.  

 (1) Phonemes in Irabu Ryukyuan and their sub-categorization   

           Nucleus   Margin 

 Phonemes syllabic  vowels    + - 

     semi-consonants   + + 

   non-syllabic consonants   - + 

 

 Following general linguistics’ wisdom, this study assumes that vowels and consonants 

are defined phonologically and not phonetically. Namely, it is syllabicity which is a defining 

factor of vowels and consonants (see, for example, Pike 1943 and Laver 1994). In light of this 

assumption, there are a few phonemes in Irabu Ryukyuan which may not be analysed as either 

category: those phonemes whose allophones may appear both as a nucleus and as a syllable 

margin. I call these semi-consonants, as the third phonological category. Semi-consonants 

include /m, n, v, z, r/. It is noted here that /z/ has been referred in Ryukyuan linguistics as ‘central 

vowel’ (with a friction like [z]), with an implication that it is a vowel. The phonological/phonetic 

aspects of /z/ are somewhat intricate, and will be discussed in Chapter 4.  

 

2.2. Phoneme inventory 

The phoneme inventory of Irabu Ryukyuan is listed as follows.  

  (2) Inventory of phonemes (in a practical orthography) 

  a. Syllabic phonemes (~ indicates free variation; / indicates conditioned allophony) 

         Vowels            Semi-consonants 

  i   u ([u]~[ʊ])        m, n 

   (e)    (o)    v ([v]/[ʋ]), z ([z]/[(z/s/ø)ɿ]) 

        a     r ([ɾ]/[ɽ]~[ɭ]) 

 

  b. Non-syllabic (consonant) phonemes  

  p, b  pj, bj  t, d tj, dj  kj, gj (kw), (gw) k, g 

     ts, dz tsj, dzj 

   mj   nj 

      (rj) 

    f s sj  (hj [ç])   (h) 

       j  (w) 

 

Semi-consonants may show a conspicuous allophonic variation depending on its positioning 

                                                 
2 The term was already suggested by Karimata (2002: 111) in discussing syllabic consonants in Miyako dialects, for 

those phonemes which ‘behave like a vowel in a sense that they function as a syllable nucleus’.  
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within a syllable, while other phonemes show little allophonic variation.  

 [ɿ] is a symbol covering an approximant/fricative produced by the tongue ridge rising 

up toward the passive articulator (the alveolar through to the palato-alveolar), to the extent that a 

friction noise may obtain (see Chapter 4).  

 Palatal/palatalised phones are treated as single phonemes, rather than phoneme clusters. 

This solution maximally simplifies the description of syllable structure, as will be discussed in 

3.2.3.  

 Phonetic length is phonemic (short/long). Long vowels and long semi-consonants are 

described as underlying vowel/semi-consonant sequences, and represented by doubling the 

same letters: /kagi/ [kagi] ‘good’ vs. /kaagi/ [kaːgi] ‘smell’; /mna/ [m̩na] ‘shellfish’ vs. /mmna/ 

[m̩ːna] ‘all’. 

 

3. Syllable structure of Irabu Ryukyuan 

This chapter sets out to describe the syllable structure of Irabu Ryukyuan. Traditionally, this 

topic has been so poorly explored in the literature that we simply cannot argue for or against the 

few scattered descriptions (For the most detailed description, see Motonaga 1982). Rather I will 

give an independent description in the sections below. First I will describe the structural aspect 

of syllables (i.e. how many margins and nuclei are possible in what kind of positioning) in 3.1, 

then the phonotactic aspect of syllables (i.e. what kind of phonemes may or may not go into 

such margins/nuclei) in 3.2.   

 

3.1. Structural aspects of syllables 

A word (i.e. a phonological word, as defined in terms of phonological delimitation3) is 

composed of syllables of varying structures. Thus in the following examples, each phonological 

word (morphologically simple or complex) involves a different syllable structure (C indicates a 

syllable margin; N indicates a syllable nucleus): 

 

 (3a) /bikidum/ [bikidʊm] ‘man’ (CN.CN.CNC) 

 (3b) /kuvva/ [kʊvva] ‘thigh’ (CN.CCN) 

 (3c) /sjsjanakatam/ [ʃʃanakatam] ‘was dirty’ (CCN.CN.CN.CNC) 

                                                 
3 The phonological word in Irabu Ryukyuan is defined according to the following criteria. 1) the phonological word 

has only one pitch peak (see 3.1.3); 2) the phonological word must be a unit of utterance; 3) the phonological word 

must have at least two moras (see 3.1.2); 4) the phonological word may begin with an onset cluster of up to two 

phonemes, and may end with a single coda, with the possible word-medial margin clusters of up to three phonemes 

(see 3.1.2). On the other hand, the word is also defined grammatically, i.e. we can define the grammatical word. It is 

defined morphologically and semantically: 1) the grammatical word is composed of a specific set of morphemes, 

with a fixed order; 2) the grammatical word contains inflectional endings; 3) the grammatical word has a 

conventionalised meaning. The phonological word and the grammatical word often define the same unit, but not 

always so. The grammatical word is a morphological unit, so it is given a particular word class (noun, verb, particle, 

etc.). For discussions on the distinction between the phonological word and the grammatical word in linguistics, see 

Anderson (1985) and Dixon and Aikhenvald eds. (2002). For the notion word in Irabu Ryukyuan, see Shimoji 

(2006b).  
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 (3d) /ffattam/ [ffattam] ‘did not bite’ (CCN.CCNC) 

 (3e) /brbrrgassa/ [bɭ̩bɭ ̩ː gassa] ‘alocasia odora’ (CN.CNN.CN.CCN) 

 

 Though the whole syllable structure of phonological words differs, a given 

phonological word may be described in terms of a single basic syllable, which clusters and 

builds up different phonological words. Thus it is appropriate for us to take a ‘bottom-up’ 

approach, where the definition of the basic syllable is offered first in 3.1.1 below, then the 

description is made of the syllable structure of the whole phonological word in 3.1.2 below.  

 

3.1.1. Basic syllable as material for a word 

(4) below is a schematic representation of the basic syllable in Irabu Ryukyuan. As is shown in 

(4), the maximal number of moras in a single syllable is four, with (C1)N1, N2, C2 and C3 

having one mora. The presence of C2 is dependent on that of C1. Thus we have the possible 

onsets C1 and C2C1 but not *C2 without C1.  

 

 (4) Basic syllable of Irabu Ryukyuan 

  ((C2) C1) N1 (N2) (C3) 

 

 Key: Each underlined component has one mora 

  C indicates syllable margins (C2/C1: onset; C3: coda) 

      N indicates syllable nucleus (N= vowels or semi-consonants)  

 

 (5) Examples (=(3)) (N.B. dots indicate syllable boundaries and are not orthographically relevant) 

 a. /bi.ki.dum/ [bikidʊm] ‘man’ (C1N1.C1N1.C1N1C3) 

 b. /ku.vva/ [kʊvva] ‘thigh’ (C1N1.C2C1N1) 

 c. /sjsja.na.ka.tam/ [ʃʃanakatam] ‘was dirty’ (C2C1N1.C1N1.C1N1.C1N1C3) 

 d. /ffa.ttam/ [ffattam] ‘did not bite’ (C2C1N1.C2C1N1C3) 

 e. /br.brr.ga.ssa/ [bɭ̩bɭ ̩ː gassa] ‘alocasia odora’ (C1N1.C1N1N2.C1N1.C2C1N1) 

 

 As is shown in (6) below, the difference in nucleus type (vowel or semi-consonant) 

considerably affects the syllable structure and the possible positioning of the syllable in a 

phonological word.  

 (6) Nucleus type and syllable structure 

 Nucleus type Syllable structure       Permissible position  

                       of the syllable in a word  

   Initial Medial Final 

 a. Vowel:  ((C2)C1) N1(N2)(C3) OK OK OK 

 b. Semi-Consonant (/z/):   (C1) N1(N2)(C3) OK OK OK 

 c. Semi-Consonant (/r/):   (C1) N1(N2)  OK (OK) * 

 d. Semi-Consonant (/m, n, v/):      N1(N2)  OK * * 
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While vowel nuclei have a full range of syllable margins, semi-consonant nuclei have a 

restricted set of syllable margins; while the syllable of vowel nuclei can appear in word-initial, 

medial, and final positions, that of semi-consonant nuclei mostly appear in the word-initial 

position, except for /z/ (and /r/ in very rare cases). Below are the examples of semi-consonant 

nuclei (a: word-initial; b: word-medial; c: word-final). 

 

 (7) Semi-consonant nucleus (/z/) 

 a. /mz.taar/ [m(z)ɿtaːɭ] ‘three persons’ (C1N1.C1N1N2C3) 

 b. /sa.tu.bz.tu/ [satʊb(z)ɿtʊ] ‘neighbour’ (C1N1.C1N1.C1N1.C1N1) 

 c. /su.ku.bz/ [sʊkʊb(z)ɿ] ‘belt’ (C1N1.C1N1.C1N1) 

 

 (8) Semi-consonant nucleus (/r/) 

 a. /mrr.na/ [mɭ̩ː na] ‘green chive’ (C1N1N2.C1N1) 

 b. /na.brr.kja/ [nabɭ̩ː kʲa] ‘slippery’ (C1N1.C1N1N2.C1N1) 

 

 (9) Semi-consonant nucleus (/m/) 

 /m.ta/ [m̩ta] ‘mud’ (N1.C1N1) 

 

 (10) Semi-consonant nucleus (/n/) 

 /n.vu/ [ɱ̩v] ‘pull out’ (N1.C1N1) 

 

 (11) Semi-consonant nucleus (/v/) 

   /v.da.mu.nu/ [ʋ̩damʊnʊ] ‘thick’ (N1.C1N1.C1N1.C1N1) 

 

In compounding, the syllable whose nucleus is /v/ may exceptionally appear word-medially, as 

in /m.tsz.v.sa/ [m̩tsɿʋ̩sa] ‘dawdling’ (N1.C1N1.N1.C1N1; mtsz+fusa) and /mmi.v.tsz/ [mmiʋ̩tsɿ] 

‘chest’ (C2C1N1.N1.C1N1; mmi+ vtsz).  

  

3.1.2. Syllable structure of a phonological word 

The basic syllable ((C2)C1)N1(N2)(C3) constructs a phonological word. Given this basic 

syllable structure it follows that, as shown in (12) below, a phonological word may begin with 

an onset of up to two phonemes, and may end with one coda; word-medially a cluster of up to 

three margins (C3.C2C1) is possible.  

 

 (12) Syllable margins in the phonological word 

 Initial Medial Final 

 #((C2)C1) (C3).((C2)C1) (C3)# 

 Key: # indicates a phonological word boundary 

  . (dot) indicates a syllable boundary 
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 (13) Examples  

 a. /ka.na.mar/ [kanamaɭ] ‘head’ (C1N1.C1N1.C1N1C3; 4 moras) 

 b. /a.vva/ [avva] ‘oil’ (N1.C2C1N1; 3 moras) 

 c. /ar.fu/ [aɭf]~[aɭfu] ‘walk’ (N1C3.C1N1; 3 moras) 

 d. /ssan/ [ssaŋ] ‘not know’ (C2C1N1C3; 3 moras) 

 e. /ssai.ttam/ [ssaɪttam] ‘could not know’ (C2C1N1N2.C2C1N1C3; 6 moras) 

 f. /tur.tsjtsjaa.ki/ [tuɭttʃaːki] ‘taking (contemporaneous converb)’ 

     (C1N1C3.C2C1N1N2.C1N1; 6 moras) 

 

 A phonological word must be minimally bimoraic, i.e. must have at least two moras, 

which is a typical requirement for the phonological word in many languages (Olawsky 2002: 

211). Thus a monosyllabic word must have either of the following syllable structures: C2C1N1 

(2 moras), C1N1C3 (2 moras), N1N2 (2 moras), C1N1N2 (2 moras), C2C1N1C3 (3 moras), 

N1N2C3 (3 moras), C1N1N2C3 (3 moras), C2C1N1N2 (3 moras), and C2C1N1N2C3 (4 

moras). *C1N1 and *N1, which have only one mora, are impermissible for a monosyllabic 

phonological word.  

 

3.1.3. Syllable structure and pitch assignment 

In Irabu Ryukyuan, intonation gives rise to a certain pitch patterns, and the domain of these 

pitch patterns is the phonological word. Pitch does not have a contrastive function, though it 

helps delimit the phonological word boundaries. Pitch assignment is thus explained in terms of 

phonological word, and sensitive to both concepts of syllable and mora: 

 

 (14) Pitch assignment: constraints 

 a. Within a phonological word, pitch may rise and/or fall only once (i.e. there is    

   only one pitch peak). 

 b. Pitch may rise between syllable boundaries, but not within a syllable. 

 c. Pitch may fall between syllable boundaries; pitch may fall within a syllable only 

   if that syllable is word-final.  

 

 (15) Pitch patterns: general principles 

a. Falling pitch may occur between the second and the third mora of the 

phonological word.  

b. If the word has two moras, then pitch may fall between the first and the second 

mora 

 

In Irabu Ryukyuan a single phonological word may allow several different pitch patterns. 

However, it does not mean that pitch is assigned arbitrarily: there is a strong constraint on pitch 

assignment as defined in (14), and if it is satisfied, the pitch is assigned according to (15). Thus, 

in each of the following examples, several pitch patterns are observed, all following the 
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constraints in (14) and (15):  

 

 (16a) /maa.su/ ‘solt’ (16b) /nn.ku/ ‘pus’   (16c) /ni.waa/ ‘garden’ 

      HH.H  HH.H  H.HH 

  HH.L  HH.L  H.HL 

  LL.H  LL.H  L.HL 

 

 Given that the constraints in (14) precede those in (15), (15) is not always satisfied. 

This happens, for example, when the place between the second and the third mora is within the 

word-medial syllable. According to (15a), we expect that pitch may fall at this position; however, 

(14c) blocks this. That is, a phonological word cannot have falling pitch between the second and 

the third mora if this results in the violation of (14c). Thus a phonological word /tuur.guu/ 

‘trans-pond’ consists of five moras, but the pitch cannot fall between the second (/u/) and the 

third mora (/r/), which results in a falling pitch within a word-medial syllable. Instead the pitch 

falls between the third mora and the fourth mora, which does follow (14c).  

 If a putative phonological word has two pitch peaks, which violates (14a), it is not a 

single phonological word, and must be composed of two separate phonological words. This 

frequently occurs in compounding, where stems are distinct phonological words4: 

 

 (17a) /bi.ki.dum.vva/ (17b) /ka.na.mar.jam/ 

  H.H.LL.HL  H.H.L.L.H.L 

  bikidum+ffa  kanamar+jam 

  man+child  head+disease 

  ‘son’  ‘headache’ 

 

Note that in (17b) /r/ and /j/ are adjacent at the syllable boundary (C3.C1). As will be shown in 

3.2.5, this combination violates the phonotactics of the phonological word. This supports our 

analysis that (17b) is not a single phonological word and consists of two phonological words.  

 

 

3.1.4. Phonological word of morphologically complex structure  

The phonological word in Irabu Ryukyuan mostly consists of one to three syllables, though 

there are some words of more than three syllables. The longer the phonological word, the more 

likely it is to have a morphologically complex structure with compounding and/or affixation.  

 

 (18) Compounding 

 a. /mii.vva/ [miː ʋva] ‘daughter’ (C1N1N2.C2C1N1) 

                                                 
4 See, for example, Dixon (1988), which describes that the similar situation obtains in Boumaa Fijian: a compound 

may consist of two phonological words, each of which is a stem of the compound (sáravanúa ‘tourist’< sára ‘look’ 

+vanúa ‘at place’).  
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   (mii ‘woman’ + ffa ‘child’)  

 b. /u.ku.ga.ma.tsz/ [ʊkʊgamatsɿ] ‘sulky look’ (N1.C1N1.C1N1.C1N1.C1N1) 

   (uku ‘big’ + kamatsz ‘cheek’) 

 

 (19) Affixation 

 a. /miir/ [miː ɭ] ‘look’ (C1N1N2C3; mii- ‘look (root)’ -r ‘(non past)’) 

 b. /mii.sz.mi.tam/ [miː sɿmitam] (C1N1N2.C1N1.C1N1.C1N1C3) 

  ‘did not make (someone) write’ 

            (mii- ‘look (root)’ -szmi ‘(causative)’ -tam ‘(past)’) 

 c. /mii.sz.mi.rai.bu.sz.ka.tam/ [miː sɿmiɾaɪbʊsɿkatam]  

   (C1N1N2.C1N1.C1N1.C1N1N2.C1N1.C1N1.C1N1.C1N1C3) 

  ‘wanted to be forced to make myself look’ 

  (mii- ‘look (root)’ -szmi ‘(causative)’-rai ‘(passive)’ -busz ‘(adjectivalizer)’ -ka 

  ‘(adjective stem expander)’ -tam ‘(past)’) 

 

 No matter how many affixes are attached to a root, the overall string of morphemes is 

a phonological word: affixes (but not clitics) are always inside the phonological word. In other 

words, affixes never break down the syllable structure of the phonological word as defined in 

(12) above. Thus (19c), which consists of as many as eight syllables, is a single phonological 

word, the whole syllable structure of which perfectly follows that of the phonological word as 

defined in (12) above. Note also that (19c) has only one falling pitch, which is a necessary 

condition for a phonological word (see footnote 3, and (14a) above).  

 On the other hand, attachment of a clitic to its host may often break down the syllable 

structure of a phonological word as defined in (12): clitics appear outside the phonological word. 

For example, a phonological word miir (mii-r) ‘look’ as in (19a) may be followed by an enclitic 

=m, together constituting a morphological string mii-r=m ‘look (finite form)’. Here, the 

attachment of =m results in a coda cluster at the end of the ‘word’, and breaks down the coda 

restriction of a phonological word. We assume then that there is a phonological word boundary 

between mii-r and =m (#mii-r#m; #C1N1N2C3#C). It is at the same time noted that =m is not a 

phonological word on its own, since it only has one mora (see 3.1.2). It is just a phonologically 

bound extra attachment to the preceding phonological word5.  

 

3.1.5. Syllable structures of roots 

Different roots (nominal, adverbial, adjectival, and verbal) differ in the syllable structure. Since 

Irabu Ryukyuan mostly involves suffixation rather than prefixation, roots are mostly in the 

left-most position of the phonological word.  

 

                                                 
5 On the other hand, clitics may often be an independent grammatical word. For example, many discourse-oriented 

bound morphemes such as =du (focus) are phonologically clitics but independent grammatical words, and constitute 

a word class called discourse marker (Shimoji 2006a).  
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(20) Different roots and syllable structure: examples 

a. Nominal: /ka.na.mar/ [kanamaɭ] ‘head’ C1N1.C1N1.C1N1C3 

b. Adverbial: /mjmja/ [mmʲa] ‘well (a filler)’ C2C1N1 

c. Adjectival: /ta.ka/ [taka] ‘high’ C1N1.C1N1 

d. Verbal: /ka.k/ [kak] ‘write’ C1N1.C1  

   

 Nominal roots and adverbial roots may function as a phonological (and grammatical) 

word by itself, therefore always end either with N1, N2, or C3, at the syllable boundary. On the 

other hand, verbal and adjectival roots must require further morphological elaboration to appear 

as a phonological (and grammatical) word. Thus as in (20d) above, verbal roots may end with 

C1, which is a part of the following syllable. However, adjectival roots, though morphologically 

bound, always end at the syllable boundary, just as nominal/adverbial roots do. In this sense, 

adjectival roots have more independence than verbal roots in terms of the syllable structure. 

 

(21) Root types and the syllable structure 

 Phonological word?    Typical length    End at syllable boundary?  

      (syllable/mora) 

a. Nominal/adverbial OK   2/2-4    OK 

b. Adjectival  *   2/2-3    OK 

c. Verbal   *   1/2    May end with C1 

 

 Verbal roots are classified in terms of whether the root ends at the syllable boundary. 

TYPE 1 always ends at the syllable boundary, ending either with N1, N2, or C3; TYPE 2 ends 

with C1, which is the onset of the following syllable. Below I will list bimoraic verbal roots, 

which are typical in TYPE 1, and monomoraic verbal roots which are typical in TYPE 2:  

 (22) Typical verbal roots 

   Syllable structure Root Word form 

     (finite intentional) 

 a. TYPE 1: C1N1N2 mii- ‘look’ mii-di 

    nii- ‘boil’ nii-di 

    fii- ‘give’ fii-di 

   (C1)N1.C1N1 u.ti- ‘drop’ uti-di 

    n.tsi- ‘put’ ntsi-di 

    sz.ti- ‘throw’ szti-di 

 b. TYPE 2: (C1)N1.C1 as- ‘do’ as-u-di 

    ka.k- ‘write’ kak-a-di 

    pa.r- ‘leave’ par-a-di 

    pz.k- ‘pull’ pzk-a-di 

    tu.b- ‘fly’ tub-a-di 
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As is indicated above, the intentional finite verb form (which is both a phonological and a 

grammatical word) is produced by attaching the inflectional suffix -di to the stem. Note here that 

in TYPE 1 the root directly takes the inflectional suffix, i.e. the root functions as a stem, while 

the root of TYPE 2 must take a vowel morpheme (here -a, or its allomorph -u) to carry the 

inflectional suffix, i.e. the root must be turned into a stem by attaching a vowel. Thus in TYPE 2, 

the stem ends with C1N1 (at the syllable boundary) with -a (N1) forming a syllable with the 

root-final C1. In terms of the syllable structure, therefore, it is pointed out that whether a given 

root is TYPE 1 or TYPE 2, the stem must end at the syllable boundary. Given that nominal, 

adverbial, and adjectival roots, all of which end at the syllable boundary, directly function as a 

stem, a generalisation is made that all the stems in Irabu Ryukyuan must end at the syllable 

boundary. 

 

3.2. Phonotactic aspects of syllables 

In this section I will describe the phonotactic aspects of syllables, i.e. what type of phonemes 

may and may not go into the structural schema as identified in 3.1.  

 

3.2.1. Nucleus 

In Irabu Ryukyuan, both vowels and semi-consonants may go into the syllable nucleus slot.  

 

 (23) Vowel nuclei 

 a. N1: /a, i, u, (e), (o)/ 

 b. N1N2: /aa, ii, uu, (ee), (oo)/; /ai, au, (ae), (ao), ui, (ue)/6 

 

 (24) Consonant nuclei 

 a. N1: /m, n, v, z, r/ 

 b. N1N2: /mm, nn, vv, zz, rr/ 

 

3.2.2. Single onset C1 

Restrictions on C1 differ depending on nucleus type and the position in a word. 

 

 (25) Vowel nucleus 

a. Word-initially, C1 must not include /z/, /v/, and /r/, although they may appear 

in C2C1 clusters (/zz/, /vv/, and /rr/). 

b. Word-medially and finally, any consonant and semi-consonant phonemes may 

appear as C1, though /w/, /kw/, and /gw/ are highly restricted. We find these 

C1’s mostly in loans such as numerals /kwai/ (as in /san.kwai/ ‘three times’). 

                                                 
6 Within a phonological word, /i/ followed by /u/ and /a/ turns into /juu/ and /jaa/ respectively. Thus a verb stem kaki- 

‘write’ and the progressive auxiliary ur compose a single phonological word kakjuur rather than *kakiur. Across the 

phonological word boundary it is possible to get /i.u/ and /i.a/, as in a phrase mmedi ur ‘still exist’ (a phonological 

word mmedi ‘still’ followed by another phonological word ur ‘exist’) which never turns into *mmedjuur. 
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 (26) Semi-consonant nucleus (only /z/ and /r/ may carry C1) 

a. As for /z/, C1 must be /p, b, m, s, ts, dz/ 

b. As for /r/, C1 must be /p, b, m/ 

 

3.2.3. Onset cluster (C2C1) 

C2C1 must be carried by vowel nuclei. C2C1 must be a geminate. The set in (27a) below may 

appear word-initially as well as word-medially, while the set in (27b) only appear 

word-medially.  

 

 (27) C2C1 

 a. Word-initial/medial: /tt, tjtj, tsts, ff, vv, ss, sjsj, mm, mjmj, nn, zz, rr/ 

 b. Word-medial: /pp, pjpj, kk, kjkj, (kwkw), tsjtsj, njnj/ 

 

Below are those examples of word-initial C2C1 clusters: 

 

 (28) Word-initial C2C1 clusters in Irabu Ryukyuan  

 a. /ttar/ [tʔtaɽ] b. /tjtjaa/ [tʔtʲaː] c. /tstsi/ [tʔtʃi]       d. /ffa/ [ffa] 

 ‘came’ ‘then’ ‘put on (imperative)’ ‘child’ 

 e. /vva/ [ʋva] f. /ssam/ [ssam] g. /sjsjana/ [ʃʃana]    h. /mma/ [mma] 

 ‘you’ ‘lice’ ‘dirty’ ‘mother’ 

 i. /mjmja/ [mmʲa] j. /nnama/ [nnama] k. /zza/ [zza] l. /rra/ [ɭɭa] 

 ‘(filler)’ ‘now’ ‘father’ ‘placenta’  

 

 Palatal/palatalised phones (e.g. [ʃ]) are treated as single phonemes (/sj/) rather than 

phoneme clusters (/s/+/j/), in order to maximally simplify the description of syllable structure. 

For example, if we follow the latter approach, [ʃʊː] ‘grandfather’ would be phonemically 

represented as /s j u u / (C2C1N1N2), and we would admit two types of C2C1: 1) geminate 

C2C1 where C2 sustains one mora; 2) non-geminate C2C1 where C2 does not sustain one mora. 

2) is unnecessary as long as we analyse [ʃʊː] as /sj u u/ (C1N1N2). Also, such an example as 

[ittʃa] ‘how much’ would be phonemically represented as */i.t ts j a/ (*N.CCCN)7 or */i.ts j ts j 

a/ (*N.CCCCN) if [tʃ] is treated as a phoneme cluster, where the syllable onset would involve an 

onset of three and four phonemes respectively.  

 Given the basic syllable ((C2)C1)N1(N2)(C3) where C2C1 is a geminate, 

word-medial geminate clusters CC (as in /avva/ ‘oil’) may be parsed either as a taut-syllabic 

C2C1 (/a.vva/) or an inter-syllabic C3.C1 (/av.va/). However, this study employs the former 

parsing, based on the following reason: if we follow C3.C1 approach, then such an example as 

/vtstsa/ ‘quail’ must be parsed as /vts.tsa/, which complicates the otherwise straightforward 

                                                 
7 Alternatively, /ittsja/ could be parsed as N1C3.C2C1N1, where C3 is /t/. As is shown in 3.2.4, however, this 

solution in turn complicates the description of C3, which is otherwise filled by semi-consonants. Thus assuming 

palatal/palatalised phones as phoneme clusters is inconvenient in any way.  
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description of the semi-consonant nucleus /v/, and we would have to say that among 

semi-consonant nuclei, /v/ may accompany C3 which must be /ts/. On the other hand, if we 

parse /vtstsa/ as /v.tstsa/, then we can simply say that semi-consonants except for /z/ cannot carry 

C3. Thus such an example as /jakkan/ ‘kettle’ is parsed as ja.kkan (C1N1.C2C1N1C3) rather 

than jak.kan (C1N1C3.C1N1C3). Likewise /ippai/ ‘a lot’, /guffa/ ‘(onomatopoeia)’, /aganjnjaa/ 

‘east side’, /anna/ ‘mother’, /dumma/ ‘even’, /kuvva/ ‘thigh’, and /turra/ ‘bird (topic)’must also 

be analyzed as /i.ppai/, /gu.ffa/, /aga.njnjaa/, /a.nna/, /du.mma/, /ku.vva/, and /tu.rra/ respectively.  

 On the other hand, word-medial non-geminate margin clusters CC (including partial 

geminates), as in /artsz/ ‘walking’ and /ingama/ ‘puppy’, are unambiguously treated as C3.C1 

rather than C2C1, since C2C1 must be complete geminates. Thus such examples as /amdir/ 

‘basket’, /minku/ ‘deaf’, /nivtam/ ‘slept’, /fazmunu/ ‘food’, and /arfu/ ‘walk’, are parsed as 

/am.dir/, /min.ku/, /niv.tam/, /faz.munu/, and /ar.fu/ respectively.  

 Such clusters as /mta/ ‘mud’ are treated as /m.ta/, to keep intact our generalization that 

C2C1 must be a geminate. If we consider /mta/ as constituting one syllable, C2C1 would 

include exceptional non-geminate clusters. Also, /mta/ may involve HL pitch pattern, which 

cannot occur within onset C2C1 (since it lacks nucleus). Therefore I analyze /mta/ as 

constituting two syllables (/m.ta/ N1.C1N1; HL). This treatment also appreciates the well 

attested patterns for syllable onset consonant clusters in human language (Sonority Sequencing 

Principle, see Blevins 1995), which requires that sonority increases rather than decreases from 

onset toward the nucleus. Thus /mta/ is better described as /m.ta/ rather than /mta/, the latter of 

which violates the above-mentioned constraint, with the first component /m/ exhibiting higher 

sonority than the second component /t/.  

 Some speakers show inconsistency in pronunciation of such word-initial 

non-geminate (therefore inter-syllabic) sequences as /m.ta/ ‘mud’, /m.tsz/ ‘road’, /m.na/ 

‘shellfish’ (all involve N1.C1 cluster): they often pronounce these as partial geminate sequences 

/n.ta/, /n.tsz/, and /n.na/. This is explained in terms of /m/ becoming homorganic. This change 

indicates that Irabu Ryukyuan strongly opts for the geminate rather than non-geminate cluster in 

the word-initial position, irrespective of whether the cluster is tauto-syllabic (C2C1) or 

inter-syllabic (N1.C1). Eventually, these word-initial non-geminate sequences will all become 

homorganic, and there will be a situation where all the word-initial clusters are partial and 

complete geminates. However, this diachronic change is not thorough in the contemporary Irabu 

Ryukyuan, with such clearly non-geminate sequences as /v.d/ (as in /vdamunu/ ‘thick’) and /v.ts/ 

(as in /vtsz/ ‘inside’), and with the majority of speakers retaining /m.t/, /m.ts/, and /m.n/.  

 

3.2.4. Coda (C3) 

C3 may be carried by vowel nuclei and the semi-consonant nucleus /z/. C3 may appear 

word-finally or medially. Word-medially or finally, C3 must be a semi-consonant.  
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 (29) Word-final C3  (30) Word-medial C3 

 a. /kam/ [kam] ‘god’ a. /kam.nar/ [kamnaɭ] ‘lightning’ 

 b. /kan/ [kaŋ] ‘crab’ b. /kan.kan/ [kaŋkaŋ] ‘can’ 

 c. /pav/ [paʋ] ‘crawl’ c. /pav.tam/ [paʋtam] ‘crawled’ 

 d. /paz/ [paz] ‘fly’ d. /paz.gi/ [pazgi] ‘rash’ 

 e. /par/ [paɭ] ‘leave’ e. /par.tam/ [paɭtam] ‘left’ 

 

The semi-consonant nucleus /z/ has a more restricted member of C3 than do vowels. 

The available C3 for the nucleus /z/ is restricted to /m/ and /n/ (cf. /m, n, v, z, r/ for vowels). 

 

 (31) Semi-consonant nucleus (/z/) and C3 

  a. /szn/ [sɿn]~[sɿŋ] ‘die’ (C1N1C3) 

  b. /tszn/ [tsɿn]~[tsɿŋ] ‘cloths’ (C1N1C3) 

  c. /szm/ [sɿm] ‘ink’ (C1N1C3) 

 

3.2.5. Word-medial clusters 

Given that the syllable structure of the phonological word is schematised as 

((C2)C1)...(C3).((C2)C1)...(C3), the word-medial margin clusters may involve either of 1) 

C2C1 margin clusters, 2) C3.C1 margin clusters, or 3) C3.C2C1 margin clusters, in a 

phonological word. 1) is a geminate, as has been discussed in 3.2.3. 2) is a non-geminate, and 

mostly found in morpheme boundaries; 3) is only found in morpheme boundaries. Below I will 

describe 2) and 3).  

 C3.C1 must be a non-geminate (including a partial geminate such as nasal-stop 

clusters (e.g. /np/, /nt/, /nk/)). While the word-medial C2C1 (geminates; see 3.2.3) is frequently 

found both in morphologically simple and complex words, the word-medial C3.C1 is much less 

frequent and highly restricted to occurring at morpheme boundaries. In other words, Irabu 

Ryukyuan strongly opts for geminates word-medially, as well as word-initially (see 3.2.3). As 

for the phonotactic constraints on C3.C1, C3 must be a semi-consonant, and C1 must be a stop, 

an affricate, a nasal, and a fricative /s/. Other fricatives, liquids and glides are excluded from C1. 

 C3.C2C1 is very rare in a phonological word; if a sequence of morphemes gives rise 

to C3.C2C1, the sequence tends to be arranged as two phonological words (as in (32a) below), 

or C3.C2C1 is simply avoided by some way (as in (32b) below): 

 (32a) /bi.ki.dum.vva/ (32b) /bikivva/ 

  C1N1.C1N1.C1N1C3.C2C1N1  C1N1.C1N1.C2C1N1 

  H.H.LL.H.L  H.H.LL 

  #bikidum#vva#  #bikivva# 

  ‘son’  ‘son’ 

 

In (32a), the compounding of two stems bikidum ‘man’ and ffa ‘child’ compose a grammatical 

word bikidumvva ‘son’. Here we have C3.C2C1 sequence /mvv/. However, bikidumvva is not a 
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single phonological word, given that it involves two pitch peaks. Thus it is analyzed as 

consisting of two phonological words, each being a stem. On the other hand, in (32b), the 

compound is a single phonological word, but the stem bikidum is reduced down to biki, 

whereby the expected sequence of C3.C2C1 is avoided. Thus, C3.C2C1 tends to be avoided in a 

phonological word in some way.  

 

4. Phoneme /z/ 

In this chapter I will offer a new view on the phonological treatment of /z/, the so-called ‘central 

vowel’ in the literature. First I will give a set of factual accounts of this phoneme largely based 

on our independent description, then discuss the problems associated with /z/ in the literature 

and how our approach may solve them.  

 

4.1. Facts of /z/ 

4.1.1. Phonetics of /z/ 

The major allophones of /z/ are the sonorant-like [zɿ] and the more obstruent-like [z], with 

weaker and stronger friction respectively. Articulation involving both allophones of /z/ requires 

the active articulator (the blade of the tongue) to rise up toward the passive articulator (the 

alveolar through to the palato-alveolar), to the extent that a friction obtains (see also Sakiyama 

1963; Oono et al. 2000; Sawaki 2000; Karimata 2002). In terms of the auditory impression, the 

sonorant-like [zɿ] shows a ‘mixed’ nature of a centralized vowel and a fricative. Phonetically 

speaking, therefore, it is an intermediate between a sonorant on one hand and an obstruent on 

the other.  

 Taking a more careful look at [zɿ] in terms of acoustic phonetics further reinforces that 

it exhibits both sonorant-like and obstruent-like characteristics. On one hand, it is sonorant-like 

in that it shows a clear formant structure as is typical in sonorants (Ladefoged 1982), where F1 

and F2 indicate it is analogous to a central vowel. On the other hand, it is obstruent-like in that it 

carries a friction which is indicated around the region over 3,000Hz, coinciding with the clear 

indication of F1 and F2.   

 Typologically, the sonorant-like [zɿ] may be analogous to a fricative vowel or a syllabic 

fricative in general linguistics’ terms (Elias et al. 1984; Connell 1997; Ladefoged and 

Maddieson 1990). The difference between fricative vowel and syllabic frictative is primarily the 

phonological identity of the phone in question: while a fricative vowel is defined as a nucleus 

phone with friction, a syllabic fricative is defined as a fricative ‘spreading to nucleus position, 

under specifiable conditions, e.g. deletion of the vowel nucleus with compensatory lengthening 

of an adjacent fricative’ (Connell 1997). That is, if a phone is best treated as a nucleus and not a 

margin in terms of the syllable structure, then we should say that it is a fricative vowel; if the 

phone is best treated as a margin without a nucleus (e.g. if it is convenient to assume that the 

syllable structure of that language never allows the phonetic obstruents to appear in the nucleus 

slot), it is a syllabic fricative. It is phonology, and not phonetics, which counts here. 
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4.1.2. Phonemics of /z/ 

/z/ is a semi-consonant phoneme which subsumes the two major allophones as identified above. 

Basically both allophones of /z/ show complementary distribution (see below), and they show 

obvious phonetic similarity.  

 The allophone [zɿ] (and its voiceless counterpart [sɿ]) is observed as in:  

 (33) Environment of [s/zɿ]: as a nucleus optionally with C1 /p, b, m, s, ts, dz/ 

  a. /ku.sz/ [kʊsɿ] ‘back’ (C1N1.C1N1) 

  b. /tszn/ [tsɿŋ] ‘cloths’ (C1N1C3) 

  c. /dz.zz/ [dzɿː] ‘letter’ (C1N1N2) 

     d. /zz/ [zɿː] ‘rice ball’ (N1N2) 

  e. /bzz/ [bzɿː] ‘sit’ (C1N1N2) 

  f. /pzz/ [psɿː] ‘day’ (C1N1N2) 

  g. /pz.tu/ [psɿt̥ʊ] ‘man’ (C1N1.C1N1)  

 

Note that in (33a) to (33c) the allophone is assumed as [s/zɿ], whose friction noise is drown out 

with the preceding consonant. When the preceding consonant is not /s/, /ts/, or /dz/, or no 

consonant precedes, the friction noise becomes apparent, as in (33d, e, f, g). Also noted is that 

occasionally this allophone loses its friction noise, as free variation: 

 

 (34a) /mzz/ [mɿː]~[mzɿː] ‘flesh’ (C1N1N2) 

 (34b) /sukubz/ [sʊkʊbɿ]~[sʊkʊbzɿ] (C1N1.C1N1.C1N1) 

 

 The allophone [z/ʒ] is observed in such examples as the following:   

 

 (35a) [z]/[ʒ]: as C1 and C2 

  /zza/ [zza] ‘father’ (C2C1N1) 

  /bi.zi/ [biʒi] ‘sit (imperative)’ (C1N1.C1N1) 

  /azzi/ [aʒʒi] ‘say (imperative)’ (N1.C2C1N1) 

 (35b) [z]: as C3 

   /paz/ [paz] ‘fly’ (C1N1C3) 

 

 In summary, the allophonic distribution of /z/ is formalized as follows: 

 

 (36) /z/ and its allophones 

/z/  [(s/z)ɿ]/C1_ (C1: /p, b, m, s, ts, dz/)   /z/ as in N 

         #_       

     [z]/_N1 (N1: /a, u, e, o/)         /z/ as in C1 

     [ʒ]/_N1 (N1:/i/) 

      (In C2C1, C2 is identical to C1) 

           [z]/_ #        /z/ as in C3 
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4.2. Problems of /z/ 

Phonetic/phonological treatment of /z/ in Irabu Ryukyuan and its corresponding 

phoneme/allophones in other Ryukyuan dialects has been one of the frequently discussed topics 

in the literature of Ryukyuan linguistics (see Karimata 2002 for a summary of the discussion). 

The discussion can be reduced down to a single point: is /z/ a vowel or a consonant?  

 

4.2.1. Phonetic transcriptions and phonemic interpretation 

The first thing to note in solving the problem of /z/ is to be cautious of becoming a slave of 

phonetics. As has been described in 4.1.2, /z/ has two major allophones: the sonorant 

(approximant)-like [zɿ] and the obstruent (fricative)-like [z]. However, this phonetics-oriented 

account may be an illusion: the actual phonetic distinction between these two allophones is 

often a matter of degree, and we often cannot say that a given allophone is [zɿ] and not [z], or 

vice versa, without the phonological judgment, i.e. based on the syllable structure. Namely, if an 

allophone is better described as appearing in the nucleus slot, then it is better transcribed as [zɿ], 

and if it is better described as appearing in the margin slot, then it is better described as [z]. Thus 

the phonetic transcription of /z/ is already phonemic to a considerable degree. In fact, we could 

even dispense with the symbol [zɿ], and just get away with [z̩] (syllabic allophone of /z/) and [z] 

(non-syllabic allophone), as long as this transcription clearly shows that these allophones are 

phonetic approximations of [z] in some way (which justifies that these are the allophones of a 

single phoneme, i.e. /z/), and that the allophones are conditioned by syllabicity. The more 

elaborated phonetic descriptions do not seem to help the phonology of /z/. This is the first step to 

recognise to solve the problem of /z/. 

 

4.2.2. /z/ as a semi-consonant 

The second step to solve the problem of /z/ is to consider how to treat a phoneme which has 

syllabic and non-syllabic allophones in the phonology of Irabu Ryukyuan. Our phonological 

description of the syllable structure has clarified that such a phoneme may be treated as 

belonging to a distinct category, i.e. semi-consonant. We did not relate /z/ to vowels or 

consonants, but rather decided to relate it to /m, n, v, r/, i.e. semi-consonants, in terms of whether 

a phoneme may function as a nucleus or as a margin: vowels function as a nucleus only, 

consonants function as a margin only, and semi-consonants function both as a nucleus and as a 

margin. Thus our answer to the question of whether /z/ is a vowel or a consonant is as follows: 

/z/ is neither a vowel nor a consonant, but a semi-consonant, with the major allophones [zɿ] 

(syllabic) and [z] (non-syllabic).  

 

4.3. Semi-consonant in diachronic perspective 

Before concluding our description on /z/, it is worthwhile to note the diachronic development of 

/z/ and other semi-consonants, which would clarify the synchronic differences among them.  

 As has been noted in (6) in 3.1.1, which is listed again in (37) below, semi-consonant 

nuclei differ in the syllable structure and the possible positioning in the phonological word. 
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Among semi-consonants /z/ shows the quasi-vowel characteristics in these respects: /z/ may 

carry C1 and C3, and it may appear word-initially, medially, and finally.  

 

 (37) Nucleus type and syllable structure 

 Nucleus type Syllable structure       Permissible position in a word 

   Initial Medial Final 

 a. Vowel:  ((C2)C1)N1(N2)(C3) OK OK OK 

 b. Semi-Consonant (/z/):   (C1) N1(N2)(C3) OK OK OK 

 c. Semi-Consonant (/r/):   (C1) N1(N2)  OK (OK) * 

 d. Semi-Consonant (/m, n, v/):      N1(N2)  OK * * 

 

 This peculiarity of /z/ in its quasi-vowel productivity of syllable patterns may be 

explained in terms of diachronic phonology, as summarized in (38) below: /z/ was once a vowel 

(see Uemura 1989), but gradually lost its vowel status, by having its margin C2 ‘stripped off’, 

and by acquiring an ability to appear in syllable margins by itself. Consequently, /z/ has become 

a semi-consonant. Conversely, /m/, /n/, /v/, and /r/ were once consonants, only appearing as 

syllable margins8, which gradually lost the consonant status by spreading into syllable nucleus 

slots. Consequently, /m/, /n/, /v/, and /r/ have become semi-consonants.  

 In short, from two different sources, /z/ and /m/, /n/, /v/, /r/ arrived at a new category 

semi-consonant. 

 

 (38) A diachronic development of phonemes 

Time       

 Vowels   /a/, /i/, /u/, /e/, /o/   Vowels 

   /z/    Semi-consonants 

   /m//n//v//r/ 

 Consonants Others    Consonants 

 

 /z/ still shows the above-mentioned vowel-like characteristic (productive syllabicity) 

as historical remnants; it has come to show consonant-like characteristics (i.e. the ability to 

appear in the syllable margins) as historical innovation. In describing the synchronic nature of 

/z/, we cannot say, based solely on the historical remnants, that /z/ is a ‘vowel which is slightly 

consonant-like’. On the other hand, we cannot say, based solely on the historical innovation, that 

/z/ is a ‘consonant which is largely vowel-like’. It is an arbitrary judgement in the end, and there 

is no especial advantage in pursuing this description. What is crucial in the synchronic nature of 

/z/ is its ability to serve as a nucleus and as a margin. By assuming a distinct category 

semi-consonant, then, we can not only capture the synchronically significant nature of /z/, but 

                                                 
8 /v/ is ultimately traced back to a vowel */u/ rather than a consonant; however, it must have gone through a stage of 

*/u/>*/vu/ before giving rise to a syllabic /v/, with a margin spreading into the nucleus at a certain point of its 

development. In this sense, /v/ has developed from a consonant, just as /m, n, r/.  



Michinori Shimoji 

 

 - 38 -  

also relate it to /m, n, v, r/, which show an obvious consonant-like characteristic (ability to 

appear in the syllable margins) as historical remnants and a vowel-like characteristic 

(syllabicity) as historical innovation.  

 

5. Conclusions 

This study has provided a comprehensive description of the syllable structure of Irabu 

Ryukyuan. It has been shown that in order to describe the syllable structure of Irabu Ryukyuan it 

is convenient to assume three phonological categories, i.e. vowels, consonants, and 

semi-consonants. A syllable nucleus may be filled by a vowel and a semi-consonant, though the 

possible syllable structure of vowel nuclei and semi-consonant nuclei differ. Syllable margins 

(onset/coda) may be filled by semi-consonants and consonants, but the coda must be filled by 

semi-consonants.  

 /z/ has been shown to be a semi-consonant, sharing the significant phonological 

characteristic with /m, n, v, r/: they may function both as a nucleus and as a margin. It has been 

also pointed out that the phonological identification of /z/ must be done before clarifying the 

phonetic identity of the allophones of /z/, and that the attempt in the reverse order is unfruitful.  
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伊良部島方言の音節構造 

下地理則 

オーストラリア国立大学大学院太平洋アジア研究所 

 

要旨 

本研究の目的は，南琉球語伊良部島方言（以下，伊良部島方言）の音節構造を記述す

ることである．本稿では以下の点を明らかにする． 

1) 伊良部島方言においては，vowel（音節核にしかなれない音素群）・consonant

（非音節核にしかなれない音素群）・semi-consonant（音節核と非音節核の

両方の機能を果たせる音素群）という音韻論的な単位を設定できる． 

            音節核    非音節核 

    音素 成節的 Vowels  + -  

   Semi-consonants  + + 

   非成節的 Consonants  -     + 

 

2) 伊良部島方言の音節は，基本的に以下の構造を有し，その音節の組み合わ

せによって語の音節構造を記述できる（以下，Cは非音節核，Nは音節核，

下線は 1モーラを表す）． 

 ((C2) C1) N1 (N2) (C3) 

 C2はC1とともに出現 

 C2C1は同一音素の geminate clusterのみ 

 Nは vowelまたは semi-consonant 

 C3は semi-consonantのみ 

3) 語の音節構造は，非音節核の配列に着目すると以下のように定式化できる． 

 語頭 語中 語末 

 ((C2)C1) (C3).((C2)C1) (C3) 

 

4) 伊良部島方言の/z/（「舌先母音」音素）の記述および解釈においては，まず

音節における機能に基づいた音韻論的な解釈が先決であり，音声学的な特

徴を微細に記述することからは解決は図れない． 

5) /z/と，いわゆる「成節子音」（/m, n, v, r/）は，共に音節核の異音と非音節核

の異音を持つ semi-consonantと分類でき，音韻的な解釈が連動している． 
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福島方言における「ベ」について 

 

幡 早夏 

(東京外国語大学大学院地域文化研究科言語文化コース日本専攻) 

 

キーワード：福島方言、推量、意志、ベ、コーパス 

 

1. はじめに 

 福島方言1における意志・推量・勧誘表現は、動詞の終止連体形に/be/を接続させること

によって表す。ここでは、諸方言における/be/2の分布を概観した上で、コーパスから実際

の使用例を確認しつつ、統語的特徴や用法について検討していきたい。 

 

2. 研究方法 

 2004 年 8 月に福島県内の 2 地点で筆者が収集した自然談話資料を文字化し、そのテキス

トをコーパスとして使用する。以下に協力者を示す。 

 

表 1：協力者 

 生年 年齢3 性別 

言語形成期を 

過ごした場所 

(6 歳～12 歳) 

父親の 

出身地 

母親の 

出身地 
備考 

【信達方言】 

A 1921 83 男 
福島県福島市

松川町 

福島県福島

市松川町 

福島県福島

市松川町 

 

B 1923 81 女 
福島県福島市

松川町 

福島県福島

市立子山 

福島県安達

郡本宮町 

 

C 1928 76 女 
福島県福島市

松川町 

福島県福島

市松川町 

福島県安達

郡安達町 

 

D 1922 82 女 
福島県安達郡

安達町 

福島県安達

郡安達町 

福島県安達

郡安達町 

 

E 1922 82 女 
福島県郡山市

田村町 

福島県郡山

市田村町 

福島県郡山

市田村町 

22 歳時、北満洲に外

住歴あり、引き上げ

後は安達郡に居住 

                                                        
1 本稿でいう福島方言とは、菅野宏(1982)の区分による中通地方の信達方言及び会津地方の南会津東方言

を併せて呼ぶ場合に用いる。 
2 諸方言における諸形式や一方言内おける諸形式を含め、代表して表わす場合には/be/と表記する。それ

以外の具体的な音形式のみを言及する場合には「ベ」と表記する。 
3 2004 年現在。 
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F 1921 83 女 
福島県郡山市

熱海町 

秋田県大館

市 

秋田県鹿角

市 

宮城県仙台市、満

洲、栃木県矢板市、

秋田県大曲市に外

住歴があり、現在は

松川町に居住 

【南会津東方言】 

G 1927 77 女 
福島県南会津

郡下郷町 
不詳 不詳 

 

 

 信達方言は、上記 6 人と筆者を含めた 7 人の会話であり、南会津東方言は協力者と筆者

の一対一の会話である。信達方言の会話には筆者も参加しているが、なるべく口を挟まな

いようにしたので、筆者の発話は非常に少ない。南会津東方言は質問形式で、質問をきっ

かけに会話をはじめるという形式である。両方言とも基本的には共通語で行ったが、筆者

が信達方言話者と言うこともあり、ごく希に信達方言が混じることもあったかもしれない。 

 

3. /be/の起源及び諸方言における分布・用法 

3.1. /be/の起源 

 /be/の歴史的な起源について確認しておきたい。東日本方言で用いられている意志・推

量などを表す際の/be/が、古文の助動詞「べし」に由来することはすでによく知られてい

る。実際には「べし」の連体形「べき」の音便形「べい」に由来する。『日本国語大辞典』

には、「べし」(2001:1223-1224)と「べい」(2001:1165-1166)の 2 つの項目を設け、方言に関

しても両方の項目に挙げている。『日本国語大辞典』によると、「べい」は推量の意を表す。

「べい」がいつごろから用いられ始めたかについては、「べい」の項目の「語誌」の欄に次

のようにある。 

 

  連体形「べき」の音便として中古文特に会話文に現れているが、中世以後、東国で○二の

ような文末終止の用法4が次第に多くなった。(中略)「べい」は近世の文学作品中では、

多く関東なまりの奴言葉、田舎者の言葉として現れているが、実際には江戸町人のぞ

んざいな表現のなかでも用いられた。(11 巻:1165，注は筆者による) 

 

 すなわち、「べい」という形はかなり古くから(中古から)存在するが、そのころはあくま

でも連体修飾をする形をとっていた(1)。しかし、その後(中世以後)は、(東国において)連

体修飾をしない文末に頻繁に現れるようになったということである(2)。以下に『日本国語

大辞典』「べい」の項目より実例を示す(太字、下線は筆者による)。 

                                                        
4 活用語の終止形(ただしラ変型活用には連体形)に付き、推量の意を表していた「べい」が文末に用いら

れることが多くなり、終助詞的になったもの。 
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(1) あの勢のなかに、しかるべい者やある (平家物語(13c)11・勝浦) 

(2) この舟はかただ舟候。御てにあまるべい 

(本福寺跡書(1569 頃)大宮参詣に道幸〈略〉夢相之事) 

 

 連体修飾をせず、文末に頻繁に現れるようになった「べい」は推量の意を表すだけで

はない。以下に『日本国語大辞典』「べい」の項目からその意味・用法と実例を簡単に

記す。諸方言における意味・用法は4 で後述する。 

 

①推量の意を表わす。→(2) 

②話し手の意志を表わす。 

(3) 敵を見てはぬくべいとすれど半分ぬけて (雑兵物語(1683 頃)上) 

③相手に命令する意志を表わす。 

(4) 其おどり見たくなひ、其役者引こむべいなど、理発げに口にまかせてはき出す 

(仮名草子・身の鏡(1659)中) 

④相手を誘ってする意志を表わす。 

(5) 後(のち)にあふべい (歌舞伎・御摂勧進帳(1773)三立) 

 

 これらの用法はもちろん現代の方言における/be/の用法とも重なる。ただし、③に

関しては無いようである。方言における/be/の意味・用法にはさらに以下のものが挙

げられる(「べい」及び「べし」の項目から抜粋)。 

 

⑤反語を表わす。 

(6) まだまだ死ぬべし (まだまだ死ぬものか) 東京都八丈島 

⑥当然の意を表わす。 

(7) なるべいことなら 山梨県郡内 

⑦念を押したり、意味を強めたりする意を表わす。 

(8) (女性の語)かっこえーべ (かっこうがいいよ) 徳島県海部郡 

⑧可能の意を表わす。 

(9) 不景気で食ふべきねぁ 宮城県石巻 

 

 これらは、当然「ベシ」の意味・用法と重なる。このように、文献における形式及

び意味・用法の面から、方言の/be/が古文の助動詞「ベシ」(連体形「ベキ」の音便形

「ベイ」)に由来することは明らかであろう。 

 

3.2. 諸方言における/be/の形式 

 3.1 で/be/の歴史的起源について確認した。しかし、諸方言において必ずしも「ベ(ー)」

という 1 つの形式で現れるわけではない。ここでは、現在、諸方言において、/be/がどの



幡 早夏 

 - 44 - 

ような形式で現れているのかみることにする5。 

 『現代日本語方言大辞典』における「う・よう【推量・意志】」(第 1 巻:531)及び「だろ

う【推量】」(第 4 巻:3075)について、古文の助動詞「ベシ」に由来する形式を挙げることに

よって確認したい。その際、主に東北地方を中心とした地域に分布しているもののみを取

り上げ、西日本における「ベシ」起源の形式については触れないこととする。 

 「う・よう【推量・意志】」の項目に「ベシ」起源の形式が挙げられている地域は、礼文、

青森、弘前、八戸、岩手、安代、宮城、秋田、河辺、山形、福島、会津、茨城、栃木、群

馬、埼玉、千葉、袖ヶ浦、奥多摩、神奈川(出現順)である。また、「だろう【推量】」の項

目に「ベシ」起源の形式が挙げられている地域は、礼文、青森、弘前、八戸、岩手、安代、

宮城、秋田、河辺、福島、会津、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、袖ヶ浦、奥多摩、神奈

川、秋山(出現順)である。さらに、『日本国語大辞典』や『日本方言大辞典』には、『現代

日本語方言大辞典』に挙げられている以外にも様々な形式が挙げられている。しかし、そ

れらは一見すると「ベ＋助詞」ともとれるものが多いようである。ここではひとまず膨大

にある「ベ＋助詞」のような類は考慮の外に置くことにし、『現代日本語方言大辞典』にお

ける形式のみをみていく。これらを形式ごとに表 2 にまとめる。斜線を引いてあるのは、

その形態が載せられていなかったことを示す。 

 

表 2：諸方言における/be/の形式 

形式 う・よう【推量・意志】 だろう【推量】 

ベシ[besï] 弘前、安代  

ベ(ー) 

[be()/ be()] 

礼文、青森、弘前、八戸、岩手、安

代、宮城、秋田、河辺、福島、会津、

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、奥

多摩、神奈川、秋山 

礼文、弘前、八戸、岩手、安代、秋

田、河辺、福島、会津、茨城、群馬、

埼玉、千葉、神奈川 

ンベ[mbe]  青森 

ペ(ー) 

[pe()/ pe()] 

宮城、茨城、栃木、群馬(形容詞に接

続) 
宮城、栃木 

ベア[bea] 八戸 八戸 

ビャ[bja] 八戸 八戸 

ベァー[bɛ] 袖ヶ浦 袖ヶ浦 

ペァー[pɛ] 袖ヶ浦  

バイ[baï] 福島  

パイ[paï]  福島 

ベオン[beo] 青森 青森 

ビョン[bjo] 青森、岩手 青森、岩手 

                                                        
5 接続については3.3 で確認する。 
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ベッチャ 

[betʧa] 
宮城  

ペッチャ 

[petʧa] 
宮城  

ダンベー 

[dambe] 
群馬、埼玉 群馬、埼玉、奥多摩 

ダッペー 

[dappe] 
群馬、千葉  

アンダベ 

[andabe] 
 秋山 

 

 有声音か無声音か(「ベ」か「ペ」か)は、促音に後接するか否かによる違いである。ま

た、「ベオン」「ビョン」は「ベ」に間投助詞「オン」が後接したもの(佐藤和之(2003:31))、

「ベッチャ」「ペッチャ」は「ベ」に終助詞「チャ」が後接したものであろう。 

 また、福島県における/be/の形式に関して、『日本国語大辞典』『日本方言大辞典』には、

「べ(ー)／ぺ(ー)・ぱえ・べした」の 3 つが挙げられている。 

 

3.3. /be/の分布域 

 まず、意志形に使用される/be/の分布域を確認したい。『方言文法全国地図』(以下ＧＡＪ

と略して記す)の意志形を問うた項目である 106-111図の結果から見ることにする。それぞれ、

「起きよう」「開けよう」「寝よう」「書こう」「来よう」「しよう」である。この他に、意志

形の項目には挙がっていないが、表現法編に「行こうと思っている」の「行こう」という

部分を図に示した 232 図もある。 

 まず、五段動詞についてみてみる。GAJ では、五段動詞は「書く」のみである。「書く」

の意志形「書こう」に相当する方言形として/be/を使用している地域を中心に、それに隣

接した地域の諸語形についても併せて示したい(図 1)。図 1 からわかるように、/be/は主に

太平洋側を中心に青森県から静岡県の一部にまで分布している。 
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図 1：書こう(意志形) 

(GAJ109 図を参考に筆者が作成) 

 

図 2：起きよう(意志形) 

(GAJ106図を参考に筆者が作成) 

 

図 3：来よう(意志形) 

(GAJ110 図を参考に筆者が作成) 

 

 次に、一段動詞についてみてみる。GAJ には一段動詞の意志形は「起きよう」「開けよ

う」「寝よう」が挙げられているが、ここでは、3 つの用法には地理的な差がほとんどない

ことを確認した上で、「起きよう」を例に取り上げる(図 2)。一段動詞に/be/が接続する分

布域も五段動詞と同様であるが、一段動詞に/be/が接続する場合には、実現形には 4 通り

存在する。以下の通りである(表 3)。 

 

表 3：実現形式のタイプと分布域(GAJ106 図起きよう(意志形)) 

実現形式のタイプ 分布域 

①終止連体形(oki-ru＃)＋/be/  

 オキルベ 青森県南部，秋田県の一部，岩手県西部 

 オキッペ：促音化 宮城県全域，福島県中央部から沿岸部，栃木県北部 

 オキンベ：撥音化 山形県全域(沿岸部を除く)，福島県北西部 

②語幹(oki-)＋/be/  

 オキベー 

青森県東部，岩手県全域(西部を除く)，福島県南西部，栃

木県，茨城県，群馬県，千葉県，埼玉県，東京都，神奈

川県，山梨県，静岡県 

 表 3 及び図 2 を合わせて見るとわかるように、促音化をしている「オキッペ」が福島県
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中央部から沿岸部、宮城県全域に分布し、その西側に撥音化した「オキンベ」があり、そ

れを南北に挟むように「オキベー」が見られることから、きれいな ABA 分布を示してい

ると言える。 

 また強変化動詞「来る」の推量形「来よう」についても GAJ からその図を挙げた(図 3)。

これはほぼ一段動詞と同じ ABA 分布を示している。 

 

 次に、推量形に用いら

れる/be/の分布域につい

てみていきたい。GAJ で

は推量形を問うた項目と

して 112-114 図がある。

それぞれ「書くだろう」

「来るだろう」「するだろ

う｣にあたる。また、形容

詞の推量形「高いだろう」

(142 図)、形容動詞の推量

形「静かだろう」(149 図)、

表現法編には「行くだろ

う」(237 図)及び「行くの

だろう」(238 図)、過去推

量の「行っただろう」(239

図)、名詞に接続した「雨

だろう」(240 図)も挙げら

れている。ここには、五

段動詞「書くだろう」(図 

4)と強変化動詞「来るだろう」(図 5)の地図を載せた。 

 図 4 からわかるように、山梨県や静岡県では推量には「カクダラ( )」や「カクロー( )」

などが主に用いられ、/be/はほとんど使用されないので、南端は関東の栃木県や群馬県と

いうことになる。また、北端(現時点では北海道を除いている)は青森県ということになる

が、青森県では/be/の他に「ゴッタ(？)」や「ビョン(☆)」、秋田県では「ビョン(☆)」、岩

手県では「ゴッタ(？)」も併用している。意志形に比べると若干範囲が狭まっている。/be/

の接続の仕方も異なっている。栃木県・茨城県以北では、主に終止連体形「カク」に/be/

が後接した形の「カクベ(○)」が用いられているが、福島県の一部、群馬県や埼玉県、東

京都と神奈川県の一部では終止連体形に「ダ」を挟んで「ベ」を後接させた「カクダベ(●)」

「カクダッペ(△)」「カクダンベ(▲)」が主流のようである。この形式は意志形にはみられ

ないものである。 

 次に強変化動詞についてだが、以下に実現形式と分布域を示した(表 4)。 

 

図 4：書くだろう(推量) 

(GAJ112 図を参考に筆者が作成) 

 

図 5：来るだろう(推量) 

(GAJ113 図を参考に筆者が作成) 
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表 4：実現形式のタイプと分布域(GAJ113 図来るだろう) 

実現形式のタイプ 分布域 

①終止連体形(ku(o,i)-ru＃)＋/be/  

 クルベ 青森県，秋田県の一部，岩手県西部 

 クッペ：促音化 
宮城県全域，福島県中央部から沿岸部，栃木県

北部 

 クンベ：撥音化 山形県全域(沿岸部を除く)，福島県北西部 

②終止連体形(ku(o,i)-ru＃)＋/da/＋/be/  

 クンダベ 福島県の一部(西部) 

 クッダッペ／クルダッペ：促音化 群馬県の一部(北部)，千葉県 

 クンダンベ／クルダンベ：撥音化 群馬県，埼玉県，東京都，神奈川県 

③語幹(ku(o,i)-)＋/be/  

 コベー／キベー 

青森県の一部，岩手県東南部，福島県南西部，

栃木県，茨城県，千葉県，埼玉県，東京都(山梨，

静岡の一部) 

 

 図 5 及び表 4 からは、促音化、撥音化などの面を確認したい。福島県及び宮城県を中心

に促音化した「クッペ(○)」があり、その西側の福島県北西部と山形県に撥音化した「ク

ンベ(□)」がある。そして、それを挟むように語幹にそのまま「ベ」が接続する「コベー・

キベー(■)」があり、さらにその北側には促音化も撥音化もしない「クルべ( )」が分布

している。ほぼ意志形と同様であると言える。しかし一方で、秋田県や岩手県、青森県で

は「ベ」の他に「ビョン(☆)」や「ゴッタ(？)」がよく用いられている。また、終止連体形

に「ダ」を挟んで「ベ」を後接させる地域は図 4 と同様である。 
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 次に勧誘の用法に

/be/が使用される地

域についてみてみた

い。GAJ では、表現

法編の「行こうよ」

(235 図)がこれにあ

たるであろう。「一緒

に行こう」と相手を

誘う場合は、宮城県、

山形県、秋田県、青

森県・岩手県・福島

県の一部では「アベ」

や「ヤベ」など別の

単語を使用するので、

特に山形県や秋田県

では意志形に比べて

/be/の使用が減って

いるように見える。それを踏まえて考えても、意志形に/be/を使用する地域がほぼ勧誘表

現にも/be/を使用していると言えるのではないだろうか。 

 以上のことをまとめると図 7 の通りである。/be/の分布域は太平洋側を中心に静岡県北

東部から青森県まで分布している(現時点で北海道は考慮の外に置く)。形式は色分けによ

って示した。最も濃度が高い福島県宮城県は促音化(ex.オキッペ)、その西側の最も濃度が

薄いのは撥音化(ex.オキンベ)、それらを挟んで 2 番目に濃度の薄いものは語幹にそのまま

接続する(ex.オキベー)もの、2 番目に濃度の高いのは促音化も撥音化も起こさない(ex.オキ

ルベ)ものである。また、円で囲った南端の山梨県・静岡県は推量形には/be/を使用しない。

さらに、その上の円で囲った部分は推量形として主に「終止連体形＋ダ＋ベ」を使用する

地域である。 

 

4. 先行研究 

 3 では、/be/の起源、諸方言における形式、分布域を確認したが、ここでは、/be/の意味・

用法について、先行研究から概観する。/be/に関する先行研究は様々あるが、ここでは、

福島県の/be/の意味・用法を言及した飯豊毅一(1962b6)と、その隣県である宮城県の/be/の

意味・用法を扱っている玉懸元(1999, 2001)を挙げる。本稿では、より詳しく分析している

玉懸元(1999, 2001)を中心に挙げ、その後飯豊毅一(1962b)との記述の相違点、共通点などを

まとめる。 

                                                        
6 飯豊毅一(1962b)で挙げるページ数は(1994b)のものとする。 

 

図 6：行こう(勧誘) 

(GAJ235 図を参考に筆者が作成) 

 

図 7：/be/の分布域 
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 玉懸元 (1999)では、宮城県仙台市方言の /be/の用法として①意志②申し出③勧誘

(inclusive)7④勧誘(exclusive)⑤推量⑥確認の 6 つを定めている。①～④が意志系用法であり、

⑤⑥は推量系用法である。さらに玉懸元(2001)で、推量系用法の確認を「確認用法」と「確

認要求用法」(⑦確認要求)の 2 つに分ける必要があると主張している。以下用法ごとに例

文を示す。 

 

【意志系用法】 

①意志 

(10) ［家への帰り道での独り言。］ 

  家サ 帰ッタラ テレビデモ 見デ ユックリ スッペ。     (玉縣元 1999:39) 

②申し出 

(11) ［歩いて帰ろうとする友人を引きとめて…］ 

  待デー。駅マデ（車で）送ッテグベー。              (玉縣元 1999:39) 

③勧誘(inclusive) 

(12) ［友人と登山をしていて、疲れてきた。］ 

  スコシ 座ッテ 休ンベ。                   (玉縣元 1999:39) 

④勧誘(exclusive) 

(13) ［授業中、後ろの席のふたりがうるさい。］ 

  モー チョット 静ガニ スッペ。               (玉縣元 1999:39) 

 

【推量系用法】 

⑤推量 

(14) ［暑かったある夏の日の夕方。真っ赤な夕焼けを見ながら･･･］ 

  コノブンデワ 明日モ 暑イベナー              (玉縣元 2001:54) 

⑥確認 

(15) ［最近、一人暮らしを始めた友人に･･･］ 

  一人暮ラシッテ 寂シーベー                 (玉縣元 2001:53) 

⑦確認要求 

(16) 甲 1：オレノ 誕生日 1 月ダベ 

  乙 1：ア ソーダッケ 

  甲 2：ンー ソーナノヤ。ダガラ モースク゜ ハタチナノヤー   (玉縣元 2001:53) 

 

 飯豊毅一(1962b)をみると、意志、申し出8、勧誘9、推量の 4 つが、玉縣元(1999, 2001)と

                                                        
7 ここで、“inclusive”とは、「当該事態の現実化のために能動的に行為する人物として話し手自身が含み込

まれる」という意味であり、”exclusive”とは、「当該事態の現実化のために能動的に行為する人物として

話し手自身が除外される」という意味合いで使用している。 
8 実際には「話し手の意志を表わすが、相手へのもちかけのあるもの。相手に「･･････してあげましよう」

とか「･･････しようと思うよ」とか、話し手の意志を示す場合である。」という記述であるが、玉縣元(1999)

の「申し出」に相当すると筆者が判断した。 
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共通している。しかし、確認、確認要求の用法については言及されていない。また、玉縣

元(1999, 2001)では言及されていないが、疑問詞と呼応して反語的に用いられる用法(ex. ダ

レ イグベ 誰が行こうとするものか、アイツニ ナニ デキッペ あいつに何ができる

もんですか)も挙げられている。 

 本稿では、主に玉縣元(1999, 2001)の記述を参考に、福島方言における/be/の意味・用法

を分類することとする。飯豊毅一(1962b)で言及されている反語については、推量や意志の

形式が疑問詞と呼応することによって現れる二次的な意味・用法であり、/be/の一次的な

意味・用法ではないと考えるからである。 

 また、3.2 で確認したように、福島方言においては、「ベ」だけでなく、「バイ」という

形式も用いられていた。飯豊毅一(1962b:366)に、「バイ」10についての言及がある。 

 

  「バイ」「パイ」は相手尊敬を示すから、すべて、相手へのもちかけがある。それ故に、

このように意志を表わす場合には、実際には相手へのはたらきかけの動詞たとえば「や

る」「くれる」「とどける」「返す」とか「貰う」「習う」「聞く」などに付いていること

が多い。 

(飯豊毅一 1994b:366) 

 

 「バイ」の成り立ちについて、飯豊毅一(1964:14)では、次の 2 つの理由によって「バイ」

という形式が作られたと考えられている。 

 

理由 1：相手尊敬に-ae の形式が使われること 

理由 2：「ベーエ」では形式的に識別的効果がないこと 

常態 敬態 

ナ カ ワ タ ダ メー ベー ナエ カエ ワエ タエ ダエ *メーエ *ベーエ 

 

 

 飯豊毅一(1962b:366)には、「バイ」の用法として、申し出を表わす場合は「バイ」を使用

できるが、意志を表わす場合は「バイ」を使用することができないことも指摘している。

同じく、推量系用法においても相手へのもちかけのない単純な推量の場合は「バイ」を使

用できないとしている。一方で、福島県郡山市方言の「バイ」について扱った白岩広行(2005)

では、伝統方言の「バイ」は「ベ」と同じ多様な用法を持つが、若年層においては、単純

な推量〈疑問文〉及び意志系用法では使用がみられなくなってきていると述べている。こ

のことから、若年層の「バイ」は確認要求の用法に限って使用される傾向にあるとしてい

る。飯豊毅一(1962b)と白岩広行(2005)では、伝統方言の「バイ」の用法に関して多少の食

い違いがみられる。 

                                                                                                                                                                   
9 inclusive、exclusive は分けていない。 
10 3.2 表 2 参照。 

マエ バエ 
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 また、3.2 で確認した福島方言の/be/の形式のうち、「ベシタ」に関しては言及がなされ

ていない。しかし、山形市方言の「ベシタ」について、渋谷勝己・澤村美幸・大久保拓磨・

松丸真大(2006)が詳しく考察している。これは、山形市方言にみられる「ベシタ・ガシタ」

という形式を分析し、そこから「ベ・ガ」が単独で持つ意味を差し引くことによって文末

詞「シタ」の意味を明らかにするものである。ここでは、「ベ」と「ベシタ」の違いについ

て、以下のようにまとめている。 

 

(43) べ ：知識確認の要求を表す無標形式である。話し手の知識や認識をそのまま聞き

手にもちかけて、聞き手の確認を得ようとする場合に用いられる。話し手の知

識や認識がどの程度確定しているかということは関与しない。どのような場合

でも使用できる。 

  ベシタ：話し手の知識や認識は確定しており、その確定した知識や認識にもとづいて、

聞き手にその確認を要求する。したがって、確認要求にたいする聞き手の返答

が話し手の確認しようとした命題内容を肯定するものではない場合でも、話し

手の知識や認識は容易に変更することはない(後略)。 

(渋谷勝己・澤村美幸・大久保拓磨・松丸真大(2006:7)) 

 

 すなわち、命題内容に対する話し手の知識や認識がかなり確定的である場合にのみ「ベ

シタ」を使用することができると解釈できる。 

 

5. コーパスに見られる意志・推量表現 

 ここでは、コーパスに見られる用例を確認する。検索は共通語の「だろ(う)」「でしょ(う)」

「う／よう」に訳されている表現を検索するという方法で行った。以下にその用例数を接

続している品詞ごとに表に示す。便宜的に「だろ(う)」「でしょ(う)」に訳されているもの

は推量、「う／よう」に訳されているものは意志と分類している。 

 

表 5：共通語「だろ(う)」「でしょ(う)」「う／よう」に訳されている表現 

  動詞 形容詞 コピュラ11 (な)のだ 合計 総計 

意志 
信達 6    6 

8 
南会津東 2    2 

推量 
信達 30 4 38 16 88 

232 
南会津東 80 21 39 4 144 

  118 25 77 20 240 240 

 

                                                        
11 名詞述語文のことである。名詞述語文に/be/が使用された場合、「ダ(コピュラ)＋ベ」の形をとるので、

前接するものをコピュラとした。またいわゆる形容動詞(ナ形容詞)も名詞述語文同様であるので、ここに

含めた。「でしょ(う)」や「だろ(う)」が使用された場合は、「名詞＋でしょ(う)／だろ(う)」である。 
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 両方言とも合わせた総計は 240 例、うち意志は 9 例、推量は 232 例見られた。日常会話

の中で意志表現をあまり使用しないのは、当然のことであろう。南会津東方言に比べ、信

達方言の使用例が少ないのは、南会津東方言が 2 人の会話(協力者＋筆者12)であるのに対し、

信達方言は 7 人の会話(協力者 6 人＋筆者 12)であり、複数人の会話において一人当たりの

使用量が減ったためであろうと推測される。 

 次に 241 例の中に、どのような方言形式が現れたのか確認する。 

 

表 6：コーパスにみられた意志・推量表現の形式 

 デショ(ー) ダロ(ー) ベ バイ ベシタ ッケナ ウ／ヨウ 合計 

信達         

動詞 10 0 15 3 5 1 2 30 

形容詞 1 0 3 0 0 0  4 

コピュラ 4 1 30 2 1 0  37 

(な)のだ 9 1 6 0 0 0  16 

合計 24 2 54 5 6 1 2 94 

南会津東         

動詞 0 0 82 0 0 0 0 79 

形容詞 0 0 21 0 0 0  21 

コピュラ 0 0 37 0 1 0  38 

(な)のだ 0 0 4 0 0 0  4 

合計 0 0 145 0 1 0 0 146 

総計 24 2 199 5 7 1 2 240 

 

 意志表現は「ウ／ヨウ」以外は「ベ」で現れていた。信達方言の「ウ／ヨウ」の 2 例は

外住歴の多い F 氏の発言である。推量表現については、南会津東方言は 1 人の話者である

が、「ベシタ」1 例以外は、すべて「ベ」によって表わしている。表 2 でみたように、『現

代日本語方言大辞典』では、福島県は福島と会津の 2 つに分けられていたが、「バイ」に関

しては福島には挙げられていたものの、会津には挙げられていなかった。1 人の話者のみ

で、地理的に会津は「バイ」を使用しないと断定することはできないが、少なくとも「ベ」

と「バイ」にはかなりの差があり、G 氏は「バイ」を使用しないのではないかと考えられ

る。信達方言は「デショー」が 24 例と多いものの、最も多いものはやはり「ベ」である。

「デショー」を話者別にみると、B 氏・E 氏・F 氏の発言であるが、B 氏 4 例、E 氏 4 例・

F 氏 18 例であり、F 氏が最も多く使用している。F 氏は外住歴が多く、語彙・文法的な面

であまり方言を使用しない傾向があるため、「デショー」を多く使用しているものと考えら

れる。E 氏も外住歴がある。B 氏は外住歴はないものの、共通語志向が強い(自分は他の方

                                                        
12 筆者の発言はデータに含めていない。 
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言話者より方言の使用頻度が低いと思っている)ので、共通語の丁寧体である「デショー」

を比較的用いているのであろう。なお、「ダロ(ー)」2 例は F 氏の発話であり、「ッケナ」1

例は E 氏の発話である。また、「バイ」5 例は B 氏 4 例、F 氏 1 例、「ベシタ」6 例は、A

氏 1 例、B 氏 4 例、C 氏 1 例である。 

 次に用法の面からの集計を行う。用法の分類に際しての用語は玉懸元(1999, 2001)に従う。 

 

表 7：用法による分類結果 

 デショ(ー) ダロ(ー) ベ バイ ベシタ ッケナ ウ／ヨウ 合計 

意志系         

意志   4 0 0 0 0 4 

申し出   0 0 0 0 0 0 

勧誘(INC)   2 0 0 0 2 4 

勧誘(EXC)   0 0 0 0 0 0 

合計   6 0 0 0 2 8 

推量系         

推量 2 2 30 0 0 0  34 

確認 15 0 6 0 0 0  21 

確認要求 7 0 157 5 7 1  179 

合計 24 2 193 5 7 1  232 

総計 24 2 199 5 7 1 2 240 

 

 自然会話をコーパスとしたため、その性質上確認要求用法が最も多く得られたものと考

えられる。表 7 は信達方言及び南会津東方言を併せたものであるが、南会津東方言の場合、

推量が 13 例で、残りの 131 例は全て確認要求であった。「デショ(ー)」の用例数をみてみ

ると、推量が 2 例、確認が 15 例、確認要求が 7 例で、確認用法に最も多く使用されている。

「ダロ(ー)」は推量にのみ、「バイ」「ベシタ」「ッケナ」は確認要求にのみ使用されている。 

 

6. 統語的特徴 

 ここで、「ベ」の統語的特徴について確認しておきたい。まず、聞き手を必ずしも必要と

しない意志用法と推量用法については、以下のような特徴がある。 

 

①終助詞「ナ(ー)，ナイ」と共起できる(10/3413)14 

②「－ケレド」「－カラ」の前、すなわち従属節に現れうる(9/34) 

                                                        
13 意志用法及び推量用法の「ベ」34 例のうち、言及しているものに該当する用例数を示している。 
14 勧誘用法も終助詞と共起できるであろうが、用例がないため言及できない。また、「ナ」は意志用法に

1 例だけみられたものである。 
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③疑問詞と共起できる15(9/34) 

 

 次に聞き手を必要とする勧誘用法、確認用法、確認要求用法については、上記とは逆の

以下のような特徴がある。 

 

④終助詞「ナ(ー)，ナイ」と共起できない(勧誘用法は除く)。従って必ず文末である 

⑤「－ケレド」「－カラ」の前、すなわち従属節に現れない 

⑥疑問詞と共起できない 

 

 ①について、必ずしも聞き手を必要としない用法では、対人的モダリティが明確に表さ

れないため、聞き手がいる場合、終助詞を後続させることによって、対人的モダリティを

表すのだと考えられる。逆に必ず聞き手を必要とする用法では、すでに対人的モダリティ

が含まれているので、④のような特徴がみられるのであろう。②⑤についても同様である。 

 

7. 意志系用法 

 意志系用法の実際の用例をみる。意志用法 4 例、勧誘(INC)用法 4 例である。 

 

7.1. 意志用法 

 

{スイカを切ってくれと頼まれ、切り方を考えている} 

155D ソーガイ  ホンヂャ  ドースッペナ コーガ 

   そうかい。 それじゃあ どうしような こうか。 

 

{スイカの切り方について悩んでいる} 

160D ドースッペナイ コレワ チット  ハンパダガンナイ 

    どうしようね  これは ちょっと 半端だからね。 

 

{G 氏の息子が急病になり、遠いけれど大きな病院に運ぶことに決めた際の話} 

23G ヤッパ  チューオーサ イッタベ    ドーセ アレダラバ チューオーサ 

   やっぱり 中央(病院)に 行ったでしょ。 どうせ あれならば 中央(病院)に 

 

 イク゜マデ ダメガナンダガ ワガンネゲンヂョ オモイギッテ イッテミンベド 

 行くまで  ダメかなんだか 分からないけど  思い切って  行ってみようと 

 

 オモッテ 

 思って。 

                                                        
15 意志用法も疑問詞と共起できるであろうが、疑問詞と共起していたものは推量用法だけであった。 
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{G 氏が施設に入った後、義妹に預けた自分の家に帰ろうとした際の話} 

46G ホテ  ワカ゜イサ ハインメド オモッテモ ハイヨー ネーベー   ウーン 

   そして 自分の家に 入ろうと  思っても  入りよう ないでしょ。 うん。 

 

 ミンナ コンダ カキ゜ガラ カキ゜ガラ ホラ ミナ  トケチマタ＊＊ 

 みんな 今度は 鍵から   鍵から   ほら みんな 取り替えてしまった＊＊。 

 

 信達方言の意志用法は疑問詞「どう」と共に用いられているものしか得られなかった。

また、形態論的なことでは、信達方言は促音化を起こしているのに対し、南会津東方言で

は撥音化を起こしているという違いがある。これは、3.3 で確認した分布と重なる。地域

差として捉えてよいであろう。また 46G では、撥音化に引っぱられ、後続する[b]が[m]に

なっている。このような例はこの 1 例だけであった。 

 

7.2. 勧誘(INC)用法 

 

【ベ】 

{スイカの切り方にうるさいX2さんは、折角持ってきたスイカを食べずに先に帰ってしまった。

今度 X2 さんがスイカを持ってきた時は、食べずに帰ってしまおうと話している内容} 

300E カエッテッカラ  ンダ   コンドガラ X2 サンφ 

   帰っているから。 そうだ。 今度から  X2 さん［が］ 

 

 モッテキタドギφ  D チャン カエッペ 

 持って来た時［は］ D ちゃん 帰ろう。 

 

{300E からの続きの発話} 

301E オラφ  インネ  オラφ  インネーッテユウベ 

   私［は］ いらない 私［は］ いらないって言おう。 

 

【ウ／ヨウ】 

{スイカを食べたいがために早くゲートボールをやめようと誘っていた時の話} 

290F イヤー R チャン キョーネー ゲートボールφ   ヤッテンノニ 

   いやあ R ちゃん 今日ね   ゲートボール［を］ やっているのに 

 

  スイガφ  キテルモンダガラ  モー ヤメヨー ヤメヨーッテイッテ ミンナサ 

 スイカ［が］ 来ているものだから もう やめよう やめようって言って みんなさ。 

 

 福島方言の/be/は以上のように意志、勧誘(INC)の用法に用いられるが、用例数が少ない

ので、申し出と勧誘(EXC)の用法があるかは定かではない。 
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8. 推量系用法 

 推量系用法の実際の用例をみる。推量用法 34 例、確認用法 21 例、確認要求用法 179 例

である。 

 

8.1. 推量用法 

 推量用法は「ベ」が 30 例、「ダロ(ー)」が 2 例、「デショ」が 2 例で、「ベ」の使用が最

も多い。以下に用例を示す。 

 

【ベ】 

528B アッパイ   アノ トリアケ゜ダッテ ムガシワ ナニカ ユワレカ゜ 

   あるでしょ。 あの トリアゲだって  昔は   何か  謂れが 

 

 アンデショッツーノ    アソゴワ アノ ナンテユウ ムゴーガラ ヅーット 

 あるんでしょって言うの。 あそこは あの なんていう 向こうから ずっと 

 

 キテモ コッチカラ イッテモ イチバン タガイドゴロデ 

 来ても こっちから 行っても 一番   高いところで 

 

 ヤマノコンモリシタナガニ アル アレデナイ ブッソーナドゴダッタンダヨナイ 

 山のこんもりした中に ある あれでね、 物騒なところだったんだよね。 

 

 ンダガラ アソゴントゴニ  ヒソンデ イデデ トリアケ゜ダンダベ 

 だから  あそこのところに 潜んで  いて  取り上げたんでしょ。 

 

 タビビトノ サイフオ 

 旅人の   財布を。 

 

733D ムガシワ ホダルノヒカリデ アノ ホンφ  ヨンダッテ 

   昔は   ホタルの光で   あの 本［を］ 読んだって 

 

 ダンヂャッタベナイ ＊＊ ホダルノヒカリデ ホンφ  ヨンダッテ 

 誰だっただろうね。 ＊＊ ホタルの光で   本［を］ 読んだって。 

 

739F タブン ニノミヤダベナイ 

   たぶん 二宮だろうね。 
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【デショ】 

{スイカの種を外に捨てながら食べることについての話の中で} 

82 F ソノウヂ スイカカ゜ デルデショ 

   そのうち スイカが  出るでしょ。 

 

【ダロー】 

{学校の先生についての話} 

921F ソーダ  ワタシ＊＊ ヤー モー ワタシナンテ カミサマダド 

   そうだ。 私＊＊   やあ もう 私なんて   神様だと 

 

 オモッテッカラ センセーッテ ゴハンモ クワネンダベナード 

 思っているから 先生って   ご飯も  食べないんだろうなと 

 

 オモッテダンダ ホント ゴハンモ ナニモ タベナインダローナード 

 思っていたんだ 本当。 ご飯も  何も  食べないんだろうなと 

 

 オモッテダヨ  トイレサナンテ イグドワ オモッテナイシネ 

 思っていたよ。 トイレになんて 行くとは 思ってないしね。 

 

 921F では、最初に出てきた「クワネンダベ」(波線部)では、「ベ」を使用しているが、二

度目の「タベナインダロー」では「ダロー」が使用されている。F 氏は他の話者に比べあ

まり文法的に方言形式を使用しない傾向にあるが、一度目の「食べる」には「クー」が使

用されており、二度目は「タベル」を使用している。すなわち、一度目は「食べる」の方

言形「クー」を使用したため、それに引きずられるように方言形式の「ベ」が後続し、二

度目は共通語形「タベル」を使用したため、それに引きずられ「ダロー」が後続したもの

と考えられる。また、この「ダロー」は 2 例のみ(F 氏のみの用例)であったが、共に推量用

法で用いられており、確認用法や確認要求用法では、「デショ」を頻繁に使用している。こ

れは、おそらく聞き手を必要とする確認用法や確認要求用法の場合、「ダロ(ー)」より丁寧

な「デショ」の方が好まれるからであろう。 

 

8.2. 確認用法 

 確認用法は、「ベ」が 6 例、「デショ」が 15 例であり、「デショ」が「ベ」の倍以上であ

る。しかしながら、「デショ」15 例のうち 11 例は F 氏の発言である。以下に用例を示す。 

 

【ベ】 

{バスに乗っていたのが D 氏 1 人だけだったのか尋ねている場面} 

407E アンダφ   ヒトリダッタンダベ 

   あんた［が］ 一人だったんでしょ？ 
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487B カーマエッテユウノワ ソノ カワッテユウ イミナイ？ カッテユウノ 

   カーマエっていうのは その 川っていう  意味ね？  カっていうのは 

 

 カワッテユウ イミダベ 

 川っていう  意味でしょ？ 

 

【デショ】 

{今年のスイカの出来に関する話} 

113E コトシワ テンキカ゜ イイカラ ヒデリダカラ スイカモ アマイヨネ 

   今年は  天気が   いいから 日照だから  スイカも 甘いよね。 

 

 ナッタデショ  ソシテナイ 

 なったでしょ？ そしてね。 

 

{筆者は桧枝岐村のゲートボール場に方言調査に行くことになった。村からの手紙によると、

そのゲートボール場は小学校の校庭を利用しているらしく、そのそばに休む施設があるようで

ある。そのことについて筆者に尋ねている} 

672B アー コーテーネ ソシテ ソノ ソバニ アンデショ   ソーユー 

   ああ 校庭ね。  そして その そばに あるんでしょ？ そういう 

 

 ヤスムドゴ 

 休むところ。 

 

8.3. 確認要求用法 

 確認要求用法は、「ベ」が 157 例、「バイ」が 5 例、「ベシタ」が 7 例、「ッケナ」が 1 例、

「デショ」が 7 例で、最も多くの形式が使用されている。以下に用例を示す。 

 

【ベ】 

844D オレワ センセニ オゴラッチャゴドφ アンダ   アノナイ センセカ゜ 

   私は  先生に  怒られたこと［が］ あるんだ。 あのね  先生が 

 

 ホンφ  ヨンデダベ     ホンφ  ヨンデダラバ オレφ  テワスラφ 

 本［を］ 読んでいたでしょ。 本［を］ 読んでいたら 私［は］ 手遊び［を］ 

 

 シッタノヨ  コー  センセーニ ミツカッテ X9 ッテ ユワレダノ 

 していたのよ こう。 先生に   見つかって X9 って 言われたの。 
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{方言調査をする際の協力者についての話} 

502C ナンダッペナンテ ユウナイ ン？オレφ  ナニナンテ オレφ 

   何だろうなんて  言うね。 ん？私［は］ 何なんて  私［は］ 

 

 ナンツッタノ？ナンテ サンカイクライ オンナシコドφ ユワネード 

 何て言ったの？なんて 三回くらい   同じこと［を］ 言わないと、 

 

 ワガンネヨーナヒトデワ ワガンネベ 

 分からないような人では 分からないでしょ。 

 

【バイ】 

650B ンダガラ ヨグ アノ ネ アレ ミノモンタノカ゜ナφ  ミデット  アノ 

   だから  よく あの ね あれ みのもんたのもの［を］ 見ていると あの 

 

 ミンナナイ カクチノ ンマイ  アノ  ナカ゜イギスル ショグモヅノナイ アレ 

 みんなね  各地の  おいしい あの、 長生きする   食物のね     あれ 

 

 メク゜ッテ アルグノ アッパイ   ホイット  ミンナ シューカイヂョ 

 めぐって  歩くの  あるでしょ？ そうすると みんな 集会所 

 

 アダリデ オドリφ オドッタリ ナンダリ シテナイ ミーンナ アヅマッテ 

 辺りで 踊り［を］ 踊ったり  なんだり してね  みんな  集まって 

 

 ヤッテッパイ 

 やっているでしょ。 

 

 「バイ」は確認要求にしか使用されていない。話者は B 氏、F 氏に限られる。白岩広行

(2005)において、郡山市方言の若年層話者においては聞き手を必要としない意志用法や推

量用法でも「バイ」の使用が可能であったが、信達方言においては、飯豊毅一(1962b:366-367)

にあるように、聞き手が必ず必要な用法にしか「バイ」を使用することができないと言え

る。南会津東方言については、「バイ」は使用されないようである。 

 

【ベシタ】 

{ホタルの話} 

719B コノヘンφ  ボンボン トンデダンダゲドナイ  イマワ ミランニベシタ 

   この辺［を］ ボンボン 飛んでいたんだけどね。 今は  見られないでしょ。 
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782A ツケモノンドゴ ガッコッテユウベシタ 

   漬物のこと   ガッコって言うでしょ。 

 

 「ベシタ」も確認要求にしか使用されていない。これについては共通語「(の)ではない(か)」

との関連を9 で述べる。 

 

【ッケナ】 

93 E クーガイヂャネーンダデ  D チャン  モッテカセーッテ   ユワネクチャ 

   食べるかいじゃないんだよ D ちゃん。 持って行きなさいって 言わなくちゃ。 

 

 クーガイダッタラ  オレφ  クーゾイッテ ユウヒトφ  イネーンダッテ 

 食べるかいだったら 私［は］ 食べるよって 言う人［は］ いないんだって 

 

 オセダッケナ 

 教えたでしょ。 

 

 「ッケナ」は 1 例のみであった。これは、過去回想の「ケ」に終助詞「ナ」が後続した

形である。福島方言では、このような形式で確認要求を表すことも可能であるかもしれな

いが、過去の出来事を回想し、それを終助詞「ナ」によって相手に持ちかけることによっ

て婉曲的に確認を要求している表現のように思われる。 

 

【デショ】 

786F ソレガラ イマφ  アレダゲドモ ウヂノ オイッコ ウチノ 

   それから 今［は］ あれだけど  家の  甥っ子  家の 

 

 オイッコカ゜ネ カイヘーニ アキタデ ヒトリ ハイッタノ カイヘーニ イッタノ 

 甥っ子がね   海兵に   秋田で  一人  入ったの。 海兵に   行ったの。 

 

 デ     チット  エラグナッタワケヨネ シタラ  カイグンダガラ ホラ 

 ［それ］で ちょっと 偉くなったわけよね。 そしたら 海軍だから   ほら 

 

 フネンノッテ アルグデショ スット   カンバンオ ソーヂ スルワゲヨネ 

 船に乗って  歩くでしょ？ そうすると 甲板を   掃除  するわけよね。 

 

{近所の娘さんの話} 

356B ムスメダヨネ アノヒトワ イマ アノ ミサトニ ヨメンナッタデショ 

   娘だよね。  あの人は。 今  あの ミサトに 嫁になったでしょ。 
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9. /be/の確認要求用法と「ではない(か)」との関連 

 ここで、共通語「ではない(か)」との関連についても触れておきたい。コーパスから共

通語「ではない(か)」に相当する表現は 18 例あった。以下の表 8 に詳細を示す。 

 

表 8：共通語「ではない(か)」に相当する形式とその用法16 

 ヂャナイ(カ) ベ ベシタ 合計 

否定 5 0 0 5 

確認要求 5 2 6 14 

合計 10 2 6 18 

 

 否定疑問の「ヂャナイ(カ)」の内、3 例は「φ」、2 例は「ンダ」を後接して言い切って

おり、疑問文に用いられないのは当然のことである。否定の場合、「ベ」「ベシタ」との置

き換えは不可能である。 

 

【ベ】 

{筆者が B 氏の孫であることを知らなかった C 氏に対して} 

313E ソーダヨネ  B サンニモ ニテットゴ   アッペ 

   そうだよね。 B さんにも 似ているところ あるじゃない。 

 

【ベシタ】 

{最近の卒業式の話} 

752B ナイ  キミカ゜ヨサエ ウタワネベシタ 

   ない。 君が代さえ   歌わないじゃない。 

 

【ヂャナイ(カ)】 

{近所の湧水が流れているところを整備するべきだという話} 

628C ウン  ノメル  ノメル  ゲートボールモ ヨソφ   アルグド 

   うん。 飲める。 飲める。 ゲートボールも よそ［を］ 歩く× 

 

 ヒトモ オボエレバ ノムヂャナイ 

 人も  覚えれば  飲むじゃない。 

 

 確認要求に用いられていた「ベ」は、表 7 のものと合計して 159 例であるが、それは圧

倒的に「でしょ(う)」に訳されているもの(98.7%)であり、「ではないか」で訳されているも

のはごく少数(1.3%)である。一方、「ベシタ」は表 7 のものと合計して 13 例であるが、「で

                                                        
16 南会津東方言には、この用例はみられなかった。 
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しょ(う)」と「ではないか」が半々(53.8%／46.2%)である。渋谷勝己・澤村美幸・大久保

拓磨・松丸真大(2006)によると、「ベシタ」は命題内容についての話し手の知識や認識が確

定的である場合に用いられる。「ベ」は無標の形式であり、話し手の確定的な知識や認識を

聞き手に強く押し付ける「ベシタ」に比べ、柔らかい表現になるので、「ベ」は会話の中で、

多く用いられていると考えられる。逆に「ベシタ」は、話し手の知識や認識を押し付ける

表現なので、どうしても確信を強く伝えたい場合に用いられると言える。従って、上記 313E

は、聞き手に柔らかく確認を要求しており、752B は強制的に押し付けている表現である。

以上を、大まかな共通語との対応でみると表 9 のようになると考えられる。 

 

表 9：共通語との対応 

用法 方言形式 共通語形式 

確認要求 

バイ 
でしょ(う) 

べ だろ(う) 

ではない(か) 
ベシタ 

 

10. おわりに 

 本稿では、福島方言における/be/の形態的特徴、統語的特徴、意味・用法についてまと

めた。本稿で明らかとなったことは以下の点である。 

 

【形態的特徴】 

 /be/は活用語終止形に接続する。その際、地理的な差異として、信達方言は促音化を起

こし、南会津東方言では撥音化を起こす。また、形容詞に/be/が後続する場合、終止形に

接続した「イーベ」の他に、南会津東方言でのみ終止形ではなく、「ヨガンベ」のような形

式がみられた。 

 

【統語的特徴】 

 聞き手を必要としない意志用法と推量用法の場合、①終助詞「ナ(ー)，ナイ」と共起で

きる、②「－ケレド」「－カラ」の前、すなわち従属節に現れうる、③疑問詞と共起できる。

一方で、聞き手を必要とする勧誘用法、確認用法、確認要求用法の場合は、④終助詞「ナ(ー)，

ナイ」と共起できない(勧誘用法は除く)。従って必ず文末である、⑤「－ケレド」「－カラ」

の前、すなわち従属節に現れない、⑥疑問詞と共起できない。 

 

【意味・用法】 

 福島方言の/be/には、意志系用法と推量系用法がある。これらを細分類すると以下の通

りである。 
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意志系用法：意志・勧誘 

推量系用法：推量・確認・確認要求 

 

 また、/be/のうち「ベ」以外の確認要求を表す形式、及び共通語との大まかな対応は次

のようである。 

 

表 10：意志・推量を表す形式と共通語との対応 

用法 方言形式 共通語形式 

意志系 
意志 

ベ 

う／よう 
勧誘 

推量系 

推量 
だろ(う) 

でしょ(う) 
確認 

確認要求 ではない(か) 
ベシタ 

バイ でしょ(う) 

 

 確認要求を表す場合、「ベ」は話し手の持っている知識や認識の確信度に関わらず用いる

ことができる無標の形式であり、より確信度の高い知識や認識の確認を要求する場合には

「ベシタ」を用いることができる。「バイ」については使用頻度が低く、「ベ」に比べより

敬意を含んだ表現になるのか、さらに詳しくみる必要がある。 
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ガネシ町のブルシャスキー語†1に関して 

 

吉岡 乾 

(東京外国語大学大学院修士課程) 

 

キーワード：ブルシャスキー語、方言、フンザ、ナゲル、複数接尾辞 

 

0. はじめに 

 本稿では、ガネシ町†2(図 1 参照)で話されているブルシャスキー語に関して、筆者が現地

調査で収集したデータから、その特徴を、周辺の方言と対照しながら考察する。仮にこの

ブルシャスキー語を、ブルシャスキー語ガネシ方言(仮)とする。ガネシ方言(仮)は地理的に、

フンザ方言の下位に属すると考えられるが、それが言語学的に見ても妥当であるかどうか

の検討をすることを本稿では第一の目的とする。更に、ガネシ方言(仮)を考えることを通

して、或る方言の独自性・独立性と、一方言としての確立との関わり合いに就いても、軽

く触れる。 

 

1. ブルシャスキー語の方言 

1.0. ブルシャスキー語使用地域 

 ブルシャスキー語は、パキスタン北部地域ギルギット県の、フンザ・ナゲル・ヤスィン 

 

図 1 ブルシャスキー語圏地図 (Stellrecht 1995: iv・Rashid 2005: 20 を基に筆者作成) 

                                                        
†1 話者は約 5～7 万人。言語系統は不明。基本語順 SOV の膠着語であり、分裂能格言語。ピッチ･アクセ

ント(V ＝高ピッチ)を持つ。母音は各方言共通で i, e, a, o, u の 5 つ、それぞれ長短の区別がある。本稿で

関係する方言の子音音素は、以下の通り：p, b, ph /p/, t, d, th /t/, t  //, d  //, t h //, k, g, kh /k/, q, qh 

/q/, m, n, ŋ, s, z, s  //, š //, γ //, h, c /ts/, ch /ts/, c  //, j  //, c h //, č /t/, j /d/, čh /t/, l, r 

//, w, ỵ / /, y /j/。無文字言語であり、本稿での表記は Tiffou(1999)に従った。名詞に 4 つのクラス(HM・HF・

X・Y)がある。 
†2 本稿では、ブルシャスキー語で girám(PL girámiŋ)と呼ばれる、或る地域の中心的集落を「町」と、そし

て、それより小さい区画であり、girám の下位に分類される mahalá(PL mahalámiŋ)を「村」と、それぞれ訳

している。各 mahalá には、必ず 1 つずつ、jamaát qhaaná(礼拝所・集会所)が存在する。 
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の 3 つの谷で用いられている。この内の前二者は渓流フンザ川を隔てて互いに面しており、

ヤスィン谷のみ、それら両谷から西へ約 100km 離れた処に、言語飛び地的に位置している

(図 1 参照)。 

 

1.1. 方言区分 

 ブルシャスキー語の方言区分は基本的に、そして大まかに、「谷単位で別の方言」として

捉えられている(し、それで大きな問題も無い)。即ち、フンザ方言・ナゲル方言(別名：カ

ジュナー語 Khajuna)・ヤスィン方言(別名：ワルチクワール語 Werchikwar)の 3 つである。 

 §1.0 で述べた通り、前二者は地理的に近接しており(図 1 参照)、果然、方言としても近

似していると考えられる。対してヤスィン方言は、比較的、差異が大きい。表 1 を参照さ

れたい。 

表 1 語彙共通率(%) 

ハイデラバード町(フンザ) 

94 大ナゲル町(ナゲル) 

68 68 ヤスィン中央町(ヤスィン) 

(Backstrom 1992: 40 より、一部改変) 

 

ヤスィン方言がブルシャスキー語の最も古い形式を残しているというのが定説であり、調

査時に訊ねた所、フンザ谷・ヤスィン谷の話者達の意識としても、その様に捉えられてい

る。 

 筆者は大まかに、ガネシ方言(仮)がフンザ方言とナゲル方言との中間的な位相を示して

いるものであると推定している(図 2 参照)。よって次節では、本稿と直接関係しないヤス

ィン方言を除いた 2 つの方言を対照する形で、簡潔に解説する。 

 

図 2 ガネシ方言(仮)予想･簡易模式図 

 

 猶、先行研究としては Varma(1941)があるのだが、これは Lorimer の 1935-8 年の研究†3を

元にしてフンザ方言とナゲル方言との差異を考えているものであり、「方言論」と銘打って 

                                                        
†3 Lorimer, D. L. R. (1935-8) The Burushaski Language: vol.I: Introduction and Grammar (1935a); vol.II: Texts 

and Translations (1935b); vol.III: Vocabularies and Index (1938). Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). 
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いるタイトルに、内容が負けている感が拭えない。本稿では、適宜参考するに留めた。 

 

1.2. フンザ方言とナゲル方言との相違 

 以下表 2 で、一先ずは Varma(1941: 133)に述べられている両方言間の相違点を簡潔に纏

め、挙げる。但し両者は基本が大きく共通しているので、相違点もそれ程多く列挙できる

わけではない。 

表 2 フンザ方言 vs.ナゲル方言 

フンザ方言 ナゲル方言 

● 古い語彙が多く残っている 

● 音形が縮約されている 

● シナー語語彙の借用が多い 

● 古い音・文法形式が多く残っている 

 

 また、ブルシャスキー語の複数接尾辞には、一部、意味的に類似した語のグループにの

み用いられるものが存在する：例) huk ⇒ huk-ái「犬(X)」；urk ⇒ urk-ái「狼(X)」(どちら

もフンザ方言)。これを筆者は、曾てのブルシャスキー語にあっただろう類別概念(例えば

バントゥー諸語の名詞類別や、日本語の助数詞による類別の様なもの)の残滓だと推測して

いる。そしてしかし、これらの接尾辞の一部は、ナゲル方言では既に失われつつある可能

性が考えられる：例) huk ⇒ huk-ánc/huk-ái「犬(X)」；urk ⇒ urk-ánc/urk-ái「狼(X)」。フンザ

方言の-ai が、管見の及ぶ限りではこの 2 語にしか用いられないのに対し、ここに使われて

いるナゲル方言の複数接尾辞-anc は、X類に汎く一般的に用いられるものであり(これはフ

ンザ方言でも多く用いる)、ここから、ナゲル方言ではフンザ方言よりも特別でマイナーな

接尾辞の消失・複数接尾辞分布の簡略化が進んで来ているという、微かな傾向が推測でき

る：hukái (HZ) ＞ hukánc/hukái (NG) ?≫ hukánc。 

 右下の表 3 を参照されたい。これはフンザ方言での、異なり語に於ける複数接尾辞の出

現頻度の一覧である。上述の、ナゲル方言で X 類に汎用される傾向にある複数接尾辞-anc

を、表中では網掛けして示した。フンザ方言でも、(第 1

位の-iŋ が Y類専用である為)HX類用の複数接尾辞として

は、第 4 位になっている高頻度接尾辞である。即ち、-anc

の多使用自体は特別なことではない。 

 但し、フンザ方言とナゲル方言とでは、-anc の現れが

異なった傾向を示す。表 4 を見ると、ナゲル方言が-anc

を好んで用いる傾向が窺える。表 3 で-anc よりも上位に

就けていた複数接尾辞：-išo・-muc・-o をフンザ方言で

用いている語でも、ナゲル方言で-anc を用いている例が

見られる(náal ～ sal)。また、フンザ方言で-anc よりも

頻度の低い接尾辞(表 3 参照)と-anc とを併用している語

が、ナゲル方言では-anc のみに収束している例も見付け

られるだろう(siq ～ s oq)。点線で劃した他の領域には、 

表 3 複数接尾辞出現数(n／1350) 

形式 出現数 形式 出現数 

-iŋ 210 -uts 33 

-išo 176 -əro 27 

-muts 173 -ko 23 

-o 158 -εŋ 21 

-nts 85 -oŋo 19 

-miŋ 81 -ints 17 

-čiŋ 54 -nts 16 

-ŋ 54 -kuts 14 

-tiŋ 52 -čŋ 14 

-ŋ 41 -mičiŋ 10 

(Vogt 1945: 97、一部改変) 
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先述の、ナゲル方言で稀少接尾辞と-anc とを併用している語(huk ～ bun)や、フンザ－ナ

ゲルで同形となる語(j u・laphót  @-̇mis )を挙げている。また、一番下に挙げた様な、フ

ンザ方言で単複同形の語がナゲル方言では -anc で複数が明示されている事例もあり

(c har)、これが、-anc がナゲルでの無標の複数接尾辞
．．．．．．．．

である可能性も示唆しているかも知

れない。 

表 4 複数接尾辞-anc の方言間の現れの違い 

単数形・訳 フンザ方言 ナゲル方言 

huk「犬」 hukái hukánc/hukái 

urk「狼」 urkái urkánc/urkái 

bun「岩」 bundó bundánc/bundó 

siq「鏃」 siqánc/síquc siqánc 

šen「板ベッド」 šenánc/šenóŋo šenánc 

s oq「靴底」 s oqánc/s óquc s oqánc 

j u「経糸」 j uánc j uánc 

laphót  @-̇mis 「親指」 laphót  @-̇mianc laphót  @-̇mianc 

náal「仲間、伴侶」 náališo naalánc 

mot is「脂の多く乗った家畜」 mót išo mót ianc 

γaỵ「経糸」 γáỵmuc γaỵánc 

phíri「水棲の線虫」 phírimuc phírianc 

sar「毛糸玉」 saró saránc/saró 

sal「碾臼の平らな石」 saló salánc 

c har「屎尿」 c har ch aránc 

 

いずれにせよ、ナゲル方言では複数接尾辞の種類が、フンザ方言よりも強く減少に向かう

傾向を見せているということである。hukánc／hukái の様な二重使用は、いずれどちらか一

方の形式に収束していくと考えるのが自然であり、その場合には、ナゲル方言の無標の複

数接尾辞であると思われる-anc が優勢であろう。 

 少し長くなったが、表 2 に加えて、こういった形態論的特徴の違いもフンザ方言－ナゲ

ル方言間にはある。 

 

2. 現地調査 

 ・調査期間： 2005 年 8 月 19 日～9 月 5 日 

 ・調査地点： カリマバード村 宿 Old Hunza Inn 食堂 (Š. A.) 

バルティット町 城砦 Baltit Fort (E. K.) 

モミナバード村 動物病院 (A. H.・Š. Qh.) 

 ・調査コンサルタント： 

A. H.―男性、36 歳、チャルト出身、B.A.修了、政府役人(動物医師) 
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(A. H.は多少ナゲル方言の知識有り) 
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E. K.―男性、29 歳、カリマバード出身、B.A.修了、城内ガイド・地元議会議長 

(E. K.のデータはフンザ方言の代表として用いる) 

Š. Qh.―男性、23 歳、ガネシ出身、10 学年修了、政府役人(動物医師) 

Š. A.―男性、20 歳、ガネシ出身、B.A.修了、小学校教師 

 ・調査内容： 基礎語彙 1000 語 ～ Š. Qh. 

基礎語彙 500 語 ～E. K. 

ウルドゥー語受身文のブルシャスキー語訳 ～ Š. Qh.・E. K. 

筆者との雑鼎談 ～ A. H.・Š. Qh. 

筆者との雑対談 ～ Š. A. 

 

3. ガネシ方言(仮) 

3.1. ガネシ ～地理・文化データ 

 ガネシ方言(仮)の「ガネシ」とは、その特徴を有するブルシャスキー語が話されている

集落：ガネシ町 Ganesh(ブルシャスキー名 gániš)の名前から拝借した。故に、本稿では、ガ

ネシ町で(或いはガネシ町出身者によって)話されているブルシャスキー語を以て、ガネシ

方言(仮)と称すこととする。 

 ガネシ町は、フンザ谷の観光の中心的宿場であるカリマバード村 Karimabad より、舗装道

路で大きく迂回しつつ谷底方面へ約 3km、道路沿いに 2 つ隣の集落であり、その中心を

KKH†4が通っていて、南はフンザ川に面している(図 1 参照)。ガネシ町の住民は、その殆ど

がシーア派 Shiai ムスリム(イスラーム教徒)であり、その点では、イスマーイール派 Ismaili

の居住するフンザ谷よりも、シーア派が多数派であるナゲル谷の側に近い立場にあると言

える。 

 

3.2. 考察 

3.2.1. 形態 

 ここでは、基礎語彙調査や雑談から得られた語彙の内、実詞 890 語を、フンザ方言・ナ

ゲル方言のブルシャスキー語－ドイツ語語彙集である Berger(1998)と照会し、そこでフン

ザ方言とナゲル方言とで別の形である語彙をピックアップして、語幹部分(§3.2.1.1)や接尾

辞(§3.2.1.2)における、ガネシ方言(仮)の偏り具合を調べる。 

 

3.2.1.1. 語幹 

 890 語の内、フンザ方言とナゲル方言とで語幹の形が異なるもの(それぞれの方言で別の

形の語・どちらかの方言でのみ 2 つ以上の形が使われ得るもの)は 46 語(全体の内の 5.2%)†5

あった。また、フンザ方言ともナゲル方言とも違う形(アルティット町 Altit での使用が記 

                                                        
†4 KaraKoram Highway：フンジュラーブ峠を挟んでパキスタン(ラーワルピンディー/イスラマバード)と中

国(カシュガル)とを結ぶ、舗装道。中国と協同して 1978 年に開通。有史以前の岩絵や、3 大山脈(ヒマラ

ヤ・カラコラム・ヒンドゥークシ)のジャンクション･ポイントなどといった見所がある。頻繁に土砂崩れ

で通行不能となる。冬の間(大体 11～3 月)は、峠が封鎖される。 
†5 凡そ、Backstrom(1992)の統計(表 1 参照)と大体合致し、裏付けになっている。 
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述されているもの)を用いるものが 1 語だけあった。その内訳は、表 5 の通りである。†6 

表 5 語幹の上での偏り 

フンザ方言形 ナゲル方言形 他 計 

32 (68.1%) 14 (29.8%) 1 (2.1%) 47 (100.0%) 

 

 以下に例を 1 つずつ列挙する。例 11 までは、フンザ方言との共通部分には下線、ナゲル

との共通部分には網掛けを施し、また、いずれとも違った形式の場合には必要に応じて囲

みをした。 

(1) γuqú ⇒ γuqúmuc 「リンパ腺肥大症」 

γuqú ⇒ γuqúmuc (HZ) γaálo ⇒ γaálomuc (NG) 

(2) kapatóo ⇒ kapatóomuc 「卵の殻」 

t ukóro ⇒ t ukóromuc (HZ) kapatóo ⇒ kapatóomuc (NG) 

(3) @-ní ⇒ @-ní 「顎鬚」 

@-ŋí ⇒@-ŋíčaŋ (HZ) @-ŋé ⇒@-ŋé (NG) 

@-ní ⇒ @-ní (Altit) 

 

3.2.1.2. 複数接尾辞 

 フンザ方言とナゲル方言とで複数接尾辞の形が異なるもの(それぞれの方言で別の形の

語・どちらかの方言でのみ 2 つ以上の形が使われ得るもの)は、60 例あった。けれども、

その内の 2 例は、ガネシ方言(仮)に於いて、フンザ方言の接尾辞とナゲル方言の接尾辞と

の両方を用いるのだということであった：banéen ⇒ banéey-o (HZ)／banéen-išo (NG)†7「プ

ルオーヴァー」；biík ⇒ biík-ičiŋ (HZ)／biík-ičaŋ (NG)「ギンヤナギ［? Ger. Silberweide］」。†8 

その為、これら 2 つの例は統計上では除外した。加えて、Berger(1998)に記載されているど

ちらの方言の接尾辞とも異なり、しかし類似した形のものを用いて複数表示しているもの

が 2 例あった。以下、表 6 に内訳を挙げる。†9 

表 6 接尾辞の上での偏り 

フンザ方言形 ナゲル方言形 他 計 

33 (55.0%) 25 (41.7%) 2 (3.3%) 60 (100.0%) 

 

(4) @-ríiŋ ⇒ @-ríiŋčiŋ 「手」 

  @-ríiŋ ⇒ @-ríiŋčiŋ (HZ) @-ríiŋ ⇒ @-ríiŋčaŋ (NG) 

                                                        
†6 この他に、Berger(1998)に記述されていない語が 12 語あった。 
†7 HZはフンザ方言の接尾辞を用いた形、NGはナゲル方言の接尾辞を用いた形を意味している。 
†8 ブルシャスキー語は、或る 1 つの語が、意味上の違いを見せずに、時に同一の話者に於いても、2 つ以

上の異なった複数接尾辞を取り得る：gaad í ⇒ gaad é-nc／gaad í-muc「車(X)」；biaíi/biáii ⇒ biaíi-ŋ

／biái-miŋ／biái-mičiŋ「病気(Y)」(吉岡 2005: 89)。 
†9 Berger(1998)に記述されていない(全く類似もしていない)接尾辞形は 3 例あった。 
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(5) γaqáỵum ⇒ γaqáỵumiŋ 「苦い」 

  γaqáỵum ⇒ γaqáỵum (HZ) γaqáỵum ⇒ γaqáỵumiŋ (NG) 

(6) gus ⇒ gušínanc 「女」 

  gus ⇒ gušíŋanc (HZ) gus ⇒ gušíanc (NG) 

(7) čhat  ⇒ čhat óiko 「低い」 

  čhat  ⇒ čhat óŋo (HZ) čhat  ⇒ čhat óŋo/čhat óyako (NG) 

 

3.2.1.3. まとめ 

 以上より、ガネシ方言(仮)の語彙が、フンザ方言と共通した部分、或いはナゲル方言と

共通した部分を、語幹・接尾辞の面に於いて具えていると言える。その重なり具合から見

れば、ガネシ方言(仮)はフンザ方言寄りではあるが、しかし語幹と接尾辞とで比率のズレ

が見られている。 

 ガネシ方言(仮)は、語幹の場合と比べ、接尾辞に於いて、よりナゲル方言的な特徴を色

濃く持っていると結論付けられる。これは、語幹がフンザ方言形でありながら複数接尾辞

がナゲル方言形を取るという、混成形の語が 4 つ見られている所からも窺える(以下、例

8-11)。反して、その逆の「ナゲル方言形語幹＋フンザ方言形接尾辞」という混成形は 1 例

も無い。 

(8) čajúus  ⇒ čajúus išo 「瓶」 

  čajúus  ⇒ čajúanc (HZ) jajúus  ⇒ jajúus išo (NG) 

(9) daróγo ⇒ daróγomuc 「茎」 

  daróγo ⇒ daróγoišo (HZ) daráγuỵ ⇒ daráγuỵmuc (NG) 

(10) mapéer ⇒ mapéerišo 「老いた」 

  mapéer ⇒ mapéertiŋ (HZ) maphéer ⇒ maphéerišo (NG) 

(11) @- lpur ⇒ @- lpuriaŋ 「瞼」 

  @- lpur ⇒ @- lpuraŋ (HZ) @- rpur ⇒ @- rpuriaŋ (NG) 

 

3.2.2. 形態音韻 

 ガネシ方言(仮)の持つ最大の特徴だろうポイントは、動詞人称接尾語†10の音形である。

これは、調査者＝筆者が現地の町々村々を当て所無く散策し、先々で町人・村人の発話を

耳にしているだけでも直ぐに気付く位に、顕著であり、特徴的であった。以下の例文中の、

下線部が該当箇所である。例文 12 がフンザ方言、例文 13 がガネシ方言(仮)の例であり、

例文 14 は、Tiffou(1999)などを基にして作成した、ナゲル方言の作例である。3 つの地域で

異なっているのが確認できる。 

                                                        
†10 接尾辞ではなく、接尾語(コピュラの接語形)である。例文 13 などを参照されれば判る通り、動詞語幹

とは別にアクセントを保持している為、これを別の語として認定した。例文 12 では éeráan となる筈なの

だが、不可解な事に、調査時にこの人称接頭辞にはアクセントが置かれていなかった。接語を伴った場合

に、主要部のアクセントが第二アクセントに降格される可能性が現段階では考えられるが、未分析であ

る：éer-＋=áan ⇒ èeráan。 
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(12) HZ iné  jeélar eeráan. 

  iné-Ø  jeél-ar i-̇μ-√r-Ø=√bá-an-Ø 

  that.H†11-ABS jail-DAT 3SG.HM-send-PF=COP.H-3PL.H-RE 

  「彼は刑務所に送られました。」    (E. K.) 

(13) Ganesh in  jeélar éeróon. 

  in-Ø  jeél-ar i-̇μ-√r-Ø=√bá-an-Ø 

  he.REM-ABS jail-DAT 3SG.HM-send-PF=COP.H-3PL.H-RE 

  「彼は刑務所に送られました。」    (Š. Qh.) 

(14) NG iné  jeélar éeru  báan. 

  iné-Ø  jeél-ar i-̇μ-√r-Ø  √bá-an-Ø 

  that.H-ABS  jail-DAT 3SG.HM-send-PF COP.H-3PL.H-RE 

  「彼は刑務所に送られました。」    (作例) 

 

 このガネシ方言(仮)の特徴的な人称接尾語は、現在形・未完了形・過去形・過去完了形

の複合時制に使われるコピュラの部分で見られる。これは Tiffou(1999: 209-10)にも記述さ

れているのだが、そこでは音形が挙げられているのみであり、使い分けに関しての解説な

どは無い。以下、フンザ方言・ナゲル方言・ガネシ方言(仮)の方言間対照一覧を、幾つか

列挙する。方言間で差異の現れている箇所には下線を引き、特に、地理的に考えてフンザ

方言に属するとされていると思われるガネシ方言(仮)が、フンザ方言と異なる形式を取る

部分には、ガネシ方言(仮)の表に於いて、太字網掛けをした。 

表 7 単独使用でのコピュラ現在形 

 フンザ方言 ガネシ方言(仮) ナゲル方言 

 SG PL SG PL SG PL 

1 báa báan báa báan báa báan 

2 báa báan báa báan báa báan 

3 HM bái 
báan 

bái 
báan 

bái 
báan 

3 HF bo bo bo 

3 X bi bién bi bién bi bió 

3 Y bilá bicán bilá bicán dilá bicán 

(Tiffou 1999: 208。一部改変・ガネシ方言(仮)追加) 

                                                        
†11 HM類と HF類とを区別しない時は、纏めて H類と呼ぶ。 
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表 8 一般動詞(-̇ t-「する」)未来形 

 フンザ方言 ガネシ方言(仮) ナゲル方言 

 SG PL SG PL SG PL 

1 éčam éčan éčam éčan éčam éčan 

2 éčuma éčuman éčuma éčuman éčuma éčeen 

3 HM éči/éčimi 
éčuman 

éči/éčimi 
éčuman 

éčii 
éčeen 

3 HF éčo/éčumo éčo/éčumo éčoo 

3 X éči/éčimi éčie(n) éči/éčimi éčie(n) éčii éčio 

3 Y éči/éčimi éči/éčimi éči/éčimi éči/éčimi éčii éčii 

(Tiffou 1999: 208。一部改変・ガネシ方言(仮)追加) 

 

表 9 一般動詞(-̇ t-「する」)現在形 

 フンザ方言 ガネシ方言(仮) ナゲル方言 

 SG PL SG PL SG PL 

1 éča báa éča báan éča báa éča báan éča báa éča báan 

2 éčáa éčáan éčóo éčóon éču báa éču báan 

3 HM éčái 
éčáan 

éčói 
éčóon 

éču bái 
éču báan 

3 HF éču bo éču bo éču bo 

3 X éči bi éčié(n) éči bi éčié(n) éči bi éči bió 

3 Y éčilá éčicá(n) éčilá éčicá(n) éči bilá éči bicá(n) 

(Tiffou 1999: 209。一部改変・ガネシ方言(仮)追加) 

 

4. 結論 

 先に§1.1 で挙げたガネシ方言(仮)の位置付けの模式図を、§3 での考察から、より厳密な

具合に、以下図 3 の様に修正する。 

 

図 3 ガネシ方言(仮)模式図･改 

 

ガネシ方言(仮)はその大部分がフンザ方言とナゲル方言との中間に想定される形と重なっ 
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ているが、一部、数％程度のレヴェルでは、どちらか一方の方言とのみ共通する部分を持

っており(§3.2.1)、また一方では、どちらの方言とも合致しない部分をも持っていた(§3.2.2)。 

 この様にして、ガネシ町のブルシャスキー語を見て来た中から現時点で指摘できる問題

点を纏めると、以下の 3 点が挙げられる。 

  ☆ 擬似等語(等形態素)線の示す、語幹・接辞に於けるガネシ町の中洲的な分布 

  ☆ ガネシ町に於ける、独自の音形をした動詞人称接尾語の存在 

  ☆ どちらの方言に含めても食み出ることから、上位に想定された方言区分の難 

 

3 つ目は詰まり、もしも敢えてフンザ・ガネシという上位の方言区分の方言境界線を引こ

うとしたら、現行の、単純にフンザ川を準っただけものは先ず不可であり、敢えて境界線

を曖昧化する為にと、非常に太い線でも用いて、ガネシ町を塗り潰す具合に引くより他に

無いのではないだろうかということである。 

 そもそもからして、方言区画というもの自体、決定的で有無を言わせない様な基準が存

在しない為、どう足搔いた所で、或る 1 つの地域での特徴的な言語を「或る 1 つの独立し

た方言である」として声高に打ち立てることが適わない。「ガネシ方言(仮)」を「ガネシ方

言」へとする為に有効そうな数値・差異が、思いの他に想定通りの形で出て来はしたのだ

けれども、それでもやはり、向こう見ずに「(仮)」を外して方言の 1 つにカウントするの

は勇み足になるだろう。縦令、地域を特定でき、特徴を列挙できたとしても、根本的に、

グラデーション的にならざるを得ないのが陸続きの言語に見られる一般的な傾向なのだか

ら。更に、話者の絶対数が少なくなればなる程、「方言」はより定め辛いのではないか。数

人の共通して持った個人差が、直ぐに、地域差として反映されてしまう可能性が考えられ

る(例えば、「或る地域集団の内の何割以上が共通してその特徴を有している場合、それは

その地域の地域特徴である」と定義付ける方法論を用いた場合)。 

 加えて、Berger(1998)に於ける記述の完全さへの疑いに始まり、考察の方法・精度・デー

タ量などといった、枚挙に遑の無い程の論の薄弱さもが背景にある為、本稿では、気弱に

傾向の指摘をするだけに留めざるを得ない。従って、結論としては、ガネシ町で話されて

いる、或いは、ガネシ町出身者によって話されているブルシャスキー語は、上の問題点(☆)

の内、前者 2 つに盛り込まれている特徴を有しているブルシャスキー語である―と述べ

るのみにする。 
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略号一覧 

ABS absolutive 

COP copula 

DAT dative 

Ger. German 

H human class 

HF human-female class 

HM human-male class 

HZ Hunza dialect 

NG Nager dialect 

PF perfect 

PL plural 

RE real 

REM remote 

SG singular 

X x class 

Y y class 

3 3rd person 

@- Type-I prefix slot 

@-̇ Type-II prefix slot 

@-̇μ- Type-III prefix slot 

= clitic boundary 

√ verb root 
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ハワイの日系人社会における日本語の諸相 

 

酒井 幸 

 

アメリカ合衆国ハワイ州には，多くの日系人がいる。明治期に移民として日本からハワ

イへ渡ったのがその始まりである。現在も生きている 2 世および 3 世には，親から受け継

いだり，日本語学校で勉強した日本語を保持している人が，多くはないがいる。しかし，

彼らの用いている日本語については，その日本語がどのようなものであるか，言語学的な

記述が行われていないのが現状である。 

以上のことをふまえたうえで，修士論文ではハワイの日系人社会において，話されてい

る日本語を「ハワイの日本語」とし，筆者が作成したコーパスをもとに，その特色につい

て取り上げてきた。なお，対象とした日系人は，排日移民法が実施される前にハワイへ移

民として渡った日本人（日系 1 世）の子孫である日系 2 世および 3 世である。彼らは戦前

日本語を習い，家庭でも使用していたが，戦争で日本語の使用が禁じられ，英語のみの生

活となった。現在でも日常生活では英語を用いており，日本語を話す機会はほとんどない。

日本人と会話するなどの特別な機会にしか用いない日本語がどのようなものであるのかを

調査した。 

まず，序章では，「ハワイの日本語」の定義を述べ，続いて 2004 年にアメリカ合衆国ハ

ワイ州オアフ島で行った調査の概要と，調査時に収録した音声データを文字化したコーパ

スの作成の概要を述べた。 

続いて第 1 章では，ハワイにいる日系人の歴史的な背景について述べた。ここではまず，

多言語社会となっている現在のハワイの言語状況について，日本語の状況を中心に概略を

述べ，続いて移民当時の日系人の状況，つまり移民の出身地はどこが多かったか，ハワイ

へ移民として渡った後どの地域に住んでいたかなど，移民の人数や地理的な背景をまとめ

た。最後に，日系人は世代ごとに異なる言語環境におかれていたので，世代ごと（1 世と 2

世・3 世）にわけて，それぞれの言語使用を当時のハワイにおける日本語学校の様子とと

もに概観した。 

第 2 章では，ハワイの日本語について書かれた先行研究をまとめた。ハワイの日本語に

関する研究は，社会言語学的には多面的になされているが，言語学的には 1970 年代を中心

にわずかな研究しかなされていない。ここでは言語学的に扱われた研究を網羅的にまとめ

た。そのうえで，ハワイの日本語が 1970 年代と現在とでは異なっているということを指摘

した。 

続く第 3 章から第 6 章が修士論文の中心となっている。 

第 3 章ではハワイの日本語に現れた諸言語の要素を一覧した。一覧を示すことにより，

ハワイの日本語が，日本語諸方言や英語，さらに他の言語に影響を受けて成立しているこ

とを明らかにした。また，それらの影響のもと成立しているということがハワイの日本語

の特徴であるということを述べた。 

まず，日本語諸方言要素では，コーパス中に現れた日本語共通語以外の方言の要素をす 
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べて取り出し，一覧にした。移民としてハワイへ渡った 1 世は，日本のそれぞれの地域で

用いていた方言をハワイへ渡った後も用いていた。1 世の会話は様々な方言が混じったも

ので行われていたと言い，2 世が子供の頃は友達同士で方言を覚えあったという話もある。

方言要素の使用には個人差がみられたが，2 世，3 世に受け継がれやすい，定着しやすい方

言の要素と，そうでないものがあることが一覧にしたことで明らかになった。また，年齢

が高い協力者ほど方言の要素が残っていることも明らかになった。 

次にコーパス中に現れた英語要素（語彙及び句）がどのようなものであったかをまとめ

た。調査は，基本的に日本語で行い，英語は使わないようにしてもらうようあらかじめお

願いしてあったが，全員が何らかの形で英語要素を使用した。現れた英語要素はどのよう

なものであったかをまとめてある。語彙的要素では，あいづち，数詞（年号，年齢，期間），

親族名称などに英語の使用が目立った。最後にコーパスに現れたハワイ語の要素について

まとめ，日本語共通語とは異なる言語からの影響を受けていることがハワイの日本語の特

徴であると述べた。 

第 4 章ではハワイの日本語について，文法的側面から記述した。おもに人称代名詞，指

示詞，可能表現，受身表現について扱った。 

まず，人称代名詞では自称代名詞を中心に，先行研究の黒川（1975, 1976）を取り上げ，

1970 年代のハワイの日本語における自称代名詞と本論文のコーパスである 2004 年のデー

タ，および酒井（2003）で扱った 1990 年代のデータの比較を用例数も示して行った。さら

に本コーパスに現れた自称代名詞についてどのようなものがあったか用例を提示した。2

世および 3 世はおもに「ワタシ」を用いており，「ワシ」を使用する 1 世とは異なる自称代

名詞を使用していることが明らかになった。 

指示詞については，コーパスにおけるデータの分析，および日本人を対象としたアンケ

ートも行って以下の点を明らかにした。①指示詞の体系は共通語とほぼ同じであるが，場

所をあらわす指示代名詞には，共通語の体系にはないアコがみられる。②ア系列の指示詞

の使用頻度が高く，ソ系列の指示詞は使用頻度が極めて少ない。③ソ系列の指示詞，ア系

列の指示詞の両方に言語的な先行詞に依存して指示対象が決まる用法がある（頻度はア系

列の指示詞の方が高い）。なお，共通語においてこの用法はソ系列のみの用法である。④ア

系列には，共通語と同様の話し手が直接的な知識として持っている対象を直接指し示す用

法があるが，ソ系列にはない。⑤（③，④より）ハワイの日本語におけるア系列とソ系列

の指示詞は，ア系列の指示詞の担う用法の範囲が広く，ソ系列独自の使用範囲はない。 

可能表現では，ハワイの日本語では五段動詞においても可能動詞より動詞語幹＋助動詞

-(r)areru の形を用いることが多いことを明らかにした。そのうえでこの動詞語幹＋助動詞

-(r)areru について考えられる 3 つの可能性を指摘した。また，国外に残存する日本語では

デキルの汎用が目立つとの研究があるが，ハワイの日本語ではデキルの汎用はほとんど現

れなかった。一方で，デキルの汎用についてはシンガポール英語の “can” の例を挙げ，

接触言語に共通する現象ではないかということを指摘した。 

受身表現では，まず，ハワイの日本語における受身形の例（共通語と同じ語形）を提示

した。その後ハワイの日本語において受身表現の使用が少ない（全体で 2 例のみ）ことに 
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ついて考察を行い，ハワイの日本語では共通語で受身文が用いられている箇所において能

動文が用いられていることを明らかにした。さらに，久野（1978）の「視点」という点か

ら分析を行い，受身文ではなく能動文を用いるのは英語の体系に影響を受けている可能性

があることを指摘した。 

最後にその他の文法特徴として，アスペクトではトル形式，ヨル系式，テイル形式，テ

オル形式の 4 形式がみられること，ワ行五段活用動詞と形容詞にウ音便が現われることに

ついて用例を提示して記述した。 

第 5 章はハワイの日本語の特色となる語彙について扱った。コーパスに現れた日本語諸

方言の語彙，英語の語彙について記述した。ハワイの日本語には，英語やハワイ語の影響，

また明治期に移民として渡った親から伝わったことばの影響で，共通語および日本語の諸

方言にはみられない語彙がある。他の言語に既存の語彙でもハワイの日本語では独自の意

味をもつものもある。ある 1 人のみが用いている個人的な語彙もあったが，今後調査を行

っていく際に今回の協力者以外の発話から聞かれる可能性もあるので切り捨てずにまとめ

た。 

第 6 章では英語とのコードスイッチングについて扱った。日本語での調査を依頼し，英

語を使わないように心がけている中でのコードスイッチングなので数は少なかったが，会

話中英語とのコードスイッチングがみられた。英語が現れるというのもハワイの日本語の

特色であるとし，コーパス中にみられたコードスイッチングについて記述した。まず，節

のコードスイッチングについて扱い，次に文単位でのコードスイッチングについて扱った。

節では，コードスイッチングにより現れた英語の節のうち，“I think”が全体の 50％を占め

ていたことを明らかにした。 

 

以上が修士論文で述べてきたことである。ハワイの日本語について文法，語彙の点から

できる限り網羅的に記述を行った。協力者の年齢が高いほど日本語の方言要素の使用が多

く，年齢が低いほど英語要素の使用が多いということも明らかになった。これにはハワイ

の日本語の現状として，1 世の日本語の影響力が弱まり，英語の影響が強まっていること

が顕著に表れている。本論文で扱った項目については，データの不足や調査の困難さから

生じる多くの課題が残されている。また，今回は扱わなかったが，音声面についても共通

語話者とは異なる点が多くあり，精密なデータを収録し，調査すべき点が多くある。本論

文で扱った以外の文法項目についても研究の余地がある。 

ただし，協力者の年齢層が高いことや，2 世，3 世でも日本語を話せる人が少ないとい

う点を取ってみてもハワイの日本語は今後衰退の一途をたどるのは目に見えており，早急

な調査，記録が必要となっている。 

ハワイの日本語を研究することにより，日本語や日本の方言研究の新たな視野が広がる

ことにつながることを望む。また，今後ほかの地域にいる日系移民の日本語の調査や海外

に残存する日本語の調査が進むことによって，さらに広がりのある研究に発展することに

も期待したい。 
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フィンランド語の非定形動詞における主語標示について 

 

坂田晴奈（東京外国語大学大学院博士後期課程） 

 

 本研究でのフィンランド語の非定形動詞とは、分詞および不定詞のことである。非定形

動詞の主語は、無標の場合も含み、原則として以下の 4 つの構造によって標示される。 

① Dependent-Marking（以下 DM）：（人称代）名詞-属格 ＋ 非定形動詞-φ 

② Head-Marking（以下 HM）：φ ＋ 非定形動詞-所有接尾辞 

③ Double-Marking（以下 DBM）：（人称代）名詞-属格 ＋ 非定形動詞-所有接尾辞 

④ No-Marking（以下 NM）：φ ＋ 非定形動詞-φ 

 

 この構造は「A の B」といった所有表現を含む名詞句の構造と基本的には同じである。

本稿では、時相構文・行為者構文・分詞構文という 3 つの構文と、不定詞が現れる文を対

象に、非定形動詞における主語標示の構造および条件を明らかにすることを目的とする。 

 Sakuma (1998) によると、時相構文と行為者構文において、従属節の主語が人称代名詞

以外であれば全て DM である。人称代名詞の場合、1、2 人称であれば HM（主語を強調す

る場合は DBM）、3 人称で主節の主語と従属節の主語が一致していれば HM、一致してい

なければ DBM になる。 

 一方 Sakuma (1994, 1998) および Karlsson (1999) によると、分詞構文の場合は条件が異

なる。主語が人称代名詞の場合、単に主節の主語と一致していれば HM、一致していなけ

れば DM となり、人称による違いはなく、DBM の構造も用いられない。 

 他方、不定詞には第 1 不定詞から第 5 不定詞まで 5 つの種類がある。いずれの不定詞の

主語標示についても先行研究の記述は少ないが、NM の場合が最も多いと思われる。 

 以上の先行研究の主張をふまえ、本研究ではコーパスから用例を取り、分析した。コー

パスは、フィンランド学術コンピュータセンターがインターネット上に公開している

Kielipankki を使用した。この Kielipankki は、多数の新聞記事を収録しているコーパスであ

る。今回は Demari（フィンランド社会民主党の機関紙）が 2000 年に掲載した記事（以下

D2000）をデータとして主に用いた。総語数は約 66 万語、記事の総数は 2195 である。検

索のキーワードは以下の通りである。 

・ 時相構文で用いられる第 2 不定詞内格形および受動態過去分詞単数分格形 

・ 行為者構文で用いられる行為者分詞 

・ 分詞構文で用いられる現在分詞および過去分詞 

・ 第 1 不定詞、第 2 不定詞、第 3 不定詞、第 5 不定詞（第 4 不定詞は名詞化の傾向があ

り、品詞を区別しにくいため、本研究では除外した） 

 

 得られた用例を分析した後、問題点を明らかにするために母語話者に対してアンケート

を行った。
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 用例は合計 8974 例得られた。時相構文は NM の場合、主語に焦点が置かれていないこ

とがほとんどであった。そして、主節の主語と一致していれば HM、一致していなければ

DM または DBM になる傾向が見られた。さらに、時相構文には例外が見られることがわ

かった。人称代名詞が主語である場合、主語標示は HM もしくは DBM であると先行研究

では指摘されていたが、Kielipankki ではまれに DM も見られることがあった。こうした例

外は主節が受動態の場合、もしくは主節の主語が不特定であることが多い。しかしこの例

外は母語話者には間違った文として認識されるようである。 

 行為者構文においては、NM の例が非常に少なかった。これは、行為者構文が元々行為

者を問題にする構文であるからと思われる。時相構文と同じく、主語に焦点が置かれてい

なければ NM であった。そして、主節の主語と一致していれば HM、一致していなければ

DM または DBM になる傾向が見られた。 

 分詞構文においては、従属節の主語が分格や主格で標示される例が若干見られ、存在文

や所有文の構造を持つものも見られた。そして、主節が受動態の場合は NM であることが

多く、その場合は主節の主語が属格で現れる。このような文は母語話者にも正しい文と認

識されているようである。分詞構文においても、主語に焦点が置かれていない場合は NM

になる。そして、主節の主語と一致していれば HM、一致していなければ DM になる傾向

がある。 

 つまり、以上の 3 つの構文については、従属節の主語標示の構造は以下のようにして決

定されると考えられる。まず、「主語に焦点が置かれているか」という条件が関わる。主語

に焦点が置かれていなければ NM である。主語に焦点が置かれる場合、「主節の主語と一

致しているか」という条件が次に関わる。主節の主語と一致していれば HM、一致してい

なければ DM（または DBM）になる。 

 不定詞の主語標示についても先行研究では指摘されていないことがいくつか確認できた。

第 1 不定詞と第 5 不定詞は始めから HM の形態でほぼ定まっているのだが、第 2 不定詞お

よび第 3 不定詞は NM の場合がほとんどであった。不定詞はその主語が標示されるとは限

らないが、それぞれの不定詞によって傾向が異なっている。
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日本語における文末形式「のではないか」の機能 

On the function of sentence final form in Japanese: "NODEWANAIKA" 

 

佐藤雄亮 

 

修士論文では、日本語における文末形式〈のではないか〉の機能について共時論的、通

時論的、双方の観点から分析した。考察においては、電子資料から収集した時代別の用例、

活字資料から収集した現代話し言葉の用例、および筆者が行なった世代別アンケート結果

などを総合して用いた。 

 

〈のではないか〉は「（空模様を見て）明日は晴れるんじゃないか」などのように、推

測を表す文末形式として用いられる。〈のではないか〉がこのように推測の機能を果たすの

は、〈のではないか〉を構成する要素、すなわち〈のだ〉および否定疑問形式の働きが関係

していると考えることができる。 

これまでにも、〈のではないか〉、〈のだ〉および否定疑問形式の機能の関係に注目して

なされた研究が存在し、各論者によって重要な指摘がなされてきた。しかし、それらの研

究は、〈のだ〉もしくは否定疑問形式どちらか一方と〈のではないか〉の関係を考察するに

とどまるものであったり、〈のだ〉や否定疑問形式の機能に関する考察が十分でないもので

あったりしたため、〈のではないか〉と〈のだ〉および否定疑問形式の関連性全体を描きえ

たものとはなっていなかった。 

 

修士論文の第 2 章は、筆者が、先行研究によっては示されてこなかった「〈のだ〉およ

び否定疑問形式と〈のではないか〉間の関係の全体像」を把握することを目的に、現代語

資料を用いて行なった共時論的考察である。この章では、〈のではないか〉の機能を共時論

的観点から分析すると同時に、〈のだ〉ならびに否定疑問形式それぞれの機能にも十分注意

を払った上で、〈のではないか〉、〈のだ〉、および否定疑問形式の各機能の関係を論じた。

考察に当たっては、現代語の電子資料から収集した用例を用いた。 

考察の結果、〈のではないか〉の機能の内、「事情推測」機能は、〈のだ〉の機能が保た

れていると考えられる一方、「帰結推測」機能に該当する用例の中には、そこで用いられて

いる〈のではないか〉が〈のだ〉と直接の関連性を持たないと考えられるものもあること

が確認できた。さらに、どのような場合〈のではないか〉と否定疑問形式の機能が対立し、

どのような場合に両形式の機能が接近するかも指摘した。 



日本語における文末形式「のではないか」の機能 
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さらに筆者は、共時論的観点からの分析結果をふまえた上で、〈のではないか〉の機能

に関する通時論的考察も行なった。この通時論的観点からの考察が、第 3 章の内容である。 

〈のではないか〉と関係が深いと考えられる〈のだ〉は、近世以降用いられるようにな

ったとの指摘があることから、近世資料、さらにそれに続く明治期資料から得られる〈の

ではないか〉の用例を電子資料を用いて収集し、それぞれにおいて〈のではないか〉がど

のような機能を持って用いられているか、および各用例にどのような特徴があるかを確認

した。結果、〈のだ〉との関連性を保つ「事情推測」機能が先に定着し、続いて〈のだ〉と

の関連性を保たない用例も見られる「帰結推測」機能が用いられるようになったとの仮説

を設定できた。 

第 4 章で考察したのは〈のではないか〉に相当する「んじゃん」という形式である。 

現代日本語において、〈のではないか〉と形式の面で類似性の認められる文末形式とし

て「おい、気をつけろ、危ないじゃないか。」などのように用いられる〈ではないか〉があ

る。この〈ではないか〉は、現代の話し言葉において、若年層を中心に「じゃん」という

形で多く用いられている。一方で〈のではないか〉も、「誰かが掃除してくれたんじゃん?」

などのように用いられることがある。本稿では〈のではないか〉のこの形での使用例が、

〈ではないか〉に対応する「じゃん」に比べれば少ないものの、増加しつつあることを示

した。考察に当たっては、話し言葉が用いられているシナリオ･漫画の使用例と、日本語話

者へのアンケート結果を資料として用いた。活字資料においては「んじゃん」の使用例が

少数得られたにすぎなかったが、出身地、年齢層別に集計したアンケート結果においては、

首都圏の若年層話者を中心に「んじゃん」の使用が増加し始めている様子が明らかになっ

た。 
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1 人称代名詞における除外と包括の対立 

―漢語諸方言を中心に― 

 

張 盛開 

 

漢語の南方方言には 1 人称複数代名詞の除外形と包括形の対立（以下除包対立と略す）

がなく，北京官話の“我们”（除外形）と“咱们”（包括形）は北方民族の言語の影響であ

るとされている． 

Jerry Norman（1988：121）では「1 人称複数代名詞の除外と包括の対立は漢語の方言に

おいては普遍的な現象ではないが，標準中国語は宋、元時代より北の方言から除外形“我

们”と包括形“咱们”に当たる対立を受け継いでいる」としている． 

しかし，筆者の母語である平江方言（南方の贛方言の下位方言とされている）には，北

京官話より厳密な除外形と包括形の使い分けがある．北京と地域的に遠く離れている平江

は，北京官話の影響を直接受けているとは考えがたい．このことはむしろこの 2 つの方言

の祖語である古代中国語に遡る可能性も考えられる．両者に関係があるなら，北京官話と

平江方言以外の方言にも類似的な対立があるはずである．実際に近年では，いくつかの方

言における除包対立の存在が報告されてきている．論文では平江方言とその周辺の方言を

中心に，漢語諸方言（官話・閩語・贛語・客家語・呉語・湘語・粤語など）における除外

形と包括形の使い分けについて詳しく調べる．除包対立の分布地図を描き，地図での分布

を参考に，漢語諸方言の除包対立の来源を探る．さらに漢語の周辺の言語（少数民族言語

など）についても考察する． 

除外形と包括形を語形別にタイプ分けし，その使い分けについてさらに考察する．考察

方法は先行研究を参照するほか，アンケート調査と実地調査を用いる． 

 

漢語諸方言における除包対立について考察した結果，漢語の 9 大方言（平話を除いて）

のうち，除包対立が見られない方言はなかった．それぞれの方言における除包対立は，語

形・使用実態・分布が異なっている．さらに，諸方言における除包対立を地図に描き，方

言別除包対立の分布などを明らかにした．地図から以下のことを指摘する． 

I. 除包対立をあまり持たない南方官話に近い地域（例えば、湖南省）も除包対立が少

ない 

II. 客家語と贛語は除包対立を持つ確率がともに高く，近い系統関係を示している 

III. 逆に全濁音を持つことから関係が近いとされている湘語と呉語が，除包対立におい

ては全く異なる傾向を示している 

IV. 北方官話や閩語以外では，それぞれの方言の大都市の方言で除包対立が見られない 

 

今までの漢語研究では特に南方の諸方言には除包対立がないとされてきたが，それは大

方の大都市の方言に，除包対立が見られないことからの類推による可能性があると指摘し

た。 



1 人称代名詞における除外と包括の対立―漢語諸方言を中心に― 
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さらに除包対立地図から，筆者は除包対立の発生と伝播経路を検討し，次のような結論

を下した． 

漢語諸方言における除包対立はそれぞれの方言自体から発生した可能性も否定できな

いが，外部からの影響や方言の祖語である中古漢語からの残存である可能性も考えられる． 

その理由として以下の 2 点をあげる． 

① 包括形の構成法が共通している 

 晋語の包括形は“咱”を用いるものが多い．多くの方言（贛語、呉語など）の包括形に

用いる複数接辞“哩”や“家” は“们”と近い意味範疇を持っている．これらは諸方言に

おける包括形が北京官話の“咱们”と近い関係にあることを示唆している．  

② 厳密に使い分けている点で共通している 

各方言に除包対立がはっきりしている下位方言が存在する.除外形が包括形に使われるこ

とがない．逆も同様である． 

 

先行研究で指摘されているとおり，漢語諸方言の除包対立も話者の聞き手に対する関

係・敬語などにかかわっていることが確認できた． 

 

少数民族における除包対立についても考察した．その結果，「漢語諸方言における除包対

立は少数民族の言語による影響である」という説の可能性が低いことが判明した．  

 

今後の課題は官話と南方方言の間で空白となっている地域(主に安徽省あたり)の方言に

おける除包対立を明らかにし，さらに綿密な分布図を作り，除包対立の由来を検証するこ

とである．さらに世界の言語との対照から，漢語諸方言における除包対立の位置づけをす

ることも必要である． 
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日本語縮小辞「コ」とスペイン語縮小辞「-ito」「-illo」について 

 

東京外国語大学日本課程 赤枝 裕美 

 

キーワード：縮小辞／指小辞、日本語学、スペイン語学、対照言語学、意味論 

 

0. はじめに 

縮小辞(diminutive)1とは、名詞や形容詞などに付き、それらの事物の寸法や度合いがごく

「小さい」こと、あるいは、その性質や程度が「軽い」「弱い」ことなどを意味する派生接

辞、または派生語のことである。しかし日本語縮小辞の位置づけは大変曖昧である。 

 本論文では、接辞「子(仔・児)」「小(粉)」「こ」を日本語縮小辞「コ」として提案し、ス

ペイン語縮小辞の中で最もよく使用される「-ito」「-illo」2との対照を通して、縮小辞の意味

的普遍性を検証することを目的とする。 

 

1.1. Jurafsky(1996) 

Jurafsky(1996)は、60 以上もの言語の資料をもとに、縮小辞の意味における普遍的な構造

を提示した。「小型の」「模造(品)」「関連する」「一部」「正確さ」「部分(詞)」「近似」を「意

味論的意味」として、「親愛の情」「ペット」「同情」「親密」「侮り」「緩衝表現」を「語用

論的意味」として、そして「子供」「小さい」「女性」を意味論・語用論の両方に関わるも

のとして捉え、以下のように表した3。「子供」と、そこから派生した「小さい」が意味の中

核を成す。 

 

 

図１: Jurafsky(1996: 542)による縮小辞の意味構造 

                                                        
1 縮小辞の定義は亀井・他(1996: 638)、皆島(2003)をまとめたものである。また、「指小辞」「示小辞」とも

呼ばれるが、本論文においては「縮小辞」に統一することとする。なお、文献引用の際には「指小辞」「示

小辞」も使用する。 
2 スペイン語縮小辞には、「-ito」「-illo」の他にも「-ico」「-ín」「-ejo」「-uelo」「-ete」があるが、中でも「-ito」

「-illo」が最も一般的に使われる縮小辞である(Gooch: 1967 等より)。スペイン語縮小辞は生産性、使用頻

度ともに高く、既に体系的な研究もなされている。 
3 語彙の日本語訳は中尾(2004)による。また、色付けによる区別は筆者による。  
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1.2. 日本語縮小辞「コ」 

1.2.1. 皆島(2003) 

 皆島(2003)は、以下のような「コ」の意味と用例を挙げている。 

①接頭辞「子－」：「従属」(子分、コギャル)、「若い・幼い」(子犬)「派生」(子株、子芋)、

「従属・小さい」(子機、子会社、子羽) 

②接尾辞「－子」：「典型的な行動様式」(ちびっ子、申し子、江戸っ子)、「従事者・道具」(踊

り子、振り子)、「親愛の情」(甥っ子) 

③接頭辞「小－」：「若い・小さい」(小犬)「小さい・少ない」(小石、小雪、小高い)、「重要

でない・軽蔑」(小人、小役人)、「近似値」(小一時間)、「一部分」(小指) 

 

1.2.2. 形態的特徴 

 「子－」「「小－」は基体語4に前接、「－子」「－こ5」は基体語に後接する。日本語縮小辞

「コ」が膠着されうる文法範疇は、名詞、動詞、形容詞、形容動詞の 4 つである。「－子」

が膠着する場合には、文法範疇が変化することがある(縫い子＞動詞→名詞) 。 

また、基体語や縮小辞自体に連濁が生じる場合がある(小降り: コブリ、子会社: コガイシ

ャ、馬子: マゴ)。「－子」「－こ」が膠着する場合、促音化することもある(博多っ子)。 

 

1.2.3. 意味 (省略)6 

1.3. スペイン語縮小辞「-ito」「-illo」7 

1.3.1. 形態的特徴 

スペイン語縮小辞が持っている特殊な性質としては、①派生接辞の中では最後、かつ屈

折接辞の直前に位置する、②まれに接中辞として現れることがある、③基体語の性を受け

継ぐ、④異形態が多く、出現が一定ではない上に同じ基体語に関して異なる縮小辞形が見

られることもある、⑤同一種のものでも多重に何度も適用可能である、などが挙げられる(出

口(1999)、西村(2002)より)。縮小辞が膠着される基体語の文法範疇の範囲は名詞、形容詞、

副詞、過去分詞、現在分詞、間投詞に及び、縮小辞による文法範疇の変換は見られない。 

 

1.3.2. 意味 

1.3.2.1. 包括的研究 

1.3.2.1.1. 西村(2002)・三好(1981) 

「縮小(概念)」もしくは「感情」を基本的意味とする主張に大きく二分できるが、三好(1981)

は、スペイン語では「種」に縮小辞を使い「亜種」を命名する8ことから、「所属」を基本的

機能とする仮説を紹介している。一方西村(2002)は、縮小辞自身は具体的な意味は持たず、

                                                        
4 縮小辞が膠着する語のこと。 
5 日本語縮小辞「コ」の新用法として、3 章にて提案する。 

6 1.2.で挙げている「『コ』の意味」を参照されたい。 

7 スペイン語には、男性と女性の 2 つの文法的な性がある。基体語が男性形の場合は、それに伴い縮小辞も

「-ito」「-illo」、女性形の場合は「-ita」「-illa」と変化するが、ここでは男性形「-ito」「-illo」と表記しておく。 
8 カミツレの実は、リンゴとの共通特性を認められ manzana(リンゴ）の亜種として manzanilla と命名された。 
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基体語と派生語との意味を区別する単なる標識にすぎないと主張している。 

 

1.3.2.1.2. Gooch(1967) 

 Gooch(1967)はスペイン語縮小辞「-ito」「-illo」の特徴を以下のように述べている。 

表 1: スペイン語縮小辞「-ito」「-illo」の特徴 (Gooch(1967: 1-10)をもとに筆者が作成) 

 -ito -illo 

基本的意味 示小、愛情、好意 示小、愛情、軽蔑 

その他の意味 強意、敬意、謙譲 

例外的意味 増大、軽蔑(口語) 増大 

特徴 幼児が好んで使い、愛称形にもよく用い

られる。例)Anita＜Ana  

軽蔑的な意味を含む語と結びつきやすい。 

例)granujilla (ならず者)＜granuja (詐欺師) 

 

1.3.2.2. 分類的研究  

1.3.2.2.1. Alonso(1982) 

Alonso(1982)はスペイン語縮小辞の文脈的意味分類を行い、“縮小辞は「縮小」よりもむ

しろ「愛情」を表現したものである”(1982:161)とした。また文脈的意味として、「概念的」

「感情的」「文的・気質の表れ」「美的・評価的」「感情・能動的」「丁寧」「感情の発露」「際

立たせ」を提示した(日本語訳は西村(2002: 27)による)。 

 

1.3.2.2.2. 三好(1981) 

三好(1981)は、スペイン語縮小辞の基本的意味は「所属」であるという仮説のもと、先行

研究を検証・加筆し以下のような基本的意味・文脈的意味の分類を行った(表は三好(1981: 

32-45)をもとに筆者が作成)。「示小・所属」「強意・増大辞的」「軽蔑」「ぼやかし」「愛情表

現」「感情のほとばしり」「無作法な親しさ」「“pan calientito”9」を基本的意味(所属)、「fantasía(空

想)」「きわだたせ」「気質表現」「働きかけ」を文脈的意味として分類した。 

 

2. 研究方法 

2.1. 日本語縮小辞の新用法に関するもの 

 『日本語大辞典 第二版』(1995)、『広辞苑 第五版』(1998)から、皆島(2003)では扱われて

いなかった用法・用例を挙げる。それらを、皆島(2003)に付け加え、日本語縮小辞「コ」の

新用法として提案する。 

 

2.2. 日西縮小辞対照に関するもの 

2.2.1. 辞典 

『和西辞典 改訂版』(2002)から日本語縮小辞「コ」が用いられている見出し語と中見出

し語、スペイン語訳を取り出す。また訳語が複数挙げられている場合、文章の場合は 1 文、

                                                        
9 pan caliente(あたたかいパン)が縮小辞化すると、「とてもあついパン」ではなく「あつあつ・ほかほかのパン」の意味

となる。話者の期待基準が意味の解釈に作用している。 
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語の場合は 3 語を上限として取り出す10。 

 同様に、『現代スペイン語辞典 改訂版』(2001)からもスペイン語縮小辞「-ito」「-illo」が

用いられている見出し語と中見出し語、日本語訳を取り出す。現代スペイン語辞典、もし

くは Gooch(1967)により基体語の特定が可能なもののみを対象とする。鉱石名や化学の専門

用語は収集対象としない。 

 

2.2.2. テキスト 

 辞典の場合と同様に、以下の 4 冊を用い、日本語縮小辞の用例に対応するスペイン語訳、

スペイン語縮小辞の用例に対応する日本語訳を取り出す。 

【A】Isabel, A. (1995) Cuentos de Eva Luna, HarperLibros, New York. 

【A’】――――(1995)『エバ・ルーナのお話』木村榮一・窪田典子訳 国書刊行会 東京 

【B】―――――(1999) Paula. Ave Fénix, Barcelona 

【B’】―――――(2002)『パウラ、水泡なすもろき命』管啓次郎訳 国書刊行会 東京 

  

3. 用例の分析 

3.1. 日本語縮小辞の新用法提案 

卒業論文においては、ここで、1.2.1.で見た 3 つの日本語縮小辞「子－」「－子」「小－」(皆

島: 2003)のうち「－子」と「小－」の新たな用法を提案する。さらに、皆島(2003)では考慮

されていなかった接頭辞「粉－」と接尾辞「－こ」についても考察を加える。ただし、本

稿においては接尾辞「－子」、接頭辞「小－」、 接頭辞「粉－」、接尾辞「－こ」の詳細は

省略してまとめる。 

 

本稿で提案する日本語縮小辞 「コ」の意味・用法をまとめると、以下の通りである。皆

島(2003)が提案した意味・用法に、筆者が「愛称」「様子・事物」「語調・幼児語」「強め」

を付け加えた。筆者が提案した「－子」「小－」の新用法については、皆島(2003)で他の「コ」

の項目で該当する用法が既に述べられていた場合、用例のみを太字・下線で表す。 

 

表 2: 筆者が提案する日本語縮小辞 「コ」 

意味・用法 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 

従属・派生 ＋(子機、子株) － － － 

若い ＋(コギャル) ＋(ちびっ子) ＋(小童) － 

小さい・小型 ＋(子羽) ＋(ひよ子) ＋(小鳩、小石) ＋(べこっこ) 

近似値 － － ＋(小一時間) － 

一部分 － － ＋(小鼻) － 

重要でない・軽蔑 － ＋(娘っ子) ＋(小役人、小汚い) － 

 

                                                        
10 例：小手先(でごまかす):Salir del paso hacienda algo a la ligera. (1 文抽出) 子山羊: choto(ta), cabrito(ta)(2 語抽出) 
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典型的 － ＋(江戸っ子) － － 

従事者・道具 － ＋(売り子、振り子) － － 

親愛の情 － ＋(姪っ子) ＋(小猫) ＋(にゃんこ) 

愛称 － ＋(背子) － － 

少ない・やわらげ － － ＋(小耳にはさむ) － 

女性 － ＋(踊り子、花子) － － 

子・子孫 ＋(子馬) ＋(一人っ子) － － 

様子・事物 － － － ＋(どんぶらこ) 

語調・幼児語 － － ＋(夕焼け小焼け) ＋(はじっこ) 

強め － － ＋(小しゃく) ＋(～っこ《ない》) 

 

3.2. 日西縮小辞の用例の収集結果 

辞典、テキストから得られた用例の合計数は以下の通り。合計は、それぞれの用例の重

複がないように合算し直したものであるため、単純に計算した場合の合計数とは異なる11。 

表 3: 用例の収集結果 

   用例  

資料 

日本語縮小辞「コ」 スペイン語縮小辞 

「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 「-ito」 「-illo」 

辞典 7 13 81 3 81 319 

テキスト 5 10 32 6 17 69 

用例の合計 

(重複を除く) 

9 17 96 9 92 337 

131 429 

 

3.3. 日西対照 

表 4: 日本語訳の用例とスペイン語訳の対応 

日本語縮小辞 用例数 訳語数 「-ito」 「-illo」 スペイン語縮小辞の対応 

「子－」 9 14 1/14 (7%) 2/14 (14%) 3/14 (21%) 

「－子」 18 24 1/24 (4%) 1/24 (4%) 2/24 (8%) 

「小－」 96 145 13/145 (9%) 6/145 (4%) 19/145 (13%) 

「－こ」 9 12 0/12 (0%) 0/12 (0%) 0/12 (0%) 

スペイン語縮小辞との対応が見られた用例と、見られなかった用例に用いられていた語

彙をそれぞれ以下に挙げる。 

 

3.3.1. 日本語縮小辞「子－」 

                                                        
11例えば、辞典にて「cocinilla: 卓上コンロ」、テキストにて「cocinilla: 小さな台所」という用例が収集され

た場合、「cocinilla」は一語とみなし、「卓上コンロ」「小さな台所」は訳語としてそれぞれ収集する。よっ

てこの場合、1 つの用例に対し、2 つの訳語が収集できたことになる。 
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＜対応例＞「-ito」：子犬 perrito(ta) 、子山羊 cabrito(ta)、「-illo」：子豚:cochinillo  

＜その他＞子牛 ternero＜牛 cava など、語自体が既に縮小辞的な概念を含んでいるもの、「子」

「赤ちゃん」を意味する camada や cachorro が用いられていた。 

 

3.3.2. 日本語縮小辞「－子」 

＜対応例＞「-ito」：みなし児 huerfanitos、「-illo」：背負子 escalerilla para cargar equipajes 

＜その他＞-dor(行為者・道具を表す接尾辞)、-ero(形容詞化、また行為者・容器を表す接尾

辞)、hijo(a)(息子・娘)、menor(より小さい)のような語が見受けられた。 

 

3.3.3. 日本語縮小辞「小－」 

＜対応例＞「-ito」：小石 piedrecita、小枝 ramita、小魚 pececito/pescadito、小粒 granito、小猫 

gatito、小箱 cajita、小太りな gordito(ta)、小舟(船)barquita/barquito、小道 caminito、小娘 muchachita/mocita、

「-illo」：小枝 ramilla、小男 hombrecillo、小皿 platillo、小話 cuentillo、小春日和 veranillo de San Miguel、起

き上がり小法師 dominguillo： 

＜その他＞pequeño「小さい」、poco「わずかな、少しの」、bajo「低い、小さい」、bien「よ

く、十分に」、sub-「『下』を意味する接頭辞」、-ón「増大辞」、menos「より少なく」を意味

する語が主に用いられていた。「小－」のさまざまな意味の拡張がうかがえる。 

 

3.3.4. 日本語縮小辞「－こ」 

＜対応例＞0 例 

＜その他＞「～っこない」は nunca(=never)や、¡por Dios!(for God!)などの表現により不可能

が強調されていた。他の用例も、意訳してあるものがほとんどであった。 

 

3.4. 西日対照 

表 5: スペイン語訳の用例と日本語訳の対応 

 用例数 訳語数 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 日本語縮小辞の対応 

「-ito」 92 108 2/108 (2%) 2/108 (2%) 8/108 (0%) 0/108 (0%) 12/108(11%) 

「-illo」 337 453 3/453 (1%) 0/453 (0%) 20/453 (5%) 0/453 (0%) 26/453(6%) 

以下、日本語縮小辞との対応が見られた用例と、見られなかった用例に用いられていた

語彙についてそれぞれ挙げる。 

 

3.4.1. スペイン語縮小辞「-ito」 

＜対応例＞「子－」：patito 子ガモ、perrito 子犬、「－子」：canillita 新聞売り子、pollito ひよ子12 

「小－」：banderita 小旗、cucharadita 小さじ一杯、cucharita 小さじ、pajarito 小男、小鳥、小鳩、        

gordito 小太りの、mujercita 小柄な(女性) 

＜その他＞Manolito(マヌエルの愛称)などの愛称形、bocadito(小型のシュークリーム)など 

                                                        
12 「ひよこ」と表記することもあるが、ここでは「ひよ子」とする。 
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のように「小さな」「小型の」によって表現されているもの、lejitos(かなり遠くに)など、縮

小辞により「強め」の意が加えられているものなどがあった。 

 

3.4.2. スペイン語縮小辞「-illo」 

＜対応例＞「子－」：cachorrillo 子犬、cochinillo 子豚、「小－」：avecilla 小鳥、dominguillo

起き上がり小法師 

＜その他＞canastilla(小さいかご)のような「小さい」による示小、carrillo(ほっぺた＜cara 顔)

のような「一部分」を示すものが見られた。また、(gentecilla くずのような連中)のように、

軽蔑的な意味を含む用例もあった。 

 

3.5. 日西縮小辞の意味対照 

 卒業論文においてこの章では、主に筆者が収集した用例をもとに、Jurafsky(1996)の提示

した意味役割に沿って日本語縮小辞「コ」とスペイン語縮小辞「-ito」「-illo」を対照し、縮

小辞の意味的普遍性を検証した。本稿では詳細は省略するが、3.5.で行った日西縮小辞の意

味対照を、筆者が提案した日本語縮小辞の用法(表 2)もとに整理する。 

表 6: 日西対照のまとめ 

意味・用法 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 「-ito」 「-illo」 

従属・派生 ＋ － － － ＋ramito (小枝) ＋manzanilla (カツミレ) 

若い ＋ ＋ ＋ － ＋patito (子ガモ) ＋cachorrillo (子犬) 

小さい・小型 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋saquito (小さな袋) ＋cansatilla (小さいかご) 

近似値 － － ＋ － － － 

一部分 － － ＋ － － ＋carrillo (ほっぺた) 

重要でない・ 

軽蔑 

－ ＋ ＋ － ＋pajarito (小男) ＋gentecilla 

(くずのような連中) 

典型的 － ＋ － － － － 

従事者・道具 － ＋ － － ？ ＋cachorillo (小型ピストル) 

親愛の情 － ＋ ＋ ＋ ＋cielito (愛しい人よ) ＋diabillo (いたずらっ子) 

愛称 － ＋ － － ＋Manolito (マヌエルの愛称) ？ 

少ない・ 

やわらげ 

－ － ＋ － ＋un momentito 

(ちょっと待ってください) 

＋calderilla 

(小銭) 

女性 － ＋ － － － － 

子・子孫 ＋ ＋ － － ＋cabrito (子ヤギ) ＋cochinillo (子豚) 

様子・事物 － － － ＋ ？ ？ 

語調・幼児語 － － ＋ ＋ ＋aguita13 (水の幼児語) ？ 

強め － － ＋ ＋ ＋ahorita (今すぐ) ＋cansadillo14(かなり疲れて) 

                                                        
13 Ferguson (1971)より。 
14 Gooch (1967)より。 
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4. おわりに 

図 1 からも、 Jurafsky(1996)の提案した普遍的意味のほとんどをどちらの縮小辞も持って

いることがわかった。限られた資料から集めた用例ではあるが、日西縮小辞の生産性の違

いや、日西縮小辞のそれぞれの持つ特徴も明らかにできた。日西縮小辞のどちらも意味用

法についてはよく似た働きを持っているが、縮小語同士の対応はあまり見られなかったこ

とから、縮小辞化する基体語に関してはあまり対応していないと言えるだろう。 
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インドネシア語の受動文と人称動詞 

 

東京外国語大学外国語学部 

東南アジア課程インドネシア語専攻 

安藤さや香 

 

キーワード：インドネシア語、受動文、人称動詞、FSP、テーマ・レーマ 

 

0. はじめに 

 インドネシア語1には、人称代名詞の短縮形＋me 他動詞のゼロ(φ)形からなる「人称動詞」

がある。以下本稿の例文では、問題となる人称＋me 他動詞のゼロ形という形式、およびそ

れに対応する訳を太字で示す。 

 

 (1) Pintu kubanting. 「ドアを叩きつけた」 

   door   ku-strike                          (Dahana 2004: 6) 

  (2) Jaring itu dibuat oleh Bram dan anakku. 

      net  that di-make by  Bram and child-1sg2 

「その網はブラムと僕の子どもが作った」            (Ibrahim 2004: 17) 

（グロス、通し番号は筆者による） 

 

 例文(1)の kubanting は、一人称単数代名詞 aku の短縮形 ku-＋membanting「叩きつける」

のゼロ形、例文(2)の dibuat は、三人称代名詞 dia の短縮形 di-＋membuat「作る」のゼロ形

からなる。 

インドネシア語文法においてこれらの人称動詞は、能動／受動という対立の中で語られ

ることが多かった。しかし、それだけでは人称動詞を含む構文を理解するのに十分ではな

い。本稿では、一人称単数代名詞 aku の短縮形 ku-を用いた ku-人称動詞の用例収集を行い、

その考察を通して、人称動詞を含む文がどのような特徴を持つかということを明らかにし

たい。なお、本稿で使用した例文のグロス、通し番号は筆者によるものである。 

 

1. 先行研究 

1.1. 佐々木(1968)の見解 

 佐々木(1968)は、インドネシア語の受動文を、従来の受動／能動という枠組ではなく、 

                                                        
1 インドネシア語はオーストロネシア語族、西部オーストロネシア語派に属するムラユ語の一変種である。

インドネシア共和国の国語。およそ 2 億人の話者がいると考えられる(柴田 1992: 363-364)。インドネシア

語の音素には、母音//, 半母音//, 子音//
がある(柴田 1988: 715)。インドネシア語の表記はローマ字を用い、上記の音素はそれぞれ現在の正書法で

は a, e, e, i, o, u, y, w, p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, ny, ng, f, s, sy, kh, h, v, z, r, l と表記する。 
2 グロスに用いる略号は次のとおり。 1=first person; 2=second person; 3=third person; CL=classifier; 

COP=copula; ex=exclusive; IMP=imperative mood; in=inclusive; INT=intensive mood; NML=nominalizer; 

pl=plural; PM=plural marker; Q=question; RP=relative pronoun; sg=singular. 
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題目語――述語――補足語という枠組でとらえている。以下に、佐々木(1968)が提案する

インドネシア語文のとらえ方を紹介する（要約は筆者による。例文の一部を、正書法に則

った表記に改めた）。 

 

 用いる記号は、T : S/P である（それぞれ、T はテーマ、トピックなど、S はインドネシ

ア語の sebutan 述語、P は pelengkap 補足語の頭文字からとった）。 

インドネシア語で受動／能動の別を語るのはあまり意味がなく、大切なのは題目語を持

つ文と持たない文の違いである。 

 (3) Saya menulis surat. 「私は手紙を書きました」 

        1sg me-write letter 

  (4) Surat saya tulis. 「手紙は書きました」 

       letter  1sg φ-write 

  (5) Saya tulis surat. 「手紙を書きました」 

       1sg φ-write letter 

上の例文は、それぞれ(3)T : S/P、(4)T : S、(5)S/P と表される。例文(3)の saya が題目語であ

るのに対して、例文(4)、(5)の saya は「動作主の規定語」と呼びうるものである。 

(佐々木 1968: 84-89) 

 

 このように佐々木(1968)は、例文(5)のような人称＋me 他動詞のゼロ形―被動作主とい

う語順の文を、S/P 構造の題目語のない文ととらえている。そして、人称動詞は題目語に

はなりえないものと見ている。 

 

1.2. 牛江(1975)の見解 

 牛江(1975)は、1.1.の例文(3)、(4)、(5)のような文の違いを、動作主、被動作主、動作の

3 つの要素のうちのどれを中心に述べるかの違いであると説明する。なお、以下の例文(6)

～(8)の訳および太字部分は牛江(1975)に従った。 

 

 (6) Aku membaca koran. 「ぼくが新聞を読む」 

     1sg  me-read  newspaper                       (牛江 1975: 69) 

  (7) Koran kubaca. 「新聞をぼくは読む」 

      newspaper ku-read                          (牛江 1975: 69) 

  (8) Kubaca koran. 「ぼくは新聞を読む」 

      ku-read newspaper                          (牛江 1975: 69) 

 

 牛江(1975)によると、例文(6)は動作主を、例文(7)は被動作主を、例文(8)は動作を中心に

述べているということになる。 

 

1.3. 松野(1990)の見解 
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 松野(1990)は、インドネシア語の受動文をテーマ・レーマ3という観点から分析している。

松野(1990)は、人称動詞を用いた受動文を、以下の 4 つに分類した。    はアクセン

トのあるユニットである(松野 1990: 42)。 

 

   (A) 対象がテーマ 

     1. 対象前置型   対象 ／／ 行為者＋動詞 

     2. 対象後置型    行為者＋動詞 ／／ 対象 

   (B) 対象がレーマ 

     3. 対象後置型   行為者＋動詞 ／／ 対象 

     4. 対象前置型    対象 ／／ 行為者＋動詞       （松野 1990: 43) 

 

 松野(1990)は、上の 4 つのパターンについて実例を元に検証を行っている。ここでは、

本稿 3.2.での考察に関係している 2 つめと 3 つめのパターンに関して詳しく見てゆくこと

にする。2 つめのパターンに関して松野(1990)は、「最初のパターンと比べると、レーマた

る動作がいきなり頭に出されるので、その分ダイナミックな印象を受ける。したがって相

対的にテーマの重要性が低くなるようである」(松野 1990: 45-46)と述べている。以下の例

文(9)、(10)では松野(1990)に従い、テーマに下線、レーマに波線を施した。なお、訳は松

野(1990)のままとした。 

 

(9) Aku tak mengindahkan suara bunda. Tiba-tiba kepastian bunda hilang. 

      1sg  not   me-heed       voice  mother  suddenly  certainty  mother  be.lost 

Diciumnya aku dengan sayangnya. Diturunkannya aku dari ranjang. 

      di-kiss-3sg  1sg   with     love-3sg    di-get.down-3sg  1sg  from iron.bed 

Diletakkannya aku di lantai. 

di-put-3sg      1sg at  floor 

「わたしは母のいうことを聞かなかった。母のもつ確かさが突然消えうせてしまっ

たのだ。母はわたしにいとおしそうにキスをした。母はわたしを寝台から降ろした。

そしてわたしを床の上においた」                                (松野 1990: 46) 

 

3 つめのパターンに関して松野(1990)は、「動作がテーマとなって、それに続く名詞句を

重要な情報として提示するパターンである。動作は、既出の文脈にすでに存在しているも

の、あるいはそれから当然推測できるもの、（中略）などがある」(松野 1990: 47)と述べて

いる。 

 

(10) Banyak? Kan kuberikan  tadi  hanya empat buah kepadamu? 

     many    not   ku-give  a.while.ago only    four   CL     to-2sg 

                                                        
3 テーマ・レーマに関しては、Halliday(1994)等を参照のこと。 
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「たくさんだって。だって、さっきわたしはたったの 4 粒しかあげなかったでしょ」 

(松野 1990: 47) 

 

 松野(1990)はこのようにテーマ・レーマという観点を用いて、被動作主が人称動詞より

も後に置かれている受動文に関して、「それ自身異なる 2 つのパターンをもっている」(松

野 1990: 37)ことを示した。 

 

2. 用例収集 

Kompas 紙に掲載された短編小説集 2004 年版（総単語数 28793 語。16 人の作家による

16 作品からなる。詳しくは、巻末の参考資料を参照のこと）をコーパスとして使用する。

今回は ku-を動作主とする人称動詞に対象を絞って議論を進めていくため、コーパスから

ku-を動作主とする人称動詞を収集する。 

 

3. 結果と考察 

3.1. 結果 

ku-人称動詞は全部で 147 例得られた。そのうち、被動作主が人称動詞よりも前にあり、

受動らしい語順をとっていた例は 59 例あった。その他の 88 例については、以下のような

例が見られた。 

 

 (11) Aku mau bunuh diri. Tak bisa. Sudah kucoba beberapa kali. 

       1sg  want  kill  self  not  can  already  ku-try   same   time 

   「自殺したい。出来ない。すでに何度か私は試した」      (Radhar 2004: 9) 

  (12) Kudengar kamu akan kerja di Jakarta, Luh? 

        ku-hear  2sg   will  work  at  Jakarta  Luh 

   「君はジャカルタで働くんだって聞いたよ」         (Arcana 2004: 41) 

 (13) Tanpa kusadari, aku berlari keluar dari ruangan. 

without ku-realize  1sg   run   go.out  from  room 

「自覚なしに、僕は部屋の外に逃げ出した」         (Nugroho 2004: 80) 

 

 

 例文(11)では coba（試す）という動作の対象 bunuh diri（自殺）が前の文にある。kucoba

の直前、直後に被動作主はないが、松野(1990)も「テーマとして明白なものは省略される」

(松野 1990: 44)と述べ、例文(11)のような例も受動の一種であると考えている。こういった

例が 5 例あった。 

また、例文(12)は、1.1.の例文(5)、1.2.の例文(8)同様、被動作主が人称動詞よりも後に置

かれており、きわめて能動文に近い語順である。こういった例が 79 例あった。これに関し

ては、3.2.で更なる考察を加える。 
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その他に、例文(13)のように、人称動詞が従属節内に現れて、副詞的な役割を果たすも

のが 4 例あった。 

 

3.2. 考察 

3.1.で述べたように、今回の用例収集では ku-人称動詞を用いているが語順がきわめて能

動文に近い例が 79 例見られた。これらの例に使用されている me 他動詞は次項の表 1 に示

す通りであった。 

 

表 1: ku-人称動詞として現れた me 他動詞 

 用例数 他動詞 

9 例 mendengar（聞く） 

 8 例 melihat（見る） 

 4 例 membiarkan（～させておく） mengatakan（言う） 

 3 例 menemukan（見つける） mengira（思う） 

menyadari（気付く、認識する） 

menyaksikan（目撃する） 

 2 例 memberikan（与える） melupakan（忘れる） 

membisikkan（ささやく） memompa（ポンプで送り出す） 

mengenali（～だと見分ける） 

 1 例 meladeni（応対する） melaksanakan（実行する） 

melempar（投げる）melipat（折る）membayangkan（想像する） 

membunuh（殺す）memikir4（考える） memotong（切る） 

memperhatikan（気に留める） memperlihatkan（見せる） 

mencari（探す）mendapatkan（手に入れる）menduga（推測する） 

mendesiskan（わめく） menelan（飲み込む） menemui（会う） 

menerima（受ける） mengakhiri（終わらせる） 

mengenang（偲ぶ） mengerti5（理解する） mengetahui（知る） 

menghitung（数える） mengibas-ngibaskan（振る） 

mengingat（覚えている） menguatkan（強める） 

mengungkapkan（表現する） menjawab（答える） 

menulis（書く） menyalakan（点ける） menyangka（思う） 

menyematkan（貼り付ける）menyerahkan（任せる） 

 表 1 に示したように、ku-人称動詞の形で現れるのは mendengar（聞く）、melihat（見る）、

mengira（思う）、menemukan（見つける）、menyadari（気付く、認識する）、 

                                                        
4 berpikir もしくは memikirkan という形が一般的であるが、用例中では kupikir という形で現れたので、こ

こには memikir として記す。 
5用例中では kumengerti という形で現れた。me 他動詞 mengerti は、di 形の場合も dimengerti という形をと

る特殊な語である。 
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menyaksikan（目撃する）、mengenali（～だと見分ける）等の知覚動詞が多いことがわかる。

また、mendengar（聞く）、melihat（見る）を始め、mengatakan（言う）、membisikkan（さ

さやく）など後ろに節が続く動詞が多い。そして、実際に後ろに節が続いているものは、

79 例中 39 例であった。 

 

 (14) Tapi, kudengar ia mendengkur keras. 

    but  ku-listen  3sg  me-snore     hard 

   「しかし、彼が大きくいびきをかいているのを私は聞いた」   (Dahana 2004: 5) 

  (15) （略）sebab sering kulihat mereka membuang makanan mereka sendiri di 

              because often  ku-see    3pl   me-throw.away   food      3pl      self   at 

 tempat sampah. 

 place   garbage 

「（略）彼らが自分の食べ物をゴミ箱に捨てているのをよく見かけたのだから」 

(EA 2004:143) 

 

 もしくは、後に被動作主を表す長めの句が置かれている場合がいくつかある。 

 

  (16) Berharap di tempat lain akan kutemukan sebuah tempat di mana aku bisa 

     wish     at  place  other  will  ku-find     one-CL   place   at where  1sg  can 

diterima seutuh-utuhnya. 

       di-receive  as.whole.as.possible 

   「別のところで私がありのままで受け入れられる場所を見つけますように」 

(Ibrahim 2004: 90) 

 

 被動作主が後ろにある ku-人称動詞文で、後ろが節になっている 39 例に関しては、節の

平均単語数は約 8.56 語、後ろが節になっていない 40 例に関しては、後ろの句の平均単語

数は約 4.68 語であった。これに対して、被動作主が ku-人称動詞よりも前にある（yang 節

内のものや被動作主が他の句内にあるものは除く6）20 例では、被動作主の平均単語数は

約 2.35 語であった。これを下の表 2 に図示する。 

 

表 2: 構文別被動作主平均単語数 

被動作主の位置 節になっているかどうか 用例数 平均単語数 

ku-人称動詞の後 
節になっている 39 例 8.56 語 

節になっていない 40 例 4.68 語 

ku-人称動詞の前 節になっていない 20 例 2.35 語 

                                                        
6 1.1.の例文(4)と(5)、および 1.2.の例文(7)と(8)に見られるような被動作主―人称動詞という構文と人称動

詞―被動作主という構文の対立には直接関係がないため、ここでは考慮に入れない。 



インドネシア語の受動文と人称動詞 

 

- 103 - 

被動作主が ku-人称動詞の後にある場合全体 79 例の平均は 6.59 単語であり、被動作主が

ku-人称動詞の後にある場合全体では、被動作主が ku-人称動詞の前にある場合よりも 2 倍

以上長くなっている。 

 

以上の結果を総合して考えると、ku-人称動詞の後に被動作主が置かれるような場合に

は、語られる内容である被動作主のほうが中心に述べられており、動作や動作主は相対的

に重要性が低くなっているような場合が多いと考えられる。 

また、1.3.で見たように、松野(1990)は人称動詞―被動作主という語順の文を、被動作主

がテーマの場合と被動作主がレーマの場合の 2 つに分類した。先にも述べた例文(14)～(16)

などは、被動作主がレーマとなっているパターンであるといえるし、また数の上では少な

いながらも、被動作主がテーマとなっているといえる例も見られた。よって、松野(1990)

が示した 2 つのパターンが存在することに異論はない。しかし、この 2 つのパターンに当

てはまらない例も多数存在する。 

 

 (17) Sering kuladeni tubuh bugilku di kamar mandi. 

often   ku-serve  body  nude-1sg at  room  bath 

「しばしば浴室で、自分の裸体を可愛がった」         (Dahana 2004: 8) 

 (18) Dengan kursi roda kulaksanakan semua kegiatan. 

       with   chair  wheel  ku-perform     all    activity 

「車椅子で全ての動作を行った」               (Dahana 2004: 8) 

 

 例文(17)、(18)は、動作と被動作主をテーマ・レーマのどちらかに割り当てるというこ

とが難しい。どちらかというと、動作と被動作主が結合して出来たメッセージ全体がこれ

らの文の中核を担っているように感じられる。つまり、テーマ・レーマという観点から見

ると、動作―被動作主という節全体がレーマをなしているということになる。こういった

例のように、人称動詞が人称動詞―被動作主という語順で用いられる場合には、節（もし

くは文）全体がレーマ性の高いものである場合もあるということが明らかになった。 

 

3.3. まとめ 

以上、3.2.の考察で、特に一人称代名詞 aku の短縮形 ku-を用いた人称動詞が人称動詞―

被動作主という語順が用いられる場合には、 

 

1) 知覚動詞や節をとる動詞が多い 

2) 被動作主が長めになる 

3) 被動作主、もしくは人称動詞―被動作主からなる節全体が中心に述べられている 

 

といった場合が主であることがわかった。 
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4. おわりに 

今回は ku-人称動詞に関してのみ考察を行ったが、人称動詞全体の特徴を明らかにす

るためには kau-人称動詞や di-人称動詞に関しても同様の考察を行う必要がある。 
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口語ビルマ語における派生名詞としての動詞重複 

 

大塚 行誠 

 

1. はじめに 

 口語ビルマ語においては、語彙を派生する方法に、(i) 同じ語根などの繰り返す（本稿で

は重複と呼ぶ）、(ii) 異なる語根の組み合わせ（即ち、複合）、(iii) 接辞を用いる方法など

がある1。本稿では、主に動詞の重複について扱う。動詞重複が派生名詞となり、動詞句や

名詞を修飾する現象は口語体で顕著に見られる2。しかし、派生名詞としての動詞重複に焦

点を当てた先行研究は非常に少ない。そこで、本稿では口語ビルマ語における動詞重複の

中で、派生名詞として働くものを対象に研究及び分析の結果を述べる。以下、引用文献を

明記していない例文はインフォーマントの発話を写したもので、それぞれの例文には筆者

自身によるグロスと訳をつけてある。 

 

2. 先行研究 

2.1. 音韻的特徴 

2.1.1. 単独の動詞の音節構造 

Okell (1969a: 23) は、ビルマ語における大半の動詞が単音節で成り立っていると指摘し、

そうでないものを複音節動詞と呼んだ。ほとんどの複音節動詞は二つまたはそれ以上の音

節から成り立っており、分析可能である。しかし、外来語や語源が特定出来なくなってし

まったもの等、分析不可能な複音節動詞も存在する。 

 

2.1.2. 動詞重複の音韻的特徴 

 [1] 子音の有声化 ビルマ語の研究において、「子音の有声化」と呼ばれる現象がある。

例えば、動詞/pyouN:/「微笑む」は重複すると/pyouN:-byouN:/という形になる。ビルマ語学

の分野で最も影響力の強い研究は Okell (1969a, b)である。 

 [2] 音節構造 単音節の動詞 X を重複すると X^X になる。二音節の動詞 XY を重複する

と X^XY^Y になる。*XY^X^Y にはならない。即ち、第１音節を重複し、更に、第２音節

を重複する。

                                                        
1 ビルマ語は、シナ・チベット語族のチベット・ビルマ語派ビルマ・ロロ語群に属し、ミャンマー連邦の

公用語である。本稿では以下の音韻表記を用いる。［ ］内は国際音声字母(IPA)による。子音は全部で 33

個ある。 / p, t, s, c[], k, T[], ph[], th[], sh[], ch[], kh[], b, d, z, j[], g, D[], m, n, ny[], ng[], 

hm, hn, hny, hngh, l, hl[],w, hw[], y[], S [], -'[] /である。子音と母音の間に入る介子音

は/ -y-[--] / / -w- /を挿入する。後続の音に同化する鼻音[]は全て/ N /で表記する。母音には/ a, e, i, o, u, E[], 

O[] /の 7 種類がある。また、軽声化した母音は/ A /で表す。この軽声化母音には声調の区別が無い。声調

は下降調/ -. / (高いところから急激に下降する)、低平調/ -_ /(低く平らで長い)、そして高平調/ -: / (高く平

らで長い) の 3 つがある。本稿での声調の名称は加藤 (1998) にならった。 
2 Okell (1969b) は、派生名詞として働く動詞重複以外に、以下の種類の動詞重複などを挙げているが、今

回の研究対象から外す。(a) alternative：動詞の重複が「たとえ～しようと、～しようと」という譲歩を表

す。(b) indefinite：疑問詞と動詞重複を含む節が「何・誰が～しようと」という譲歩を表す。(c) frequentitive：

動詞重複が反復や継続を表す。 
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 [3] 声調 Okell (1969a: 21)によれば強調される際、低平調 ( _ )であった最後の音節が下

降調 ( . ) に変化する。即ち、tO_-^tO_「かなり」が tO_-^tO.に変化するのである。 

 

2.2. 形態的特徴 

 原田 (1966: 182) によれば X と Y をそれぞれ音節とすると、動詞重複は XX 型、XXYY

型、XYXY 型、XYXY 型、kha’-XX 型そして tA-XX 型で現れると述べている。kha'-は「幾

分～」という意味を持ち、tA-は事態の継続性を表す接頭辞である。 

 

2.3. 統語的特徴 

2.3.1. 名詞及び名詞句との関係 

 Okell (1969a: 78) は動詞重複を動詞から派生した名詞と捉え、他の自立語と結合する事

によって複合名詞になると述べた。Okell (1969a: 49) は二つ以上の要素 (動詞や名詞) から

成り立つ名詞を複合名詞と呼んでいる。これは、修飾・被修飾の関係が見られるものとそ

うでないものの二種類に分かれる。派生名詞としての動詞重複を含む複合名詞は修飾・被

修飾関係にある。その中で中心的機能をもつ要素を head (主要部) 、そして残りの要素は

主要部に従属する attribute (限定部) と呼んでいる。動詞重複はこのうち attribute として現

れる。 

 基本的に動詞重複は主要部に後置するが、逆に前置する事もあるとOkellは述べている。

インフォーマントの指摘によると動詞重複を主要部に前置する事はごく稀であり、例文 

(1) は普段青色の服を着ないような人が珍しく着て来た時に驚きをこめて使うとの事であ

った。 

 

(1) pya_-^pya_  'eiN:ji_  「青い上着」 

   青い-青い   上着      (Okell 1969a: 81) 

 

 主要部を既に発話文の前で述べていたり、話し手が了解していたりする場合には、しば

しば例文 (2) のように主要部の名詞 (例文 (2) の場合は「ジャケット」) が省略される。 

 

(2) wE_-^chiN_-^ta_-^ka.  kha' -thu_ -^thu_「買いたいのは厚めの（ジャケット）」 

 買う-したい-NOMLZR(1)-NOM やや-厚い-厚い       (Okell 1969a:87) 

 

2.3.2. 動詞及び動詞句との関係 

2.3.2.1. 助詞-nE. 

動詞及び動詞句を修飾する動詞重複には、助詞-nE.が後置する事もある (例文 (3) )。 

 

(3) yaiN:-yaiN:-nE.   pyO:-^tE_  「荒々しく話す」 

   野蛮だ-野蛮だ-INS  話す-VSM/r   (Okell 1969a: 137) 
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2.3.2.2. 名詞補語のついた動詞重複 

 例文 (4) のように重複している動詞自体 (Si.-Si.) に名詞補語 ('eiN_dAye_) が付随する

事もある。動詞重複自体に名詞補語がつき、全体で動詞修飾するものを Okell (1969a) は

Complemented Adverbs と呼ぶ。 

 

(4) 'eiN_dAye_-Si. -Si.  thaiN:-^tE_   「上品に座る」 

   威厳-ある-ある  座る-VSM/r   (Okell 1969a: 137) 

 

2.4. 意味的特徴 

 Whitley (1982: 78) は重複を起こす動詞の種類について「状態動詞から派生したもので副

詞的役割をする」と言及した。 

 

3. 研究方法 

 形態的な特徴の分析には「ビルマ (ミャンマー) 語辞典」 (大野 2000) で見出し語とな

っている動詞重複合計 552 例を扱った。そして、動詞重複が現れる統語的環境を考慮しな

がら、口語体で書かれた三つの言語資料から例文を収集した。 

 (a) BURMESE CHRESTOMATHY3 (Cornyn: 1957) 

 (b) NHK ラジオ日本・ビルマ語番組『フォーカス』原稿 (2005.5.~2005.8.放送) 

 (c) pye:ne_^tE.lu_yE.myE'hna_ mo:le_po_'ApE'khaN_ya.hma_4 (Maung Tharyar: 1996) 

 また、収集した例をもとにヤンゴン方言話者の 4 人にアンケートを依頼した。 

 年齢 氏名 出身 備考 

A 40 代 Hnin Thazin マンダレー 会社員、女性。 

B 30 代 Thet Tun Khain エーヤワディ 大学院生、男性。 

C 30 代 Khin Aye Nge ヤンゴン 会社員、女性。 

D 20 代 Su Yee Mon ヤンゴン 専門学校生、女性。 

 

4. 考察 

4.1. 音韻的特徴 

 動詞重複は初頭子音が有声化可能であるものは、例 (5) のように後続する音節が有声化

するという規則を持つ。ただし、上で述べたように、その音節が声門閉鎖音で終わる場合

には有声化は無く、例 (6) のようになる。 

 

 XX 型 

(5) kauN:「良い」  → kauN:-gauN:「良く」  (大野 2000: 26) 

   (無声)   (無声-有声) 

                                                        
3 Cornyn が自らの言語研究の為に、物語の読み聞かせ等を録音し、書き起こした。 
4 言語資料 C は口語体小説『走っている人の顔には、余計雨が当たるんだよ』である。 
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 音節が声門閉鎖音で終わり、有声化しない場合 

(6) tei'「静かだ」  → tei'-tei'「静かに」   (大野 2000: 266) 

   (無声)   (無声-無声) 

 

 XXYY 型の動詞重複において、私の調査では有声化と呼ばれる現象の逆、即ち無声化と

呼べる現象が見られた。以下、例を挙げる。 

 

 XXYY 型 

(7) Te_ja_「確かだ」 → Te_De_cha_ja_「確かに」  (大野 2000: 720) 

   (無声 1-有声 2)  (無声 1-有声 1-無声 2-有声 2) 

(8) thu:-zaN:「稀だ」 → thu:-du:-shaN:-zaN:「変に」 (大野 2000: 282) 

    異なる-珍しい  異なる-異なる-珍しい-珍しい 

   (無声 1-有声 2)  (無声 1-有声 1-無声 2-有声 2) 

 

 (7) と (8) の例で興味深いことは、重複しない形の「有声 1」 (例えば (7) の j) は、重

複した形では「無声 2-有声 2」 (例えば (7) の ch と j) になっている。即ち、j が無声化し

て ch になっている。「無声-有声」のパターンに合わせる為、無声化したのであろう。 

 (7) と (8) に挙げた XY 型の動詞は「無声 1-有声 2」のパターンである。もし XY 型の

動詞に「無声 1-無声 2」のものがあれば、これも、「無声 1-有声 1-無声 2-有声 2」になるで

あろう。しかし、XY 型の動詞で「無声 1-無声 2」のものは見つかっていない。(私が延べ

660 語の単音節動詞を調査した結果、有声子音/ b, d, z, j, g, D /で始まるものは俗語や外来語

を除き見つからなからなかった。「有声 1-有声 2」のペアも無いと考えられる。) 

 (8) の thu:zaN: 「不思議だ」は動詞 thu:「異なる」と動詞 shaN:「珍しい」から成る。即

ち、二つの要素の分析できる。一方、(7) の Te_ja_「確かだ」は構成要素に分割できない。

しかし、両方で無声化が起こっている。即ち、この無声化は動詞を要素の分析できるかど

うかに関係なく当てはまる。 

 

4.2. 形態的特徴 

4.2.1. 重複を起こす動詞の種類 

 重複を起こす動詞は固有語であり、Ta'pE_-「神々しい」 (パーリ語の Sappāya から) や

DAda_-「寛容だ」 (パーリ語の Saddhā から) といった外来の多音節動詞が重複する事は無

い。例文 (9) のように助動詞を含む動詞句が重複する事もあるが、今回の調査では 2 例と

ごく僅かであった。例文 (10) のように二つ以上の動詞が重複することもある。 

 

(9) lV_-lV_-chiN_-^chiN_       「喜んで」 

欲しい-欲しい-したい-したい        (大野 2000: 638) 

(10) 'Amwe:-'AtauN_-^ka.  seiN:-^seiN:-pya_-^pya_-Swe_-Swe_ 

毛 -羽根 -NOM   緑の-緑の-青の-青の-黄金の-黄金の 
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-tau'-tau'-pyauN_-^pyauN_  'iN_mAtaN_ hla.-^tE_ 

-光る-光る-輝く-輝く  とても  美しい-VERBAL(1) 

「羽毛は、青緑金色で豪華に輝き、実に美しい」  (資料 A: 16) 

 

4.2.2. 動詞重複の主要なパターン(省略) 

 

4.2.3. 動詞重複の特殊なパターン 

ごく僅かであるが、辞書にあった特殊なパターン例としては XXXX 型動詞重複 (1 例)、

XYXY 型動詞重複 (4 例)、そして XXY 型動詞重複 (1 例) がある。他に、Complemented 

Adverbs の構造をとる重複形も 18 例見つかった。 

 

4.3. 統語的特徴 

4.3.1. 名詞を修飾する動詞重複 

Okell (1969a: 137) の指摘した Complemented Adverbs と類似する構造 (2.3.2.2.を参照) が、

名詞を修飾する動詞重複にも見られた。しかし、この用法に関してはインフォーマントの

中には「言える事は言えるだろうが、使わない」といったコメントをする人も多く、まだ

定着していない。しかし、例文 (6) に関しては全てのインフォーマントが正しいという判

断を下している。例文 (6) は、ca.-「落ちる」という動詞に’AtwiN:「内部」という名詞補

語が前置している。この動詞重複は必ず被修飾名詞に前置し、Okell の指摘した Headless 

Attribute として動詞重複が単独で現れる事は無い。 

 

(11) 'AtwiN:-ca.-^ca.  ni:na_-^twe_-nE.  ni:byu_ha_-^twe_-^ko_  

内部-落ちる-落ちる  方法-PL-INS 策略-PL-ACC 

'ApyiN_-lu_-^ko_ na:lE_-DAbO:pau'-se_-^chiN:-phyiN. kouN_pAni_-^ko_ 

外-人-ACC 分かる-理解する-(使役)-事-INS 会社-ACC 

'A-kauN:-shouN: ka_^kwE_- hnaiN_-hma_  phyi' -pa_-^tE_ || 

A-良い-終わる 守る-出来る- NOMLZR(2)  である-pl-VERBAL(1) 

「 (会社による) 綿密な計画や戦略を外部の者に知らしめる事が、会社を最も良い状態で

保てる事になるだろうと考えたのです」 (資料 B: 2005 年 5 月 18 日) 

 

4.3.2. XYY型の動詞重複について 

XYY 型の動詞重複 33 例を分析したところ、全てにおいて名詞修飾が可能であるという

特徴がコンサルタント B への質問から分かった。XYY 型動詞重複において、被修飾名詞

と動詞重複の統語的位置関係は決まっていない。ただし、固有名詞が被修飾名詞として置

かれる場合は必ず XYY 型動詞重複が先行する。 

 

(12) cu'sha'sha' kauN_mAle:  「短気な女」 

    苛々して 女 
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(13) kauN_mAle: cu'sha'sha'   「短気な女」 

    女  苛々して 

 

4.3.3. 動詞句補語としての動詞重複 

言語資料から抽出した文をもとにコンサルタント4人（A～D）に対して9問からなる簡単

なアンケート5を実施し、考察した。以下、調査のうちの一例を挙げる。例文 (14) から助

詞-nE.のつく動詞重複は、文中での統語的位置が比較的自由だという事が考えられる。 

 

(14) 【1】'E:di_-cauN:-hma_ 【2】 di_-^kauN_-^ka. 【3】 tha.thE'- pi:^tO. 

     その-学校-LOC   この-奴-NOM   立ち上がる-～てから  

 'iN_gAlei'sa_-TiN_-ne_-tE. 'AcheiN_-hma_ me:-^ta_ 

 英語-文-学ぶ-(継続)- 時間-LOC 訊く-NOMLZR(1) 

「その学校ですっくとこいつは立ちあがって、英語の時間に訊いたのだった」(資料 C: 59) 

kha'=ti_^ti_(やや-真直ぐに-真直ぐに)を挿入した場合。 

例文番号 【1】 【2】 【3】 

ポイント 0 4 7 

全回答 × × × × × △ ○ △ ○ △ ◎ △ 

kha'=ti_^ti_-nE. (やや-真直ぐに-真直ぐに-INS)を挿入した場合。 

例文番号 【1】 【2】 【3】 

ポイント 9 12 12 

全回答 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

 その他のアンケート結果は、紙面の都合上割愛する。卒業論文のアンケートより得られ

た結果は次の通りである。 

(a) 助詞-nE.のつかない動詞重複は本動詞の前に置かれ、文の主語よりも前には置かれない。 

(b) 構成素の関係・機能を明示しないと意味解釈に混乱をきたす場合に関係明示形式として

助詞-nE.が後置する。「～しながら」といった付帯状況的な意味を持つようになる。 

(c) 感情を表す動詞が重複して、他の動作動詞にかかると助詞-nE.が付く。 

(d) 助詞-nE.をつける事で、派生名詞としての動詞重複をfrequentative(反復表示)の動詞重複

から区別する事が出来る。 

(e) 動詞重複が単独でも成立可能な場合、助詞-nE.は非修飾要素の直前に付かない。 

 

4.4. 意味的特徴 

 関係助詞を使って名詞修飾が出来ても、動詞重複の形では名詞修飾出来ないものがある。 

                                                        
5加算方式で合計ポイントを表示する。各問に対して「最も適切だと思われる」には◎（3点）、「日常で使

われるのは稀と考えられる」には○（2点）、「正しくないようだが聞いたことはある」には△（1点）、「完

全な誤り」には×（0点）を記入するよう依頼した。 
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まず、重複によって名詞修飾が可能になる動詞を以下に挙げる。これらは全て今回扱った

言語資料より収集したものである。 

 

ci:-「大きい」、Te:-「小さい」、mya:-「多い」、nE:-「少ない」、yo:-「普通だ」、thu:^cha:-「特

別だ」、SiN:-「はっきりしている」、wo:wa:-「不明瞭だ」、mE:-「黒い」、phyu_-「白い」、

ni_「赤い」、pya_「青い」、nyo_「茶色をしている」、thu_「厚い」、pa:-「薄い」、phwuN.phyo:-

「肉付きが良い」、peiN_-「痩せている」、peiN_TwE_-「ほっそりしている」、tE.-「真っ直

ぐだ」、chO:-「(容姿が)綺麗だ」、si'-「純真だ」、sO:-「早い」、pu_「暖かい、熱い」、khaN:na:-

「豪華だ」、hmE.-「熟している」、kauN:-「良い」、pyO.-「弱い」、lwE_-「簡単だ」、caN.khaiN_-

「丈夫だ」、cE_-「(音が)大きい」、tu_-「同じだ」 

 

 収集した動詞を見る限りでは、原則として、動詞文標識助詞-tE_が付くときに現在の出

来事として解釈出来る状態動詞の重複形が名詞修飾すると考えられる。対して動作動詞は

過去の出来事としか解釈できない。状態動詞と異なる点としては他に、動作動詞では命令

形が作れる点も Okell (1969a: 44) の指摘している。co:za:「努力する」という動詞が命令形

を作れ、過去の出来事としか解釈出来ない理由から動作動詞に分類される。その為、例文 

(15) のように関係詞を使った形での名詞修飾は出来ても、例文 (16) のように動詞重複に

よる名詞修飾は不可能なのである。 

 

(15) co:za:-ne_-dE.   cauN:Da:-dwe_ 「努力する学生達」 

    努力する-(継続)-REL(1) 学生-PL 

(16)*co^co:sa:za:   cauN:^Ta:-^twe_ 

努力する-努力する  学生-PL 

 

5. 今後の課題 

 本稿では動詞重複の特徴について扱ったが、派生名詞全体の機能を知るには重複以外の

形態をとる派生名詞の研究も重要である。 

 また、今回最も難しかったのは動詞の分類に関する記述である。どういった動詞が重複

を起こすのか、またどのような動詞重複が名詞修飾可能であるのかについては動詞の意味

的分類が深く関わってくる。動詞の意味的分類は今後のビルマ語学全般の研究にとっても

重要な課題となるであろう。 

 

略語一覧 

2:二人称、3:三人称、ABL:奪格、ACC:対格、CLS:助数詞、COM:共格、INS:具格、LOC:於

格、NOM:主格、NOMLZR(1):名詞節 (叙実法)、NOMLZR(2):名詞節 (叙想法)、PL:接尾辞 (複

数)または助詞 (動作の複数性)、POL:助詞 (丁寧)、POSS:所有、REL(1):関係節 (叙実法)、

VERBAL(1): 動詞文 (叙実法)、VERBAL(2):動詞文 (叙想法)。 
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現代の日本語（共通語）の談話における無助詞1現象 

 

荻原典子 

 

キーワード：無助詞、日本語（共通語）、談話、文末表現 

 

 

1. はじめに 

 一般に日本語の名詞句は格助詞を後接させて動詞との意味的関係を明示している。しか

し現代の日本語（共通語）には、主に談話において、名詞句の後ろに助詞が現れない現象

が見受けられる。 

（1）「さっき時間があったから、近くのカフェでコーヒーφ飲んできた2」    

本稿では、この｢名詞句の後ろに助詞が現れない現象｣を無助詞現象と定義し、無助詞現

象が談話においてどのような条件下で現れるか、特に文末表現との関連において明らかに

すること、ならびに談話における無助詞がどのような機能を担っているか明らかにするこ

とを目的とする。 

 

2. 先行研究 

2.1. 従来の先行研究のまとめ 

無助詞に関する先行研究は数多く出ている。ここでは、これまでの研究において論じら

れてきた内容を以下にまとめて示すこととする。 

 

① 話しことばにおいての無助詞は、単なる格助詞の省略とみなされる場合と、無助詞そ

のものが独自の機能を持つ場合に大別できる。しかしこれは連続性を持つものではっ

きりと区切れるわけではない。 

② 単なる格助詞の省略とみなされる場合は、動詞との結合が強い格、つまり語順が動詞

に近いものにおいて起こるとされる。 

③ 無助詞そのものが独自の機能を持つ場合については様々に論議されているが、多くは

主題性を持つ中立的なものと考えられ、それと関連して文頭に近い部分に出現すると

考えられる。 

④ 3 人称よりも 1、2 人称のほうが無助詞名詞句3になりやすい。 

⑤ 話し手が持つ、話している内容への自信が薄いほど無助詞文4になりやすい。 

                                                        
1 研究者によって名称はさまざまである（はだか格、ゼロ助詞、無助詞格など）が、名詞句に助詞がつい

ていないものを扱うので本稿では無助詞と呼ぶことにする。 
2 出典が明記されていない例文は作例（4 章以降はすべてコーパスからの例文）。例文番号はすべて筆者に

よる通し番号である。例文中の無助詞はφで示し、無助詞名詞句と含めて下線を引くこととする。 
3 後ろに助詞が続かない名詞句。 
4 無助詞現象が起きている文。逆に名詞句の後ろに助詞がある文を有助詞文とする。 
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⑥ 「ガ」や「ヲ」、「ハ」などが持っている総記や排他などの機能が現れると困る場合に

無助詞文が使われる。 

⑦ 現象文や存在文など、使われる助詞が決まっている文で、文の内容が本来その文型が

表すべき内容から逸脱している場合、無助詞文になりやすい。 

 

2.2. 甲斐（1992）による研究 

本研究は甲斐（1992）の先行研究に負うところが多い。よってここでは甲斐（1992）の

研究を簡単に述べる。 

甲斐（1992）は「は」の省略5について論じている。この研究において「は」の省略は、

以下のように述べられている。 

 

1.「は」によってマークされている名詞句をＸとすると、その他の条件が同じならＸが 1・2 人称の

方が 3 人称に比べて「は」を省略し易い 

2.文の表現形式に関わる条件の中である「確定6」と「聞き手への配慮7」の 2 つの原則に支配されて

いる                             （ibid.: 113-114） 

 

「確定」の原則とは「話者が当該事態を真だと確信し、それを強く主張
．．．．

する場合「は」

は省略しにくい」（ibid.: 114）というものであり、それは真偽判断のモダリティに関係する

という（ibid.: 116）。真偽判断のモダリティと省略との関連は以下の図 1 のようになる。 

 

←話者の経験・観察による            第三者からの情報による→  

                                    省略可 

だろう  ようだ みたいだ  らしい（はずだ）    だって/そうだ 

図 1: 確定－非確定と真偽判断のモダリティとの相関（ibid.: 116 より引用） 

  

これは、右へ行くほど判断の根拠が話者自身の経験や観察ではなくなっていくため、確

信の度合いが低くなるからだという。 

 

（2）a. ご両親は（*φ）きみの将来を気づかっている。          （ibid.: 117） 

    b. ご両親は（φ）きみの将来を気づかっているみたいだ。        （ibid.: 117） 

 

「聞き手への配慮」の原則とは「聞き手への配慮がある程「は」は省略しやすくなる」

（ibid.: 114）というものである。これは「聞き手のもつ情報に対する配慮」と「話し手と 

                                                        
5 「談話の中で「は」に対比的意味合いが強く出てくるものは考察の対象外」（ibid.: 113）としている。 

6 「確定」とは「話者が当該事態を確かな事実であると判断し
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、それを聞き手にはっきりと言い切る
．．．．．．．．．．．．．．．．

もの

で非確定と対立する概念」（ibid.: 114）である。 

7 「聞き手への配慮」とは「話者が自分を中心として自分と情報と聞き手との関係をどのように見ている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

か
．
、それを言語形式に反映させ聞き手に伝える

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
もの」（ibid.: 114）である。 
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聞き手のもつ情報に対する配慮－対人的配慮」の 2 つに大きく分けられ、前者は更に「認

識の差に対する配慮：よ、じゃないか」「同一認識に対する配慮：ね」「聞き手のもつ情報

との食い違い対する配慮：～なんかじゃない8」「のだ」の 4 つに分けられる、としている。

そして、このような配慮が明示化された場合「は」は省略しやすくなる、という。なお、

これら 4 つに順番はなく、ただ羅列してあるだけである。 

 

（3）a. 松坂牛は（*φ）おいしい。                                     （ibid.: 123） 

    b. 松坂牛は（φ）おいしいよ。                                    （ibid.: 123） 

  

また、なぜ聞き手への配慮があるほど「は」を省略しやすくなるのか、という問いの答

えとして、話者の一方的な主張を弱める効果があるからだ、としている。 

 

3. 問題設定 

 2 章で先行研究の内容を提示したが、実際のコーパスを用いて客観的にデータを集めた

研究はほとんどない。よって、今回の調査の問題点を以下のように設定し、それぞれコー

パスやコンサルタント調査などによって客観的に分析することを目的とする。 

①甲斐（1992）で挙げられていた確定の原則と無助詞との関係性の定量的調査 

②甲斐（1992）で挙げられていた聞き手への配慮と無助詞との関係性の定量的調査 

③収集された無助詞文の機能の質的調査 

 

4. 本調査に使用するコーパスおよび無助詞文の抽出条件 

 本調査ではコーパスとしてシナリオを用いた。今回使用したシナリオは 2005 年 1 月 7

日にフジテレビで放送された『スチュワーデス刑事・９』である。シナリオの全文（1061

文）から9、無助詞現象のある文を抽出し、分類した。抽出・分類基準は以下のとおりであ

る。 

①無助詞現象が起きている文、つまり無助詞名詞句10のある文をすべて抽出する。 

②①で抽出した文を、以下の 3 つの分類基準に沿って分類する。 

a. 述部を持たない文 

b. 述部を持つが、無助詞名詞句が述部の必須補語11ではない文 

c. 述部を持ち、かつ無助詞名詞句が述部の必須補語である文 

シナリオ全文を以上の抽出・分類基準に当てはめたところ、無助詞現象が起きている文は

134 例あり、それらの分類は以下のようになった。 

                                                        
8 表記の仕方は甲斐（1992）に従った。 
9 シナリオのうち、ト書きやナレーション、聞き手がいない場面においての発話（独り言など）、「……」

や「！」など実際の発話がない（実際に音声が発せられていない）部分は抜いた。また回想部分の会話も

除いた。句点や！、または？で区切られている部分を一文とした。 
10 無助詞名詞句のうち、有助詞名詞句や述語と同格または順列であるものは抽出しない。例「12 人の使

徒は、キリストの弟子φ、神様のお使いです」（下線は筆者による）。 
11 必須補語の認定には寺村（1982）を用いた。 
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表 1: 述部の有無、かつ無助詞が必須補語かどうかによる分類 

a. 述部を持たない文 
b. 述部を持つが、無助詞名詞句

が述部の必須補語ではない文 

c. 述部を持ち、かつ無助詞名詞

句が述部の必須補語である文 

24/134（17.9％） 17/134（12.7％） 93/134（69.4％） 

本調査では②の c. に該当する 93 例を使用する。 

 

5. 甲斐（1992）を参考にした定量的調査および考察 

5.1. 調査方法 

4 章で示した抽出・分類基準のうち c. に該当した文 93 例を、甲斐（1992）で提示され

ていた「確定の原則」と「聞き手への配慮」の 2 つの観点から分類する。 

まず、「確定の原則」に関しては、この原則に関係しているとされた真偽判断のモダリテ

ィ「だろう」「ようだ」「みたいだ」「らしい」「はずだ」「だって」「そうだ」に従って分類

を行う12。次に「聞き手への配慮」に関しては、聞き手への配慮を表すとされた以下の文

末表現「よ」「じゃないか」「ね」「～なんかじゃない」「のだ」13にしたがって分類を行う。 

 また、今回の調査で参考にした甲斐（1992）は「は」の省略に関して述べられた論文で

あるが、実際のコーパスにおいて現れてくる無助詞が「は」の省略であるかどうかを客観

的に判断する方法はなく14、また母語話者である筆者の内省からすべての無助詞に関して

文末表現が何らかの関連性を持っているのではないかと考えられたため、今回の調査にお

いては無助詞全般に甲斐（1992）で示されている内容を用いた。 

 

5.2. 調査結果および考察 

5.2.1. 甲斐（1992）における「確定の原則」との関連性 

5.1.で示した調査の結果を以下表 2 に示す。 

表 2: 「確定の原則」に関わる真偽判断のモダリティによる分類 

 だろう ようだ みたいだ らしい はずだ だって そうだ 

無助詞

文15 

2/93 

（2.2％） 

0/93 

（0％） 

1/93 

（1.1％） 

0/93 

（0％） 

0/93 

（0％） 

0/93 

（0％） 

1/93 

（1.1％） 

全体16 
2/8 

（25％） 

0/0 

（0％） 

1/2 

（50％） 

0/1 

（0％） 

0/5 

（0％） 

0/2 

（0％） 

1/10 

（10％） 

                                                        
12 なお、この調査の目的はここで提示されている 7 つの文末表現と無助詞との関係性を見ることである。そのためこ

れらの文末表現が用いられていない無助詞文に関しては調査、考察の直接の対象から外した。「聞き手への配慮」に関

する調査においても同様に扱った。 
13
「のだ」に関しては話し言葉をコーパスにしていることも考慮に入れ、「のだ」の異形態として「んだ」を認め、「ん

だ」の活用形も数に含んだ。分類する際「よ」と「ね」が共起している表現「よね」は、「よね」で 1 つの機能を持っ

ているものとみなし、今回はカウントしなかった。それ以外の文末表現の共起に関しては、どちらの文末表現において

も数に入れた。 
14 無助詞について、助詞の省略とみなされるものと独自の機能を持っているとみなされるものとは連続性があり一概

に区別できないことは先行研究でも指摘されている（丸山 1996 など）。 
15 ここでは無助詞が認められた文 93 例のうち、各文末表現がついているものがいくつあったかを示している。 
16 ここではシナリオ全体（1061 文）の中で各文末表現が使われている文のうち、無助詞文はいくつあったか、を示し

ている。つまり、表中の分母は、シナリオ全文中に現れた各文末表現の数である。 
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表 2 からわかるように、この調査は例文数が極端に少なかったため有効なデータとはな

らなかった。しかし、「そうだ」よりも「だろう」のほうに多く無助詞が認められる点は甲

斐（1992）の指摘と食い違っているといえる。 

 以下に例文を示す。 

（4）［自宅に入りながら妻に対して］「淑子φ、いるんだろ!?」 

（5）［岡村という人にお見合いさせようとして］ 

「岡村くんφ、またこっぴどく振られたそうじゃないか」 

 

5.2.2. 甲斐（1992）における「聞き手への配慮」との関連性 

 5.1.で示した調査の結果を以下表 3 に示す。 

表 3: 「聞き手への配慮」に関わる文末表現による分類 

 よ じゃないか ね ～なんかじゃない のだ 

無助詞文 9/93（9.7％） 3/93（3.2％） 5/93（5.4％） 0/93（0.0％） 22/93（23.7％） 

全体 9/44（21.4％） 3/22（13.6％） 5/71（7.0％） 0/0（0.0％） 22/160（13.8％） 

表 3より、「聞き手への配慮」に関する 5つの文末表現は、無助詞文中では、「のだ（23.7％）」

「よ（9.7％）」「ね（5.4％）」「じゃないか（4.3％）」「～なんかじゃない（0.0％）」の順で現

れる頻度が高いことがわかる。「のだ」は他の文末表現に比べて現れる頻度が際立って高い

が、表 3 下段を見ると有助詞文も含めた「のだ」文も 160 文と非常に多くなっている。こ

のように「のだ」文が多い原因の 1 つとして他の文末表現と共起しやすいことが挙げられ

る。実際、例文（6）のように命題の後「のだ」だけがついている形は少なく、例文（7）

のように「のだ」以外の要素がついている文のほうが多い。よって無助詞文中の「のだ」

の割合が多いのは、共起する文末表現が多いことが原因だと考えられる。 

（6）［ワインセラーにワインを産地ごとに並べたのが美里だと知って］ 

    「へえ、美里さんφワインが好きなんだ」 

（7）［結婚を前提に付き合っていた人に対して］  「私φ……ずっと怖かったんです」 

また、それぞれの文末表現が使われている文（無助詞文、有助詞文共に含む）のうち、無

助詞文の割合が高かったのは「よ（21.4％）」「じゃないか（18.2％）」「のだ（13.8％）」「ね

（7.0％）」「～なんかじゃない（0.0％）」の順だった。つまり、今回扱った文末表現の中で

は「よ」が最も無助詞を伴いやすい、といえる。しかし、「よ」でも無助詞文の割合は 2

割強であり、全体的にこれらの文末表現がつくからといって無助詞が現れやすくなるわけ

ではない。 

 

6. 無助詞文の機能に関する考察 

6.1. コンサルタント 

今回の調査には、筆者以外に 3 人のコンサルタント17に協力していただいた。以下、 

                                                        
17 コンサルタントは居住地などからみなほぼ共通語を母語としていると考えられる方々である。また年齢、

性別が偏っているが、本調査ではこれらの点は重要視しなかった。 
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表 4 に 3 人のコンサルタントと筆者に関する情報を示す。 

表 4: コンサルタントと筆者に関する情報 

協力者 性別 年齢18 生まれてから現在までの居住地 父親の出身地 母親の出身地 

A 男性 19 東京都 東京都 東京都 

B 女性 20 東京都→神奈川県 東京都 東京都 

C 女性 19 千葉県→東京都→東京都 東京都 東京都 

D（筆者） 女性 21 神奈川県 東京都 東京都 

 

6.2. 調査方法 

4 章で示した抽出・分類基準のうち②の c.に該当した文 93 例に対し、以下の調査を行っ

た。①と②は筆者を含むコンサルタントに対して行った調査であり、③と④は筆者自身が

調査結果に対して行った調査である。 

①まず［ ］部分、すなわちその用例が用いられている場面を簡単に説明したものを読む。 

②その場面を踏まえて、無助詞部分に挿入しても意味が変わらないと思われる選択肢を

{ }内にある「は」「が」「を」19から選ぶ。複数選択可とし、{ }の選択肢すべてが当て

はまらないと思った場合は{ }の横に×を書く。 

③それぞれのコンサルタントの調査を集計し、4 人全員が同じ選択をした文を見出す。 

④③で見出した文を選択肢ごとに分類し、その傾向を見る。 

また、今回コンサルタントによって回答が分かれた用例に関しては、日本語母語話者の

中でも判断が揺れているものだと解釈し、考察の対象からはずした。なお、複数選択され

たうちの一つの選択肢を他のコンサルタント全員が支持する（つまり、4 人の意見は一致

しているが、その他にも選択されている助詞がある）という結果は現れなかった。 

 

6.3. 調査結果および考察 

今回調査に使用した用例 93 例中、4 人の調査者の選択が完全に一致したものは 47 例

（50.5%）であった。この 47 例を、選択肢ごとに分類した結果を以下表 5 に示す。 

表 5: 無助詞部分に挿入できる助詞ごとの分類 

「は」挿入可 「が」挿入可 「を」挿入可 どれも挿入不可 

9/47（19.1%） 3/47（6.4%） 22/47（46.8%） 13/47（27.7%） 

この調査で明らかになったことは、以下の通りである。 

 

＜「は」が挿入可能な文に関して＞ 

①無助詞名詞句のほとんど（9 例中 8 例）が文頭に位置しており、先行研究の記述を支持

している。また、このような文のほとんど（8 例中 7 例）で、無助詞名詞句の後に読点が

打たれており、動詞とのつながりが弱いことを表している。 

                                                        
18 年齢は調査時のものである。 
19 今回当てはまる可能性があった助詞が「は」「が」「を」であったため、これらを選択肢とした。 
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（8）［同じ電車に乗っているにもかかわらず、17 時間会わずにいたことから］ 

「美里さん｛φ/は｝、日本を往復したんですよ」 

②先行研究には記述のない、倒置が起きた文においても無助詞が用いられている例がある。 

（9）［飛鳥が持ってきたシャンパンを飲んだ坂東が］ 

「美味いな、このシャンパン｛φ/は｝」 

③無助詞名詞句は、先行研究の記述とは異なり、1、2 人称よりも 3 人称のほうが多かった。 

 

＜「が」が挿入可能な文に関して＞ 

④無助詞名詞句のすべて（3 例）が動詞の直前に位置している。これは先行研究の記述と

同様である。 

（10）［来週は日本にいると聞いていたが、オーストラリアへ行ってしまうことを聞いて叔

父が］  「……予定｛φ/が｝狂っちゃうな」 

⑤「が」がつく無助詞名詞句、つまり主語が動詞の直前に位置するため、「が」が挿入可能

な文はすべて一項述語である。 

⑥すべての例（3 例）において、無助詞名詞句のあとに読点が打たれていない。このこと

も無助詞名詞句と動詞とのつながりが強いことを表している。 

⑦無助詞名詞句は物を表す名詞がなりやすい。これは「は」が挿入可能な文と相反する。 

 

＜「を」が挿入可能なものに関して＞ 

⑧無助詞名詞句のほとんど（22 例中 21 例）が動詞の直前に位置している。これは先行研

究の記述と同様である。 

（11）［お見合いの相手が刑事だと聞くと、相手がなんだぁといった反応をしたので］ 

    「なんだね、気のない声φ出して」 

⑨「を」がつく無助詞名詞句は目的語のため、「が」が挿入可能な無助詞文よりも数が多い。 

⑩無助詞名詞句はすべて（22 例）物を表す名詞である。これは「は」が挿入可能な文と相

反する。 

 

＜「は」「が」「を」のどれも挿入不可能なものに関して＞ 

⑪これらの文のほとんど（13 例中 10 例）が呼びかけの機能を持っていると考えられる。

これらの文の特徴は、a. 無助詞名詞句が同じ場面にいる人間または動物である、b. 10 例中

7 例は相手に何かをするよう頼む表現である、c. 呼びかけの相手に何かしらの返答を求め

るような表現である、の 3 つを挙げることができる。 

（12）［猫（明菜）がぐったりしている様子を見て］ 「明菜φ、しっかりしろ」 

⑫無助詞独自の機能を持つ文だと思われるものは、13 例中 1 例のみだった。 

（13）［クラブのホステスが最近店に来ない客に向かって電話で］ 「明菜φ、淋しーい。」 

 

7. おわりに 

 以上、今回の調査では無助詞現象について定量的、質的考察を行った。しかし、談話に 
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多く存在する省略や倒置などの扱いをどうするか、モダリティ要素が共起している場合は

どうするか、など再考の必要がある点も多いので、これらは今後の課題としたい。 
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マオリ語1の前置詞 i と ki 

前置詞としての用法と目的語の指標としての用法 

 加瀬 麻奈美 （東南アジア課程タイ語専攻） 

キーワード：マオリ語、前置詞、他動詞、目的語                  

0. はじめに 

 マオリ語の前置詞には a, o, e, hei, i, kei, ki, ko, mā, me, mō, nā, nō, があり、それらはいろ

いろな意味を持っている。その中でも i と ki は頻度が高く、意味や用法がよく似ている

が、先行研究においてこの i と ki の使い分けに関する記述が異なっている。本稿では、i

と ki のそれぞれの前置詞としての役割と、他動詞文で目的語の前に置かれる場合での i

と ki の使い分けについて考察する。 

 

1. 先行研究 

1.1. 前置詞としての役割 

1.1.1. Bauer(1997) 

 Bauer(1997:175-179)によると、i の用法は 3 つのグループに分けることができ、それらは

①場所、②比較、そして③目的語のマーカーである（目的語のマーカーについては 1.2.を

参照)。 

 ki は i と同様に色々な意味を持ち、主に①目的(地)、②同等、③道具、④目的語のマーカ

ー(やはり 1.2.で後述)の 4 つのグループに分けられる。 

 ki は場所も示すが、その場所というのは運動を通して到達する場所である。このことか

ら ki は運動の前置詞と呼ばれることがある。ここでの運動は、身体的なものだけでなく精

神的なものも含む。また、マオリ語には自動詞と他動詞にはっきりした区別がないため、

この目的を表す ki と目的語のマーカーとしての ki の境界線もはっきりしない。 

1.1.2. Harawira(1994) 

 Harawira(1994:33-35)では、i を①場所、②出所・起源、③理由、④同伴、⑤所有、⑥比

較、⑦動作主、⑧過去、の 8 つの用法に、ki を①場所、②方向、③手段、④対抗、⑤～に

よると、の 5 つの用法にまとめている。 

i は前置詞の他に過去の時制を表す助動詞の役割もする。しかし、Harawira(1994)では⑩

のように前置詞の１つとしてまとめられている。本稿では、過去の時制を表す i のグロス

は Bauer(1997)に倣って TAM(tense/aspect/mood marker)を使うことにした。    

                                                        
1 マオリ語はニュージーランド共和国の、主として北島(North Island)に分布する、オーストロネシア語族、東部ポリ

ネシア諸語に属し、そのもっとも有力な言語である。マオリ語人口として一般に引用されるのは、10 万人程度の数

字である。そのほとんどが北島の北部、ことにオークランド(Auckland)周辺に居住している。マオリ語の語順は

VSO、形態法は接辞(affixation)・内部屈折(internal inflection)・重複(reduplication)などによる。音素体系は、母音

/a/,/e/,/i/,/o/,/u/の５種、子音は、無声破裂音が/p/,/t/,/k/, 鼻音が/m/,/n/,/ng/［ŋ］, 摩擦音/wh/［f］,/h/, 流音/r/, 半母

音/w/の 10種である。方言に関しては、南島(South Island)方言、チャタム(Chatam)島方言は、すでに死語となった。

ロトルア(Rotorua)およびその周辺に分布する「中間方言」は、部分的には西部方言的、部分的には東部方言的な

特徴を示す。もっとも有力な方言は、西部方言に属するオークランド周辺のワイカト(Waikato)族や、その北のガプ

ヒ(Ngapuhi)族の言語である。これら部族の言語が、学校教育にも取り入れられ、「標準的」方言とみなされている 

(柴田 1992:16-21)。本稿では、特に断りのない限り、西部方言を記述する。 
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1.1.3. Foster(2000) 

 Foster(2000:34-41)でも前置詞 i を①場所、②運動の方向、③時、の用法に、ki を①場所、

②運動の方向、③注意の方向、の用法にそれぞれまとめている。 

 

1.1.4. 前置詞用法に関する先行研究のまとめ 

 以上の 3 つの先行研究の、前置詞としての i と ki の用法を次の表にまとめた。 

表 1. i の用法 

 場所 出所、起源 理由 同伴 所有 比較 動作主 過去 時       

Harawira ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

Foster ○ ○ ― ― ― ― ― ― ○ 

Bauer ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― 

表 2. ki の用法 

 場所 運動の方向 手段 対抗 ～によると 注意の方向 同等 

Harawira ○ ○ ○ ○ ○ ― ― 

Foster ○ ○ ― ― ― ○ ― 

Bauer ○ ○2 ○ ― ― ― ○ 

 

1.2. 他動詞文で使われる iと ki 

1.2.1. 動詞の分類 

   Bauer(1997)によると、マオリ語の動詞は、①neuter intransitives ②state intransitives 

   ③action intransitives ④canonical transitives ⑤experience verbs に分類することがで 

  きる。 

 ①～③は自動詞、④～⑤は他動詞である。ここでは、前置詞 i と ki を目的語の前にとる 

他動詞について考察する。 

 Bauer(1997)では、canonical transitives と experience verbs の分類をしている。 

この 2 つのグループの動詞には、はっきりとした境界線はないが、前置詞を使い分ける 

ことによって、区別される。 

以下は Bauer(1997:13-41)を筆者が日本語訳した上で要約している。なお、本稿の以下の

例文全ての例文番号および訳は筆者によるもので、グロスは Bauer(1997)に従う。グロスの

一覧は本稿末につけた。 

 

1.2.1.1. canonical transitives 

 マオリ語の他動詞の大部分は canonical transitives で、ここでの canonical は「最も典型 

的な」という意味である。また、他動詞文のほとんどは目的語の前に前置詞 i をとる。 

canonical transitives の文では、主語は行為者・動作主、目的語は対象である。 

                                                        
2 Bauer(1997)では、ki の「場所」としての用法は、運動を通して到達する場所と述べているので、表 2 の

「場所」・「運動の方向」の両方を○にした。 
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(1) Kei  awhina  a    Pani   i   a   Hera 

TAM   help      pers    Pani    DO   pers  Hera  

「パニ(人名)はヘラ(人名)を手伝っている」                          Bauer(1997:40)   

1.2.1.2. experience verbs 

 experience verbs(経験動詞)は、動作というよりは経験を表している。経験動詞は canonical 

transitives に比べるとかなり少なく、目的語の前には ki をとる。この経験動詞を使った文

の主語は動作主というよりは経験者で、目的語はもう 1 つの関係者であり、主語によって

影響を受けない。例えば、 

  (2) Ka   mōhio  taku  hoa   ki   te  tangata  rā 

     TAM     know   Ⅰsg   friend   DO   the    man      dist 

  「私の友達はその男を知っている。」                Bauer(1997:41) 

次に canonical transitive の文と experience verb の文を比較してみる。 

(3) Ka  kai  a   Hera  i   te  koura 

  TAM  eat   pers Hera   DO  the  crayfish 

  「ヘラはザリガニを食べる」                                   Bauer(1997:13) 

(4) Ka  kite  a   Hera  i   te  koura 

    TAM see    pers   Hera   DO  the  crayfish 

    「ヘラはザリガニを見た」                                   Bauer(1997:13) 

例文(3)の kai は canonical transitive なので、ザリガニは動作主ヘラの意志によって影響を

受けるが、(4)の kite は経験動詞で、ヘラがザリガニを見ても、ザリガニには何も影響がな

い。また、経験動詞を使った文での主語は必ずしも意志を持って何かを経験する必要はない。 

 経験動詞を使う文では前置詞は ki をとるという決まりがあるが、kite は例外的に i をと

る。Bauer によると、これは音韻的な理由からということだ。また、kite 以外には、次のよ

うな動詞が経験動詞として挙げられている。 

ariaria(resemble) hiahia(desire) hihiri(long for)  kite(see) mahara(recollect) mauahara(hate) 

maumahara(remember) mohio(know) pirangi(want) rongo(hear) tumanako(hope,expect) 

wareware(forget) whakakino(dislike)whakapono(believe) 

 上記の動詞の例から、経験動詞は実際の動作を伴わない、知覚や心理を表す動詞である

ということがわかる。 

1.2.2. Foster(2000)  

 Foster(2000)の文法書の他動詞の項目で、他動詞と共に使われる前置詞として、i と ki の

記述が見られた。以下、Foster(2000:34-35)を筆者が日本語訳した上で要約している。 

 Foster(2000)によると、マオリ語で他動詞文を作るときは、前置詞を使う。この時前置詞

は目的語の前に置かれ動作の意向を示す。 

  (5) I   patu  te    kōtiro  i    te  kurī 

TAM  beat   the     girl      DO   the   dog   

「その少女は犬を叩いた。」                     Foster(2000:34) 
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 (6) Kua  kite  ratou  i   te  kuini 

      TAM    see    Ⅲpl    DO  the   queen                    

  「彼らは女王に会ったことがある。」                                       Foster(2000:34) 

また、ほとんどすべての他動詞が前置詞 i をとるが、少数の他動詞は同じ用法で ki をとる。

その少数の他動詞としては以下のような動詞がある。 

hiahia(desire), pirangi(desire), tatari(wait for), tutaki(encounter) , mahara(remember),  

whakaaro(think), pai(like)   

                

 Foster(2000)では、これらの他動詞がどのような基準で分類されているのかについての記

述はなかったが、Bauer(1997)で経験動詞と呼ばれる他動詞と同じものがいくつかあるので、

これらも経験動詞のように目的語が主語の影響受けない、知覚や心理を表す他動詞として

挙げられていると考えられる。 

 

2. 研究方法 

 安倍(2000)のテキストをパソコンに入力し、i と ki の例を集め分類した。コーパスは全部

で約 2350 語である。  

  

2.1. 使用したテキスト 

 ①物語り 《He Pakiwaitara Hauika》Te mātāwai に収められている作者不明の童話。 

  ②物語り 《Ko Te Ata Rahi》Orbell, Margaret による The Traditional Māori Stories の中

の 1 つ。         

  ③新聞  《Te Rū-whenua ki Oropi》マオリ語新聞 Te Korimako より(1887 年の記事で      

      あるが、マオリ語で書かれた資料が少ないため本稿でも扱うことにした)。  

 ④演説  Foster, John の He Whakamārama より。 

 ⑤演説  Biggs, Bruce の Let's Learn Māori より、マラエ(ミーティングハウス)での演説。       

 ⑥聖書  《ルカ伝 11 章「主の祈り」》Te Pihopatanga o Aotearoa によるマオリ語訳され 

た新約聖書より。 

 ⑦演劇  《家の中で kei roto i te whare》Fransen, W, C の芝居 Taku Waimarie より、 

第 2 幕。 

 

2.2. 結果と考察 

テキストを分析した結果、全部で i が 98 個、ki が 91 個あり、そのうち i は 33 個が他動

詞の目的語を示し、65 個がそれ以外の前置詞の役割で使われていた。ki は 13 個が目的語

の指標、78 個が前置詞になっていた。  

 

2.2.1. 目的語の指標としての iと ki 

目的語を示す i・ki をとる他動詞には、次のような動詞が見られた。 
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表 3. i をとる他動詞 

 マオリ語 日本語 用例数 

inu 飲む    4 

riro 獲得する    3 

āwhina 助ける    3 

hāpai 振り上げる       2 

hōatu 与える    2 

hari 運ぶ    2 

kite 見る    2 

whakaako 教える    2 

ako 学ぶ    1 

kōrero 話す    1 

mahi 働く    1 

mihi 誉める    1 

muru 免除する    1 

patu 合格する    1 

tīmata 始める    1 

tuhituhi 書く    1 

whai 追い求める    1 

whakamārama 説明する    1 

whakangāwari 軽くする    1 

whakaora 救助する    1 

 

表 4. ki をとる動詞 

マオリ語 日本語 用例数 Bauer3 Foster 

mōhio 知っている  3 B  ― 

kitea 見られる 2 ― ― 

pīrangi 望む  2 B F 

hiahia 希望する  1 B F 

mahara 思う  1 B F 

tīmata 始める  1 B ― 

tukuna 許可する  1   B ― 

whakaae 同意する  1 ― ― 

whakarongo 聞く  1 B4 ― 

                                                        
3
 1.2 の先行研究で、Bauer(1997)経験動詞として挙げていた動詞には B、Foster(2000)が挙げていた動詞には F と記した。 

4
 Bauer(1997)では rongo「聞く」が挙げられていたが、whakarongo も rongo と同様に「聞く」という意味なので、表に

B を記した。whakarongo の whaka は「方向」や「理由」を表す接頭辞である。 



加瀬 麻奈美 

 - 126 - 

 2.1.で挙げたテキスト中に、他動詞 tīmata「始める」の目的語指標として i と ki の両 

方が見られた。そこで、tīmata が canonical transitive と experience verb のどちらに入る 

のか、また、i と ki は文脈によって使い分けられるのかを分析してみる。 

 (7) Ka  tīmata  tēnei  tangata  i  tōna   mahi  ki  konei 

    TAM   begin    this       person    DO  Ⅲsg     work    at    here 

   「その人がここで仕事を始めることになっている。」   

 (8) ki te  tīmata  koutou  ki  tēnei  mahi  atawhai, 

      if      begin      Ⅱpl      DO   this     work    kindness 

   「もし皆様がこの好意ある仕事を始めれば、」 

例文(7)・(8)を比較すると、tīmata の目的語はどちらも mahi で「仕事を始める」という 

意味になっている。「仕事を始める(＝働く)」ということは、tīmata は canonical transitives 

に分類されると考えられるので、目的語の指標には i をとることになる。それ 

では、(8)で ki を使っているのはなぜだろうか。experience verb として捉えられているのだ 

ろうか。 

 

2.2.2. 前置詞としての iの用法 

 次に、テキスト中の前置詞としての i の使用をまとめると、表 5 のようになる。 

表 5. 前置詞 i 

テキスト 場所 出所・起源 理由 同伴 所有 動作主 過去 時 その他 計 

①  1    1      4    2 8 

②  17    2      5   24 

③  4    3  2      8 1  18 

④  1       1     4 6 

⑤         1  2   3 

⑥  1     1        2 

⑦     1      3  4 

 計  24    8  2     2  19 4   6  65 

 前置詞としての i は 65 例中、3 つの先行研究全てに挙げられていた「場所」を表す用法

が 24 例と最も多かった。次に「過去」の時制を表す用法が多かったが、本稿の例文ではグ

ロスは TAM(tense/aspect/mood marker)になっていて、先行研究でも Harawira(1994)以外では

前置詞と区別されている。そして英語の from にあたる「出所・起源」も 8 例と比較的多く

見られた。 

 

2.2.3. 前置詞としての kiの用法 

 テキスト中の、前置詞としての ki の使用は次の表 6 のようにまとめられる。 
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表 6. 前置詞 ki 

テキスト 場所 運動の方向 手段 対抗 ～によると 注意の方向 同等 その他 計 

 ①  1    7       4 12 

 ②  1    8      1  3 13 

 ③  6    5       11 

 ④     7      1    4 12 

 ⑤  3    5       1 9 

 ⑥  2    2      1  5 

 ⑦  4   12       16 

 計  17   46      1   2  12 78 

 Bauer(1997)で「ki は運動の前置詞と呼ばれることがある」と述べられていたように、78

例中「運動の方向」の用法が 46 例と圧倒的に多く、次いで「場所」が 17 例であった。 

 

2.2.4. 「場所」の iと ki 

 前置詞の用法で、「場所」は i と ki の両方に見られるが、使い方に何か違いがあるので 

はないかと考え、分析をするにあたって、まず次のような仮説を立ててみた。 

① i は存在の場所を表す。 

② ki は「運動の前置詞」と呼ばれることから、動作の行われる場所や、到達点としての

場所を表す。上記の仮説を実証するために、テキストからいくつかの例を取り出して、

表す場所の違いを比較した。 

(9) Ka  noho  Te‐Atarahi  i  Hauraki 

    TAM   live     Te‐Atarahi     in  Hauraki 

  「テ・アタラヒ(人名)はハウラキ(地名)に住んでいる。」      テキスト② 

(10) ...mātou  Matua  i  te  rangi, 

      Ⅰpl       father    in  the   sky 

   「天にいます私たちの父、」                   テキスト⑥ 

(11) I    te   taenga  atu  ki  te  whare 

    TAM  the    arrival    away  at   the   house 

   「家に到着した。」                       テキスト① 

(12) Kua  puta  he  rū‐nui     ki  ngā  tini  wāhi 

    TAM    occur   cls  earthquake‐big  in  the(pl)  many  place 

   「多くの場所で、大地震が発生した。」              テキスト③ 

 4 つの例文から、(9)・(10)の i は英語の in にあたるもので「～にいる」という存在を表 

し、(11)・(12)の ki も英語の in や at の意味で使われているが、動作が起こった場所や到達 

点を表しているということがわかった。 
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3. おわりに 

 前置詞としての i と ki には、先行研究で挙げられていてもテキストからは収集できなか 

った用法がいくつかあった。また、先行研究の分類に入らないものも全部で 18 例見られた 

が、i の「場所」や ki の「運動の方向」としての使用が多く見られ、どの先行研究でも挙 

げられていたように主な用法であることが確認できた。その中で、i と ki の両方に見られ 

る「場所」を表す用法では、i は存在の場所を表し、ki は動作の行われる場所・到達点と 

しての場所を表しているということが明らかになった。 

 他動詞の目的語指標としての i と ki では、テキストから収集できた数が i は全体の 1/3、 

ki は全体の 1/7 と少なく、1 つのテキストに同じ他動詞が数回使われているので、他動 

詞の種類もあまり多くなかった。しかし動詞を比較すると、tīmata「始める」以外は i をと 

る canonical transitives と ki をとる experience verbs に分かれていて、Bauer(1997)で 

experience verb にも関わらず例外的に i を目的語の指標にとる kite「見る」についても、テ 

キストから確認することができた。 

 今後は、本稿で明らかにすることができなかった、canonical transitive で i と ki の両方 

をとる tīmata「始める」や、experience verb で i をとる kite「見る」などの他動詞が他にも 

あるのか、また、文脈から違いが出てくるのかということについて研究していきたい。 

 

グロス一覧 

Ⅰsg: first person singular    cls: classifying particle       

Ⅰpl: first person plural      dist: distant from speaker and hearer 

Ⅱpl: second person plural    DO: direct object 

Ⅲsg: third person singular     pers: personal article 

Ⅲpl: third person plural     TAM: tense/aspect/mood marker 

                                                          (Bauer 1997 より引用) 
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ペルシア語の bāestan について

 

岸 美有紀 

 

キーワード：ペルシア語、bāyestan、義務、反実、majbur、 

 

0. はじめに 

現代ペルシア語1においては、主に義務や必要性を表すとされている助動詞 bāyestan2につい

て、先行研究によって記述が異なっている。特に過去の義務や反実、論理的必然性の意味にお

ける bāyestan の使い方の記述に相違が見受けられる。本論文では、先行研究の見解の違いを明

らかにし、その点を再検証していきたい。 

 

1. 問題設定 

 この節では、先行研究において特に相違点が多かった、過去の義務と反実、論理的必然性に

ついて、先行研究の記述を比較し、明らかにすべき問題点を探る。 

 

1.1. 過去の義務と反実について 

以下で、それぞれの意味について先行研究ではどのように述べているのか表にまとめた。

すべての表において、横の軸が bāyestan の活用形、縦の軸が後続する動詞の活用形である。

それぞれの意味において、記述のあった組み合わせのところに以下のような印をつけた 

Lm: Lambton(1963)に記述があった場合        Lz: Lazard(1992)に記述があった場合 

T: Thackston(1978)に記述があった場合         W: Windfuhr(1979)に記述があった場合 

Y: 吉枝(2004)に記述があった場合 

 過去の義務、反実を区別せずに、「過去時制」、「過去形」という表現で説明している場合

には両方に印をつけた。 

表 1 過去の義務の意味における先行研究のまとめ 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti
接・現 Lz, Y Lz Lz Lz
接･完
直･現
直･過
直・未過  W, Y W W W W

直・現完
直・過完  

                                                        
1 ペルシア語は、系統的にはインド・ヨーロッパ語族、インド・イラン語派のイラン語派に属する言語で

ある。イラン、アフガニスタン、ソ連邦タジク共和国（現タジキスタン共和国）の公用語である。ペルシ

ア語の表記には、アラビア文字に、新しく作られた 4 つの文字を加えた 32 文字で構成されるペルシア文

字を用いる。（亀井(1992: 943-944)より要約）本稿では、テヘランの標準ペルシア語を扱うこととする。 
2 本稿中のペルシア語の音素表記は、特に断りのない場合は吉枝(2004)の音素表記を参照した。吉枝(2004)に

よれば、ペルシア語の音素は、/p, t, k, ̔, b, d, g, f, s, sh, v, z, zh, q, ch, j, m, n, l, r, y, h, i, e, a, ā, o, u/である。語頭に

くる、文字< ̔alef >で示される声門閉鎖音は、便宜上省略する。略号は、本論文の最後に一覧として載せた。 
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 この表からわかるように、過去の義務の意味において bāyestに接続法現在が後続する組み合わ

せと、bāyadに直説法未完了過去が後続する組み合わせを記述している先行研究が最も多い。 

 

表 2 反実の意味における先行研究のまとめ 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現 Y

接･完 Lm Lm Lm

直･現
直･過
直・未過Lz, T, W, Y Lz, T, W Lz, T, W Lz, T, W Lz, T, W

直・現完
直・過完  

 反実の意味においては、bāyad に直説法未完了過去が後続すると記述した先行研究が最も多

かった。 

 過去の義務と反実の意味においては、はっきりと分けた書き方をしていない先行研究もある。吉

枝(2004)によれば、bāyestに接続法現在が後続する場合と bāyadに直説法未完了過去が後続す

る場合は、過去の義務、反実の両方の意味になり得るとし、どちらの意味になるかは前後の文脈

から判断するとしている。 

以上の先行研究の相違等を踏まえた上で、本論文では、過去の義務、反実の意味において

bāyestan と後続する動詞の活用の組み合わせはどのようなものになるのかを明らかにしていく。 

 

1. 2. 論理的必然性について 

論理的必然性の意味における先行研究の相違点について、この節では見ていく。 

まず、論理的必然性について先行研究ではどのように述べているのか表にまとめた。 

 

表 3 論理的必然性の意味における先行研究のまとめ 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現 Lm

接･完 T, Y Lm, Y Lm

直･現 Lz Lz Lz Lz Lz

直･過 Lz Lz Lz Lz Lz

直・未過 Lz, W Lz Lz Lz Lz

直・現完 Lz, W Lz Lz Lz Lz

直・過完 Lz, W Lz Lz Lz Lz  

  論理的必然性に関しては、bāyad に接続法完了・直説法未完了過去・直説法現在完了・直説

法過去完了が接続している場合と、bāyest に接続法完了が接続している場合を記述している先

行研究がそれぞれ 2つずつであった。 

先行研究においては、現在に関するもの（「～するに違いない」）、過去に関するもの（「～した

に違いない」）で区別しているものもあった。Lazard(1992)で挙げられていた例文においては、英

訳が “must have been～”「～であったに違いない」と書かれているため、bāyestiに直説法現在完 
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了形が後続する場合は、過去に関する論理的必然性になるのではないかという、推測ができる。

また、Lambton(1963)においては、bāyad の訳を「～に違いない」としているが、例文では bāyest に

接続法完了が後続し、反実と過去に関する論理的必然性（「～したに違いない」）の訳を両方記

述していた。このため、bāyest 及び mibāyest に接続法完了が後続すると過去に関する論理的必

然性の意味になるのではないかという推測ができる。 

以上のことを踏まえ、論理的必然性を現在に関するものと過去に関するものの 2 つに分けて調

査し、bāyestan と後続する動詞の活用形の組み合わせは、どういったものが正しいのかを見てい

く。 

 

2. 調査 

 この調査はコンサルタントとの 1 対 1 のインタビュー形式で行った。最初に場面を設定し、次に

bāyestan と後続する動詞の活用形を入れ替えながらペルシア語の文を読み上げていき、場面に

合致する文になるのがどの組み合わせのときなのかを答えてもらった。 

 場面と例文はペアになっており、全部で 8 ペアある。過去の義務、反実、現在に関する論理的

必然性、過去に関する論理的必然性の意味の場面と例文を、2ペアずつ作った。 

本論文では便宜上、過去の義務を A、反実を B、現在に関する論理的必然性を C、過去に関

する論理的必然性を D として場面と例文を分けた。例えば、過去の義務の 1 つ目の場面であれ

ば、A-1 という具合になる。 

以下に、意味ごとに、設定した場面と例文及びその調査結果を示した。例文については、上に

示したとおり、bāyestan と後続する動詞の活用形を入れ替えながら読み上げていったので、その

部分については｛ ｝で括り、原型を記述した。なお、1 つめの例文(1)にだけは、bāyestan の活用

形全てと、後続する動詞の活用形全てを挙げた。動詞の活用形については、上から順に接続法

現在、接続法完了、直説法現在、直説法過去、直説法未完了過去、直説法現在完了、直説法過

去完了の活用形である。 

日本語の訳は、コンサルタントから引き出そうと意図した日本語訳であり、載せてあるペルシア

語に即していないものもある。なお、コンサルタント情報は論文の最後に載せた。 

A. 過去の義務・・・「～しなければいけなかった」 

A-1. 私は友達と学校で会う約束をしていました。約束の日に学校に行って友達に会いました。 

(1)   bāyad         be  dāneshgāh    beravam 

      bāyest                         rafte=bāshad 

      bāyesti                         miravam 

   mibāyest                       raftam 

   mibāyesti                       miraftam 

                                    rafte=am 

                                    rafte=budam 

must           to   university   go 

「私は学校に行かなければならなかった」 
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A-2. 私はイランに帰る旅費がなかったので、働いて稼いだ。 

(2)  {bāyestan}    kār    {kardan} 

      must       work    do（原型） 

「私は働かなくてはならなかった」 

 

表 4 A. 過去の義務の結果 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現
接・完
直・現
直･過
直・未過 1，2 1，2 1，2 1，2 1，2

直・現完
直・過完  

結果としては、bāyestan のいずれかの活用形に直説法未完了過去が後続するという結果

になった。ここでもう一度、過去の義務に関する先行研究の記述をまとめた表 3 と比較す

ると、Windfuhr(1979)の記述全てを確認する結果となった。 

 

B. 反実・・・「～しなければならなかったのに」 

B-1. 私は、友達と学校で会う約束をしていました。でも約束の日に風邪を引いて学校に行かれま

せんでした。なので友達に会えませんでした。私は後悔しています。 

(3)  {bāyestan}  be  dāneshgāh    raftan 

      must      to  university    go（原型） 

「私は学校に行かなければならなかったのに」 

 

B-2. 私はイランに帰る旅費がなかったが、仕事がなくて働くことができなかった。イラン

にいる両親に会えなくて後悔しています。 

(4)  {bāyestan}  kār    kardan 

      must     work   do（原型） 

「私は働かなくてはならなかったのに」 

 

表 5 B. 反実の結果 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現
接・完
直・現
直･過
直・未過 1，2 1，2 1，2 1，2 1，2

直・現完
直・過完  
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結果としては、bāyestanの活用形いずれかに直説法未完了過去形が後続する結果となった。こ

こでもう一度、反実に関する先行研究の記述をまとめた表 2 と比較すると、Lazard(1992)、 

Thackston(1978)、Windfuhr(1979)の記述全てを確認する結果となった。 

本調査では、過去の義務と反実の結果は両方とも、bāyestan の活用形いずれかに直説法未完

了過去形が後続する結果となり、全く同一のものとなった。今回の調査では、bāyestan の活用形

による違いは見つからなかったため、過去の義務と反実の違いは見つからなかった。 

 

C. 現在に関する論理的必然性・・・「～するに違いない」 

C-1. 友達が、今日は授業があるので学校に行くと言っていました。私は彼が学校に行くと思って

います。 

(5)  {bāyestan}  be   dāneshgāh   {raftan} 

      must      to   university    go（原型） 

「彼は学校へ行くに違いない」 

 

C-2. 友達はイランに帰る旅費を持っていませんでした。しかし彼はイランに帰りたいと言

っていました。 

(6)  {bāyestan}   kār    {kardan} 

     must     work   do（原型） 

「彼は働くに違いない」 

 

表 6 C. 現在に関する論理的必然性の結果 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現 1 1 1 1 1

接・完
直・現
直･過
直・未過
直・現完
直・過完   

 

現在に関する論理的必然性においては、場面１においては、bāyestan の活用形に接続法

現在が後続するという結果になった 

場面 2 については、majbur｢強制された｣を用いた言い方をするという結果が出た。コン

サルタントによれば、majbur を用いて以下のように表現するとのことであった。 

 

(7) u   majbur  be  kār    kardan   ast 

    he  forced  to   work  do(原形)  be(直･現･３単) 

「彼は働くに違いない」 
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しかし、場面１で用いた動詞（raftan「行く」）は majbur を使うことができず、上の表のよ

うに bāyestan の活用形に接続法現在が後続する結果になった。majbur は、ある程度の期間

の長さを持った動詞でないと使用することができないため、移動動詞などには使えないと、

コンサルタントはしていた。 

ここでもう一度、論理的必然性に関する先行研究の記述をまとめた表 3 と比較すると、

Lambton(1963)の記述のうちの 1 つを確認する結果となった。 

 

D. 過去に関する論理的必然性･･･「～したに違いない」 

D-1. 友達が、今日の授業で配られたプリントを持っていた。 

(8)  {bāyestan}  be   dāneshgāh    {raftan} 

      must      to   university    go（原型） 

「彼は学校へ行ったに違いない」 

 

D-2. 友達はイランに帰る旅費を持っていませんでした。しかし１ヵ月後に彼は自分のお金

でイランに帰りました。 

(9)  {bāyestan}   kār    {kardan} 

      must      work    do（原型） 

「彼は働いたに違いない」 

 

表 7 D. 過去に関する論理的必然性の結果 

bāyad bāyest bāyesti mibāyest mibāyesti

接・現
接・完 1，2 1，2 1，2 1，2 1，2

直・現
直･過
直・未過
直・現完
直・過完  

 過去に関する論理的必然性においては、bāyestan の活用形に接続法完了が後続するとい

う結果になった。 

この結果を、表 3 と比べてみた。調査結果のうち、bāyad と bāyest、mibāyest に接続法完

了が後続する場合については先行研究に記述があった。しかし、Lazard(1992)に挙げられて

いた例文の、bāyesti に直説法現在完了が後続する組み合わせは、今回のコンサルタントによれ

ば非文になってしまうとのことだった。 

 

3. まとめ 

今回の調査では、過去の義務と反実の意味において、bāyestan と動詞の活用形の組み合わせ

が同じになり、Windfuhr(1979)の記述を確認する結果となった。これについては、「未完了過去形

は、反実仮想を表す」(吉枝 2004:56 より引用)ため、本来であれば、反実にのみ未完了過去形 
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を使うはずである。しかし同じ過去に関するものであるため、混乱が起きてしまったのではないだ

ろうか。 

今後は日常会話における bāyestanの活用形の使用頻度を調べる必要があるのかもしれない。 

 

 

略号一覧 

直：直説法  接：接続法  現：現在形  過：過去形  未過：未完了過去形  完：現在完了形   

過完：過去完了形  1：1 人称  2：2 人称  3：3 人称  単：単数  複：複数  -e, -ye：エザー

フェ  PP：後置詞   -i, -yi: 不定  -: 接尾辞形人称代名詞境界 
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マンガライ語クンポ方言の所有表現  

－所有接辞と前置詞 dé の使い分けについての一考察－ 

 

東南アジア課程マレーシア語専攻 4 年 

北田 裕子 

 

キーワード：オーストロネシア語族、マンガライ語、所有表現、 

譲渡可能性、ヘッドマーキング 

 

1. はじめに 

1.1. マンガライ語について 

マンガライ語は系統的にはオーストロネシア語族中部マラヨ・ポリネシア語群ビマ・ス

ンバ語派に属す。地理的にはインドネシア共和国、東ヌサトゥンガラ州の西マンガライ県

およびマンガライ県、すなわち、小スンダ(Lesser Sunda Islands)のフローレス(Flores)島西部

に分布する。 

本稿では、対象を西部方言の一つ、クンポ方言に限定する。Verheijen(1995:585)によると、

方言は、方言連鎖(dialect chain)をなして分布し、東部方言、中部方言、移行方言(transitional)

方言、西部方言、極東方言(far-east dialect)の 5 方言に分類される。それぞれの方言にはそ

の下位分類が認められる。Semiun(1993:1)によると、西部方言には移行方言と境界をなす内

陸のクンポ(Kempo)方言、南部の Bajo と Matawae、西の Mburak と Nggorang で話されてい

るマタワエ(Matawae)方言、北部のボレン(Boleng)方言に区分される。 

語順は Semiun(1993:43)によると、クンポ方言は SVO 及び VOS である。修飾関係の語順

は被修飾語、修飾語の順である。 

クンポ方言の音韻論に特化した記述は存在しないが、参考までに柴田(1992:195)の中部方

言の音韻記述をあげておく。中部方言における音素は母音/a/, /é/[e], /e/[ə, œ:], /i/, /o/, /u/の6種、

子音は、無声破裂音/p/, /t/, /c/[tʃ], /k/, /’/[ʔ], 有声破裂音/b/, /d/, /j/[dʒ], /g/, 鼻音/m/, /n/, /ng/, 前

鼻音化無声破裂音/mp/, /nt/, /nc/, /ngk/, 前鼻音化有声破裂音/mb/, /nd/, /nj/, /ngg/, 摩擦音/s/, /h/, 

流音/r/, /l/, 半母音/w/, /y/の26種の合計32種である。 

 マンガライ語に確立した正書法はないが、本稿におけるマンガライ語表記は、インドネ

シア語の表記に即した形で日常用いられている現行の上記の音素記号を用いる。 

 

1.2. 問題とする現象 

マンガライ語西部方言の一つであるマンガライ語クンポ方言には以下のように、所有表

現に (a)所有接辞による形式(head marking)、(b)前置詞 dé による形式(dependent marking)、

(c)そのどちらも使用する形式(double marking)が見られる。 

 

(1) wa’i-n anak       「子供の足」 

足-3.sg. 子供 
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wa’i  danak1       「子供の足」 

足  dé 子供2 

(2) wa’i-n danak            「子供の足」 

足-3.sg.  dé 子供 

  (1)は、三人称単数所有接辞のついた、所有接辞による形式であり、(2)は、前置詞 dé に

よる形式であり、(3)は三人称単数所有接辞及び前置詞 dé の両方を使った形式である。 

本稿では、譲渡可能・不可能の観点から、先行研究のデータおよび筆者のデータにもと

づき、マンガライ語におけるこれら三つの所有表現の選択条件についての分析を行う。 

 

2. 出現形式の概観 

2.1. 前置詞 dé 

所有者の前におかれ、名詞句における所有関係を表す。Semiun(1993)には、所有表現に

用いられる dé の機能について記述されておらず、グロス（英語）に of とつけられている

のみである。所有者に関して、dé は中部方言の de に相当するので、ここでは、Verheijen(1967)

の de についての記述を暫定的に挙げておく。Verheijen(1967:74)によると、de は、所有者を

標示し、人称代名詞、人を表す名詞、しばしば動物名詞や無生物名詞の前に置かれる。 

 

(3)  buku dé Anton 「アントンの本」 

本 dé アントン 

(4)  anak dé jarang3 「馬の子供」 

子供 dé   馬 

 

 また、被修飾語無しでも用いられ、その場合、「～のもの」というような意味になる。 

 

(5)  dé  Alex     「アレックスのもの」 

dé アレックス 

 

2.2. 所有接辞 

 マンガライ語クンポ方言では、人称と数に対応した所有接辞が存在する。 

以下の表は、調査によって得られた形を表にしたものである。 

表 1 マンガライ語クンポ方言の人称代名詞（所有関係） 

                                                        
1 déの異形態として、d-がある。この二つは母音で始まる語の前に来たとき、自由に変異する(dé anak/d-anak

のように)。子音の前では、常に dé が現れる。 
2 母音で始まる語とは、音的に融合するが、本稿では 2 単語とみなすので、あえて dé に融合する語との

間にハイフンはつけない。 
3 筆者のクンポ方言の調査によると、dé を使用しない anak jarang「馬の子供」のような表現も可能で、所

有表現に必須の語ではない。また、話者の内省によると、dé を使用したものは、より特定化された意味

を持つ、とされるが、実証に至ってはいない。 
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数 人称 独立形 所有接辞 所有独立形 

単数 1 aku -g, gu gaku 

 2 hau -m, -mo gau 

 3 hia -n, -na diha, dia 

複数 1 包括形 ité ――― dité 

 1 除外形 ami ――― gami 

 2 hemi -s, -so gemi 

 3 isé -r, -ra disé 

 

所有接辞には二つの系列が見られるが、出現条件の違いは見られない。所有独立形につ

いて、中部方言では、この所有独立形の系列は全て d-で始まっており、これは所有を表す

前置詞 de（クンポ方言では前置詞 dé に相当する。）と複合した形だとされている。そして、

Arka and Kosmas(2002:6)によると、クンポ方言における g-は、中部方言における d-が後続

する音によって誘導された形であると記述されている。しかし、クンポ方言を取り扱った

Semiun(1993)の記述では、これは Possessive Pronoun と記述されているのみで、前置詞 dé

と複合した形などの説明はなされていない。ここでは、クンポ方言でも所有の前置詞 dé

と複合した形とし、接辞形との区別を明確化するために、所有独立形として取り扱う。 

以下に所有接辞と所有独立形の例を挙げる。 

 

(6)  Ho’o amé-g/gu. 「こちらは私の父だ。」 

これ 父-1.sg.p.suff. 

(7)  Ho’o amé gaku. 「こちらは私の父だ。」 

これ  父  dé 1.sg. 

(7)が所有接辞による表現で、(8)が所有独立形による表現である。これら二つの表現形式

の区別については現在考察中である。 

 

 所有者が普通名詞である場合でも所有接辞は用いられる。このとき、数は所有者の数に

よる。 

 

(8)  buku-n     Anton 「アントンの本」 

本-3.sg.p.suff. アントン 

(9)  buku-r Anton 「アントンたちの本」 

本-3.pl.p.suff. アントン 

(9)において、所有者は「アントン」の一人であり、単数である。(10)では、所有者は「ア

ントンとその兄弟」のように、複数である。それらの区別は、所有接辞によって標示され

ている。 
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さらに所有独立形は、単独で「～のもの」という意味でも用いられる。 

 

(10)  So’o  gemi 「これらはあなたたちのものだ。」 

これら  dé 2.pl. 

 

2.3. 出現条件 

マンガライ語クンポ方言においては、以上で述べたように人称代名詞における所有を表

す表現として所有接辞によるものと、前置詞 dé によるものがある。これらの使い分けにつ

いては先行研究である Semiun(1993)には記述されていない。記述の進んでいる中部方言の

記述を参照してみても、使い分けの条件については述べられていない。柴田(1992:196)によ

ると、所有関係に二つの範疇を認めることができないとされている。 

 

3. 研究方法 

コンサルタントによる調査では、クンポ方言において、親族名称、身体名称、無生物の

それぞれを head に使用していただき、所有接辞と前置詞 dé による所有表現の選択条件に

ついて傾向を調べた。また、それに関連する表現や例文を収集した。 

2005 年 6 月から 7 月まで、調査時東京在住の F 氏（50 代、男性、ランガワトゥ村出身、

2004 年来日）に、調査コンサルタントとして例文の収集を行った。さらに 2005 年 9 月 9

日から 15 日まで、フローレス島西部の都市、ラブアン・バジョに言語調査に行き、ラブア

ン・バジョ在住の A 氏（1945 年生まれ 60 歳、男性、ランガワトゥ村出身）に調査を行い、

2005 年 10 月から現在にかけて、S 氏（20 代、男性、ランガワトゥ村出身)にメールによる

調査を行っている。以上 3 人の調査コンサルタントは全員、媒介言語であるインドネシア

語を自由に話す。 

 コーパス調査では、コンサルタントでもあるF氏に頂いた電子データ（Hati Wote「人を渡

す」, 約800語、91文）と印刷物のデータ（Pago Latung「トウモロコシ植え」,約290語、24

文）を筆者が書き起こし、訳したものと、同じくコンサルタントのA氏が書き起こし、訳を

つけたマンガライの寓話2編（Bombang Polapa「ボンバン・ポラパ」,約120語、9文, Labar Bone

「鬼ごっこ」,約100語,7文）、およびVerheijen(1967)のマンガライ語インドネシア語辞書から

抽出した例文集(約7100語、約980文)を使用した。Verheijen(1967)には東部方言を除く全て

の方言形が記載されているが、今回は現地調査に基づき、クンポ方言と表記されている見

出しのみを抽出した。例文に方言が明記されているのはわずかで、方言差の存在しないも

のに関しては区別されていないので、若干、他方言の例文が混ざっていると推測されるが、

所有表現での方言差は存在せず、今回の調査に影響はほとんどないと思われるので、その

まま使用する。また、見出しでクンポ方言と表記されていても、例文が他方言のものであ

ると明記されている場合は省いた。尚、訳が不明である見出し語および例文は対象からは

ずした。 

 

3.1. コンサルタント調査による表現形式別の機能 



マンガライ語クンポ方言の所有表現－所有接辞と前置詞 dé の使い分けについての一考察－ 

 

 - 141 - 

ここでは、筆者のコンサルタント調査から得られた例文を形式別に分類していく。 

 

3.1.1. 所有接辞によるもの(head marking) 

 以下に所有接辞による所有形式の例を挙げる。 

 

(11)  wa’i-n   anak  「子供の足」 

足-3.sg.p.suff.   子供 

(12)  buku-g   「私の本」 

本-1.sg.p.suff. 

 

3.1.2. 前置詞 dé によるもの(dependent marking) 

以下に前置詞 dé による所有形式の例を挙げる。 

 

(13)  wa’i  danak  「子供の足」 

足   dé 子供 

(14)  buku dé Anton 「アントンの本」 

本 dé アントン 

 (15)は「アントンの所有する本」という所有表現をさすという解釈になる。 

 

3.1.2. 所有接辞と前置詞 dé を用いたもの(double marking) 

 以下に所有接辞と前置詞 dé の両方を用いた所有形式の例を挙げる。 

 

(15)  wa’i-n  danak  「子供の(所持する)足」 

足-3.sg.p.suff.  dé 子供 

(16)  buku-n dé Anton 「アントンの本」 

本-3.sg.p.suff.  dé アントン 

コンサルタントによると、(16)は、「子供の足」という訳ではあるが、子供自身の足では

なく、子供の持っているニワトリなどの足、つまり、「子供の所持する足」を表す4。これ

は譲渡可能性の観点から、譲渡不可能になりやすい親族名称や身体名称が head のとき、

head が譲渡可能である表現になることを表すと考えられる。また、(17)では、「テーブルの

上に、鉛筆などの他のものがあるなかで、本だけがアントンの所有物である。」という内省

が得られた。 

 

3.2. コーパス調査 

 コーパス調査では以下のような結果が得られた。 

表 2 コーパス調査における所有形式の出現状況 

                                                        
4 しかし、三人のコンサルタントのうちの一人が、この文を非文とした。 
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 所有接辞 前置詞 dé double marking 合計 

Verheijen (1967) 118 106 0 224 

Hati Wote 36 35 0 71 

Pago Latung 17 2 0 19 

Bombang Polapa 10 0 0 10 

Labar Bone 2 0 0 2 

合計 183 143 0 326 

 

儀式の説明文である Pago Latung には、所有表現自体が少なかったが、特に、所有接辞

の一人称および二人称が欠如していたことが特徴として挙げられる。どのコーパスにおい

ても、所有接辞を用いたものが前置詞 dé を用いた形より多く使われる。double marking の

例はどのコーパスでも見つからなかった。 

 

以下は Verheijen(1967)で得られた所有表現を被所有者ごとに分類し、表にしたものであ

る。 

 

表 3 被所有者による所有表現の形態 

 被所有者 

どちらもでてくる例 父、父母、子供、家族、頭(sa’i, ulu)、目、手、心

(nai)、腹(bara,tuka)、家、友達、行動(gauk)、仕事、

進行、着座、到来、獰猛さ、自身 

所有接辞のみの例 母、兄、姉、弟、兄弟、母方の叔母、祖母、いと

こ、髪、口、足、前足、太もも、乳、肌、血、女

性器、骨、肺、羽、尻尾、巣、水牛、主人、奴隷、

守護霊、腰布、刀、葉、実、破片、一束、かご、

持ち物、道、川、噛むこと、病気(beti, jekék)、妨

害、答え、呼吸、態度、スローガン、約束、疥癬、

姿、睡眠、布、季節、水、答え 

前置詞 dé のみの例 顔、心(pucu)、歯、角、小屋、学校、馬、槍、針、

芋、名前、畑の端、火、行動(banta, pandé)、交渉、

肥満、裕福さ、間違い、呪文、話、幸福、お金(doi, 

uwung)、発言、喧嘩、唾液、拒否、権利、一生、

道徳、夢、意見(nuk, taé)、耕作、事柄、賄賂、考

え、ガス、泣くこと、嘔吐、怒り、音、損失、頼

み、考え、隠れること、説明、畑 

 



マンガライ語クンポ方言の所有表現－所有接辞と前置詞 dé の使い分けについての一考察－ 

 

 - 143 - 

Verheijen(1967)では、所有接辞を用いた形で親族名称の例は 27 例、同じく身体名称の例

が 37 例であった。一方、前置詞 dé を用いた形では親族名称の例が 8 例、身体名称の例が

23 例であった。所有接辞を用いた形は、被所有者である身体名称と親族名称の出現率が前

置詞 dé を用いた形に比べ高い。 

所有者が所有接辞で標示されるものにおいて、被所有者として現れるものには身体名称、

親族名称以外に、水牛、腰布のような生活において重要な役割を担うと思われるものと、

疥癬、病気のような身体の変化が存在した。以下に例を挙げる。 

 

(17)  kaba-d   「彼らの水牛」 

水牛-3.pl.p.suff. 

(18)  beti-n   「彼の病気」 

病気-3.sg.p.suff. 

 前置詞 dé を使った例には親族名称、身体名称のほかに家、槍、馬、学校、火のような生

活用品や、考え、時代、発言、行動、食事、権利、叱責などの抽象名詞が存在した。また、

唾液、ガス、嘔吐物のような体から排泄されるものもこの表現形式に含まれた。以下に例

を挙げる。 

 

(19)  jarang dia.   「彼の馬」 

馬  dé 3.sg. 

(20)  jaong  data.   「人の発言」 

発言   dé 人 

(21)  jéwék ilur diha.         「彼の唾液」 

唾液    dé 3.sg. 

 

4. 結論 

本研究で明らかにしたことは以下のとおりである。 

(1) 所有接辞を用いたものは身体名称、親族名称や身体の変化などの、より、譲渡不可

能であり、分離不可能であるものが現れやすい。 

(2) 前置詞 dé を用いた形は分離不可能であるものに加え、生活用品や抽象名詞、排泄物

など、所有接辞形よりは譲渡可能で、分離可能であるものが現れる。 

 

 double marking の例は実際のテクストでは存在しなかったが、ここで考察を試みる。上

記の所有接辞および前置詞 dé を用いた形の傾向をかんがみると、double marking では、所

有者が所有接辞による、譲渡不可能性の高いものと、前置詞 dé による譲渡不可能性の低い

もの、つまり、関係が密接ではなく、譲渡がより可能であるものの二つ存在するようにな

ったと考えられる。所有者と被所有者は譲渡不可能性が高いものほど結びつく。すなわち、

一つの被所有者に二つの所有者が現れたとき、所有接辞を用いた形がより譲渡不可能性の 
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高い所有関係として優先的に選択され、もう一つの譲渡不可能性は解除される。これによ

り、前置詞 dé 以下で示した所有者での親族名称、身体部位としては意味を成さない、とい

うことが推測される。 

 今後の課題として、コンサルタント調査のみであった double marking の用例を収集し、

非文かどうかも含め、更なる分析を行っていくことが挙げられる。 
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機能動詞構造におけるドイツ語の machen と日本語の「する」の対照研究 

 

坂田律子 

 

キーワード：ドイツ語、日本語、機能動詞、文法化、動作名詞 

 

1. はじめに 

 ドイツ語学では、実質的意味を失って主に文法的役割を果たす動詞のことを機能動詞と

いう。機能動詞の 1 つとされる machen は、「作る」という本来の意味が薄れて用いられる。 

（1）Heute   hab-e     ich   ein-en    schön-en     Spaziergang    gemacht. 1   

       today   have-1Sg.Pr.  1Sg.Nom.  a-M.Acc.  beautiful-M.Sg.Acc.  walking-M.Sg.Acc.  make-PP. 

  「今日私は公園で楽しい散歩をした」 

＜動作名詞＋machen＞という形において、この形全体の意味は名詞が担っている。一方、

日本語の「する」にも同じ働きがある。本稿では、machen、「する」の機能動詞という性

質に着目し、それぞれコーパスから用例を収集し、主にどのような名詞と結びつくかを分

析する。その上で両者を比較対照させることで、両者の相違点、共通点を明らかにする。 

 

2. 先行研究 

2.1. 機能動詞構造に関する研究 

 ＜前置詞句＋機能動詞＞あるいは＜対格名詞＋機能動詞＞という形のことを機能動詞構

造という2。＜対格名詞＋動詞＞という形において、機能動詞と実質動詞の違いは段階的な

ものであり、機能動詞は文法化現象（元来語彙的だった語が文法語に変わること）の過程

であると言える。Helbig and Buscha（2001）は機能動詞構造の統語基準として＜対格名詞

＋機能動詞＞という形に関して、次の 13 項を挙げている。 

 

①名詞が動詞的抽象名詞である 

②相応する実質動詞 1 語に置き換えられる 

③動詞を同じ意味の別の動詞に置き換えられない 

⑤語彙素化3した機能動詞構造においては、名詞を代名詞で言い換えられない 

⑥語彙素化した機能動詞構造においては、名詞を問いの対象にできない 

                                                        
1 筆者の作例、ネイティブチェック済。グロス・訳も筆者による。略号は以下の通り。1: 1 人称 2: 2 人称 3: 3 人

称 Sg: 単数 M: 男性 Nom: 主格 Acc: 対格 Pr: 現在 PP: 過去分詞 
2 前者のみを機能動詞構造とする研究者と両方を含める研究者とがいるが、本稿では両方を含める立場をとる。

＜前置詞句＋機能動詞＞という形の機能動詞構造は、ある動詞が機能動詞か否かを統語的に決定することがで

き、またアクツィオーンスアルトを表すという機能がある。そのため、この形のみに限定すれば、機能動詞構造か否

かを明確に区別することができる。 
3 「語彙化」とも訳され、「2つ以上の形態的成分からなる形式が、その成分の意義と統語規則とだけからは予測の

できない意義をもつにいたること」（亀井・河野・千野編 1996: 514）と定義される。ただし、Helbig and Buscha

（2001）では、「その成分の意義と統語規則とだけからは予測のできない意義をもつにいたる」とまでしているわけ

ではなく、2つの成分が 1つの意味を持つにいたるというほどの意味合いでこの語を使っていると考えられる。 
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⑦語彙素化した機能動詞構造においては、名詞に付加される冠詞を変えられない 

⑧語彙素化した機能動詞構造においては、名詞の単複を変えられない 

⑨語彙素化した機能動詞構造においては、関係詞が導く付加語節が成り立たない 

⑩語彙素化した機能動詞構造においては、名詞に形容詞が付加されていない 

⑫受動態にできない 

⑬副文4において、間に他の語が入ることができない 

⑭実質動詞の場合と必須要素が異なる 

⑮文の必須要素が名詞によって決まる 

（Helbig and Buscha（2001: 87-92）より筆者が訳して抜粋・要約） 

 

 以上の 13 項目のうち、当てはまるものが多いほど機能動詞的だと言うことができる。②

については Schmidt（1969）、③と⑦については Köhler（1974）においても言及されている。 

 日本語の機能動詞については、村木（1991）において体系的にまとめられている。その

中で機能動詞構造の基準が挙げられており、それらはそれぞれ Helbig and Buscha（2001）

の基準の①、②、⑥、⑨、⑬、⑭に対応している。 

 また、機能動詞構造においてよく現れている文法化という現象についてホッパー・トラ

ウゴット（2003）より簡単にまとめると、文法化は「語彙項目が歴史とともにより文法的

になる過程」であり、それは一方向的現象である。さらに、一方向的変化において、過渡

的段階を経て次第に変わっていく「漸次変容」という概念が重要である。文法化には、 

内容項目 ＞ 文法的な語 ＞ 接語 ＞ 屈折接辞 

という方向性が認められる。また、一方向的変化においては「一般化」が伴う。すなわち、

語彙項目が文法化するにつれてその意味の分布が広がり多義になるということである。 

 

2.2. machenについて 

 Helbig and Buscha（2001）の機能動詞リストには machen が機能動詞として使われる例と

して、eine Andeutung machen (=andeuten,「暗示する」)、Angaben machen (=angeben,「申告

する」)など 10 例が挙がっている（Helbig and Buscha 2001: 78-79）。しかし、これらが実際

にどのような形で現れるのかは示されていない。 

 

2.3. 「する」に関する研究 

 機能動詞としての「する」に関しては岩崎（1974）、村木（1991）、大塚（2002）におい

て触れられており、いずれも「する」は実質的意味を持たず、動作性の名詞と結びついて

名詞が意味を担うとしている。また、岩崎（1974）や大塚（2002）は「する」は非動作性

名詞とも結びつくとしている。大塚（2002）は、「する」と結びつく非動作性名詞を分類し、

非動作性名詞も「する」と結びつくと動作性を持つと結論付けている。また、岩崎（1974） 

は、「…する」と「…をする」の両方の形を機能動詞としている。

                                                        
4 ドイツ語学において「それ自体が独立した文として機能しうる主文に対して意味的・形式的に上位文である主文に従属する文」

（川島 1994: 642）をさす。いわゆる従属節のこと。 



機能動詞構造におけるドイツ語の machen と日本語の「する」の対照研究 

 

 - 147 - 

 森田（1977）や安達（1999）は機能動詞という観点は用いずに「する」の意味・用法を

まとめている。いずれも「する」が結びつく名詞の種類ごとに 4 つに分類しているが、両

者にはそれぞれ互いに言及されていない用法があり、両者をあわせると「する」に 5 つの

意味が確認できる。 

表 1: 森田（1977）の分類と安達（1999）の分類の比較 

「する」の意味 森田（1977） 安達（1999）

行為 日常の動作・行為・活動（行為、意志的）、生
理的現象（行為、無意志的）

行為

「身につける」 装身具（行為と状態、意志的） ×

「役を果たす」 任務・役職・職業（行為、意志的） 職種

「表情をつくる」 ×

「様子である」 身体部分（状態、無意志的）

身体部分（名詞を限定する修飾成
分が必須）

 

 

3. 先行研究を踏まえての考察と仮説 

 先行研究では、機能動詞構造には語彙素化が起こるとされているが、machen の機能動詞

構造では語彙素化が進んでいないのではないか。むしろ、＜名詞＋machen＞とそれに対応

する動詞 1 語には意味の違いがないため、動詞 1 語で表現できることを＜名詞＋machen＞

の形で表現するのは、名詞を修飾する必要がある場合ではないか。すなわち、machen と結

びつく動作名詞は常に付加語を伴うのではないかと考えられる。 

 「する」については、「する」は本来的に機能動詞であり、文法化の過程が認められると

言える。多くあるように見える「する」の意味は「その名詞に関して最も一般的な行為を

行う（あるいは状態である）」として一つに説明付けることができ、「行為」から「状態」

へという意味の一般化と、「…をする」という独立した動詞から「…する」という語の一部

を形成する要素への変容が起こっていると考えられるからだ。 

 以上より、4.では、machen と「する」がそれぞれ動作名詞と結びつく場合に名詞に付加

語があるかどうかに注目して、用例を分析する。さらに両者を対照させ、共通点・相違点

を明らかにする。 

 

4. 調査と分析 

4.1. machen 

4.1.1. 調査方法 

 コーパスより machen が用いられている例を収集し、そこから＜対格名詞＋machen＞と

いう形のみ抽出する。その上で、（1）対格名詞の性質、（2）動詞 1 語との対応、（3）名詞

に対する付加語の有無を分析し、最終的に名詞に付加語のない機能動詞構造を抜き出す。

使用したコーパスは、ドイツ語研究所 IdS（Institut für deutsche Sprache）が構築しているコ

ーパスである5。今回は、machen を含む用例を、新聞記事コーパスである Berliner Morgenpost  

1997-1999 より 200 例、Kleine Zeitung 1996-2000 より 100 例、合計 300 例、COSMASⅡを

                                                        
5 このコーパスは、文学・科学テキスト、新聞記事など 20億語から成っており、IdSがオンライン上で公開しているコーパス検索シ

ステム COSMASⅡを使って検索できる。COSMASⅡを使うと、様々な条件を指定してこのコーパスより用例を検索できる。 
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用いて無作為抽出し、調査対象とした。その際、分離動詞6も抽出されてしまったので、抽

出された分離動詞 14 例を差し引いた 286 例が、machen の総用例数である。 

 

4.1.2. 結果と分析 

 286 例のうち、＜対格名詞＋machen＞という形は 134 例あった。また、＜動詞＋machen

＞という例が 2 例見つかった。これは英語の使役動詞 make のように、machen が助動詞的

に用いられている例であり、内容項目から文法語へと変容が起こっていると考えられる。

次に、上述した（1）～（3）の分析を行った。 

分析（1）「名詞の性質」 

 名詞を、代名詞、具体物、抽象概念、動詞語幹を持つ名詞、に分類し、さらに、動詞語

幹を持つ名詞を、派生の起こり方によって分類した。この中で、動詞語幹を持つ名詞が動

詞的抽象名詞であると言える。 

表 2: ＜対格名詞＋machen＞という形における名詞の動作性に基づく分類 

代名詞 das「それ（指示代名詞）」, es「それ（人称代名詞中性）」

具体物 Augen「目」, Hälse「首 」 , G e s i c h t e r 「 顔 」 , “ H o u s e ” 「 家 」 , K o h l e 「 ( 俗 ) 金 」 , F i l m e 「 映 画 」 , < B r o t , S t r i e z e l , Vollwertgebäck>「ス ラ イ ス

パ ン 、 菓 子 パ ン 、 ク ッ キ ー 」 ,  S t a t i o n 「 駅 」 ,  S u p p e 「 ス ー プ 」 ,  S t ück「作品」

抽象概念 alles「すべて」, etwas「何か」, Miene「顔つき」, Tore「ゴール」, Urlaub「休暇」, Plätze「地 位 」 , D o p p e l 「 2 倍 」 , Hälfte「1 / 2 」 , K a r r i e r e

「 キ ャ リ ア 」 , D r i t t e l 「 1 / 3 」 , S p a t e n t i s c h 「 鍬 入 れ 」 , F e h l e r 「 誤 り 」 , T e m p o 「 テ ン ポ 」 , < R e a l s c h u l a b s c h l u s s o d e r A b i t u r > 「 実 業 学 校

卒 業 試 験 も し く は ギ ム ナ ジ ウ ム 卒 業 試 験 」 , P r o b l e m e 「 問 題 」 , P o l i t i k u m 「 政 治 問 題 」 , F u r o r e 「 熱 狂 」 , K a s s e 「 会 計 」 , M a t u r a 「 高

校 卒 業 試 験 」 ,  G a r a u s 「 （ と ど め ） 」 ,  R u n d e 「 一 巡 」 ,  B i l d 「 イ メ ー ジ 」 ,  M u t 「 勇 気 」 ,  B e u t e 「 略 奪 」

-ieren Punkte「点」, Analyse「分析」, Konkurrenz「競争」, Musik「音楽」

-ern Lust「欲求」, Schlenker「カーブ」

-eln Witze「ジョーク」

-en Mühe「苦 労 」 , Ärger「怒 り 」 , H e h l 「 隠 し 事 」 , K r a c h 「 騒 ぎ 」 , K a m p f 「 戦 い 」 , V o r s c h l a g 「 提 案 」 , B e s u c h 「 訪 問 」 , S i n n 「 意 味 」 , Spaß
「楽しみ」, Druck「圧力」, Vorstoß「突撃」, Anfang「始まり」, Schulden「罪」, Unterschied「違い」, Sorge「心配」

その他 Umsatz「売り上げ」, Schritte「歩み」, Angaben「申し立て」, Fund「発見」, Freude「喜び」, Vorschriften「指示」, Einkäufe「買い物」

そのまま Aufheben「大騒ぎ」, Vergnügen「楽しみ」, Rennen「走ること」

ge- Geschäft「商売」, Abgesang「歌の結びの部分」, Angebot「提供」, Zugeständnisse「譲歩」, Gebrauch「使用」

-ung Erfahrung「経験」, Hoffnung「期待」, Werbung「広告」, Ausstellung「展示」
 

分析（2）「機能動詞構造全体の意味に対応する 1 語の動詞の有無」 

 機能動詞構造全体の意味に対応する 1 語は、分析（1）で得られた動詞的抽象名詞を動詞

にしたものであるため、結果は分析（1）とほぼ同じとなる。唯一加えられるのが、ermutigen

「勇気付ける」という動詞になりうる Mut「勇気」という名詞であり、これを加え、対応

する 1 語の動詞のあるものの語彙数は 43 となる。なお、ひとくちに「対応する」と言って

も、意味に若干の違いがあるものもあればまったく同じものもある。しかし、意味が変化

しているかどうかを客観的に判断することは困難であるため、今回は動詞に対応するもの

すべてを分析（3）の対象とした。 

分析（3）「名詞の付加語の有無」 

分析（1）（2）の結果得られた 43 の語彙の総用例数は、53 例であった。それらを付加語 

                                                        
6 「前置詞や副詞と動詞が緊密に結びついて一体となった動詞」（川島 1994: 1048）。この「前置詞や副詞」は「前綴り」と呼ばれ

る。machenを含む分離動詞には ausmachen「値に達する」、mitmachen「参加する」などがある。 
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の有無で分類すると、以下の結果が出た。 

表 3: 対応する 1 語の動詞をもつ＜対格名詞＋machen＞における名詞の付加語の有無 

付加語あり 28 (53%)

複合語 7 (13%)

なし 18 (34%)  

 以上より、名詞が動詞的抽象名詞であり、構造自体が動詞 1 語に対応し、かつ付加語の

ない例として、次の 18 例が見つかった。その名詞を示す。 

Konkurrenz「競争」，einen Schlenker「回り道」，den Anfang「始まり」，einen Vorstoß「突進」，Vorschläge

「提案」， Vorschriften「指示」，Gebrauch「使用」，eine Ausstellung「展示」，Druck「圧力」，Sorgen

「心配」，Mut「勇気」，Schulden「罪」，Spaß「楽しみ」，Werbung「広告」，Witze「ジョーク」，

Lust「欲求」，Sinn「意味」，einen Unterschied「違い」 

 この中で、Sorgen「心配」，Mut「勇気」，Spaß「楽しみ」は、主に無生物などを主語にし

て「～をもたらす/引き起こす」という意味になり、「行為を表す」とまで意味が薄れてい

るとは言いがたい。よって、それらを差し引いた 15 例を、付加語なしの機能動詞構造とす

ることができるだろう。これは、数字にすると、1語の対応動詞のあった 53 例中の約 28.3％、

123 の全用例中の約 12.2％である。また、収集した用例を Helbig and Buscha（2001）の基

準に照らし合わせてみたところ、基準に反する例が多く見つかった。 

表 4: 機能動詞構造の基準に反する用例の数 

代名詞で置き換えられている例 名詞が問いの対象になっている例 関係詞が導く名詞の付加語節となっている例 受動態の例

10 4 7 5
 

 

4.1.3. まとめ 

 1 語の動詞と対応する機能動詞構造のうち、名詞に付加語がないものは皆無ではなかっ

たが、少ないことが認められた。また、語彙素化の基準に反するものが多くあり、名詞と

machen の結びつきが強いと考えられるものはわずかであった。machen は語彙素化の起こ

りにくい機能動詞であり、付加語を伴うことにこそ＜名詞＋machen＞という構造の存在意

義があると言えるだろう。 

 

4.2. 「する」 

4.2.1. 調査方法 

「CD-ROM 版 新潮文庫の 100 冊」より、現代に最も近い作品である 1987 年出版の『新

橋烏森口青春篇』（椎名誠著）を取り上げ、正規表現7の検索が可能なプログラムソフトを

用いて、「する」が現れている用例をすべて収集する。その中から、＜対格名詞＋動詞＞に

対応する＜名詞＋を＋する＞にあたる用例を抽出し、その上で、（1）名詞の性質、（2）固

定化された意味かどうか、（3）動詞 1 語との対応、（4）名詞に対する付加語の有無を分析

する。

                                                        
7 文字列を表現するために、特定の文字や記号を使う方法。例えば、[さしすせそ]と入力して正規表現検索を行

えば、サ行で始まる単語がすべて検索される。 
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4.2.2. 結果と分析 

 ＜名詞＋を＋する＞の形は 190 例見つかった。他に、＜名詞＋を＋名詞＋に＋する＞や、

「たいして」「どうしたら」「として」といった、ある語の一部を形成する要素となってい

るものも多くあった。これは内容項目から接語へと文法化が大きく進んでいると言える。 

 次に、上述の（1）～（4）の分析を行った。 

分析（1）（2）「名詞の性質と「する」が持つ特定の意味による分類」 

 まず名詞を、大塚（2002）の動作性名詞の基準を参考に分類し、さらにそれを表 1 にま

とめた 5 つの意味に分類した。 

表 5: ＜名詞＋を＋する＞における「する」の意味分類8 

代名詞 何

形式名詞 もの、ことetc.

具体物 ウンコ、小便、バレーボール、ハシゴ

抽象概念 音、相手、恋、しぐさ、うがい、ポーカー、おしゃれ

サ変語幹 勝負、乾杯、整理、下宿、取材、電話、競争、作業、仕度、出前、仕事、真似、挨拶、仕事、お辞
儀、拍手、生活、握手、返事、呼吸、メモ、アルバイト、チェック

前要素 話し方、焚火など、歩き方、あげかた、荒れかた、やり方、言い方

後要素 読み合わせ、待ち合わせ、打ち合わせ

両要素 酒盛り、跡片付け、位置づけ、雨やどり、ボール投げ、友達づきあい、版下づくり、貧乏ゆすり

1語 話、あそび、続き、ふり、甘い思い、願い

身につける 具体物 鉢巻、褌

役を果たす 抽象概念 教頭、編集長、支社長、家長役、番長、医者

具体物 ＜～そっくり賭けたあ、という顔をしながら＞、……というような顔つきをして、あたりを窺う目をし
て、困ったような顔をして、キチッとした恰好をしていましょうetc.

抽象概念 大きく見開くような表情をし、神妙な顔つきをして、思わせぶりな恰好をしたままetc.

具体物 広い額、逆三角形の顔、立派な体、おちょぼ口、冷たい目をしている、etc.

抽象概念 ほぼ同じ体格、不思議な髪型、不思議な風貌をしていた、＜仕事にくたびれた、というような風体
をしていた＞、三角形をした（コーナー）、全体に端正な顔だちetc.

名詞の行為を行
う

表情をつくる

様子である

分析（3）「動詞 1 語との対応の有無」 

 表 5 より「名詞の行為を行う」という意味に分類した名詞を取り出し、動詞 1 語と対応

するかどうかによって 3 つに分類する。なお、対応の有無は筆者の判断による。 

表 6: 「名詞の行為を行う」を表す＜名詞＋を＋する＞と対応する 1 語の動詞の有無 

抽象概念 恋、おしゃれ

サ変語幹 電話、生活、勝負、仕事、作業、挨拶、乾杯、仕度、整理、真似、下宿、取材、競争、出前、お辞儀、
握手、返事、呼吸、チェック、メモ、アルバイト

両要素 待ち合わせ

後要素 跡片付け、雨やどり

両要素 読み合わせ、待ち合わせ、打ち合わせ

後要素 位置づけ

1語 話、あそび、続き、ふり、思い、お願い

代名詞 何

形式名詞 もの、こと

具体物 ウンコ、小便、バレーボール、ハシゴ

抽象概念 音、相手、しぐさ、うがい、ポーカー

前要素 話し方、焚火など、歩き方、あげかた、荒れかた、やり方、言い方

後要素 酒盛り、ボール投げ、友達づきあい、版下づくり、貧乏ゆすり

「～する」以外の
動詞1語と対応

対応なし

「～する」と対応

 

 表 6 より、「～する」と対応するもの、および「～する」以外の動詞 1 語と対応するもの

                                                        
8 「前要素」というのは複合語の前要素が動詞の連用形の場合、「後要素」とは複合語の後要素が動詞の連用形の場合である。 
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を抽出し、分析(4)「付加語の有無」の対象とする。 

分析（4）「名詞の付加語の有無」 

 分析(3)によって得られた、1 語の動詞との対応がある「名詞の行為を表す「する」」を、

名詞の付加語の有無によって分類した。以下が結果である。 

表 7: 対応する 1 語の動詞をもつ＜名詞＋を＋する＞における名詞の付加語の有無 

付加語なし 付加語あり

「～する」と対応 19 33

「～する」以外の動詞1語と対応 16 16

計 35 (42%) 49 (58%)  

 

4.2.3. まとめ 

 「する」が固定化された意味以外の「行為」を表し、かつ動詞 1 語と対応する例の中で、

名詞に付加語がない例は 35 例あり、動詞 1 語と対応する例の半数弱を占めていた。また、

「身につける」や「役を果たす」、「表情をつくる」など、「する」の意味が固定化されてい

る例が非常に多かった。さらに、「する」は独立した動詞としてのみならず、副詞などを形

成する要素としても現れていることが認められた。 

 

4.3. 両者の対照 

 machen と「する」それぞれの分析結果を対照させて表にまとめると次のようになる。 

表 8: machen と「する」の分析結果の対照 

ドイツ語machen 日本語「する」

＜対格名詞＋machen＞ ＜名詞＋を＋する＞

約28％ 約42％

あり

（「身につける」「役を果たす」

「表情をつくる」「状態である」）

低い

（動詞、副詞などを形成する要素の一部になる）

(エ) 類似点

高い

「顔」を表す名詞と結びつき「表情をつくる」という表現になる

　　　　（注）あくまでも目安である / 語彙の種類は限られている

(イ) 動詞の意味の固定化 なし

(ア) 対応する1語の動詞がある構造にしめ
る名詞に付加語がない例の割合

(ウ) 動詞としての独立性

 表 8 の（ア）は、machen の機能動詞構造において、machen と結びつく名詞に付加語の

ないものは少ないことを示している。裏返せば、付加語があるものは machen、「する」い

ずれも多いということだ。すなわち、それが両者の共通点と言える。さらに共通している

のは、（エ）の様態を表す表現になるという点である。以下にまとめる。 

【＜対格名詞＋動詞＞という形における、machen と「する」の共通点】 

 ＜対格名詞＋動詞＞という形が動詞 1 語に対応し、名詞が付加語を伴う 

 「顔」を表す名詞と結びつき、「表情をつくる」という表現になる 

 

4.4. 考察 

 今回の調査によって、machen と「する」の文法化の度合いの違いと、その中で重なる部

分が明らかになった。次に図にしてまとめる。 
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            共通部分 

 machen 【作る】       【する】 

                 「名詞の表す行為を行う」        

                 「表情をつくる」※                

         「する」  行為    状態 

                「役を果たす」「身につける」      「様子である」※           

※付加語が必須 

図 1: machen と「する」の文法化の度合いの対照 

 

5. 反省点と今後の課題 

 今回の研究に対する反省点として、ドイツ語と日本語のコーパスの種類が異なること、

分析に使用したデータの量が少ないこと、＜対格名詞＋動詞＞という形が動詞 1 語に対応

するかどうかの判断基準があいまいになってしまったことが挙げられる。また、今回は＜

対格名詞＋動詞＞（＜名詞＋を＋する＞）という形に限定して研究したが、文法化現象の

全体像を明らかにするには、machen、「する」のそれぞれが現れるすべての形を包括的に

記述、分析する必要がある。いずれも今後の課題としたい。 

 

使用コーパス 

machen：COSMASⅡ http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/（2005/11/28 アクセス） 

「する」：「CD-ROM 版 新潮文庫の 100 冊」より 椎名誠（1987）『新橋烏森口青春篇』 
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ペルシア語の無強勢の-i について 

 

南・西アジア課程ペルシア語専攻 4 年 

清水悠史 

 

キーワード：ペルシア語、無強勢の-i、接尾辞、不定、定  

 

0. はじめに 

 吉枝(2004: 33)によると、「ペルシア語1の接尾辞-i にはさまざまな用法があるが、大きく

①無強勢（ストレス）の-i2 ②強勢（ストレス）をとる-i に分けることができ、これらは、

それぞれ異なった文法上の役割を果たしている」（注は筆者）、とある。本稿ではそのうち

の「無強勢の-i」を取り上げる。 

 「無強勢の-i」は、主に名詞句のみに後接し、「不定」3のような意味をもたらすとされて

きた。それに関しての研究はある程度は進んでいる。しかしながら、その「無強勢の-i」

が文中のどのような位置に出現するか、ということはほとんど議論されていない。  

 本稿の目的は、「無強勢の-i」が文中でどのような位置で出現するかを明らかにすること

である。 

 以下、例文番号及びグロスは筆者によるもので、日本語文献の訳はそのまま、外国語文

献は筆者の訳による。 

 

1. 先行研究 

 「無強勢の-i」の用法、意味については、それなりに研究が行われているが、「無強勢の

-i」の文中での位置について、言及されている先行研究はほとんどないといっていい。 

 ここではまず、「無強勢の-i」の基本的用法を簡単な文法書などから見る。その後に、詳

しい文法書での研究を見ることにする。これらの先行研究で、位置についての言及がある

研究は吉枝(2004)とルビンチク(2000)のみである。 

 

1.1. 「無強勢の-i」の基本的用法 

                                                        
1 ペルシア語は、インド・ヨーロッパ語族のインド・イラン語派に属し、イラン、アフガニスタン、タジ

キスタンの公用語である。本稿で取り上げるのは、イランの標準ペルシア語である。語順は類型論的に見

て、SOV 型である。現代ペルシア語では名詞の格変化が失われており、膠着的機能を有す。ペルシア語

の音素は上岡・吉枝(2000: 173)によると、/p, b, t, d, k, g, ’, f, v, s, z, sh, zh, x, q, ch, j, m, n, l, r, y, h, i, e, a, ā, o, 

u/である。音節構造は、(C)V(C(C))である。本稿の音韻表記は、他の文献から引用したものも含めて、吉

枝(2004)を参考にした。語頭にくる、文字＜’alef＞で示される声門閉鎖音は便宜上、省略する。 
2 「無強勢の-i」は、元来のペルシア語文法書では「不定の-i」と呼ばれているが、この接尾辞は「不定

以外にも様々な用法があり、「不定の」という呼び名は必ずしも-i の機能を網羅的に表しているとはいえ

ない」(吉枝 2004: 33)。そこで、吉枝(2004)ではそれを「無強勢の-i」と呼んでいる。本稿も、この考えを

踏襲し、「無強勢の-i」という言葉を使用する。 
3 田中(1988: 296)によると、不定とは「種(genus)と個別(individual)の対立概念に基づく文法範疇の一つ。

個に対する種を表わす手段が文法形式化したとき、不定性(indefiniteness)が文法範疇の一つとなる。定

(definite)に対する」としている。 
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 よくまとまっているルビンチク(2000)をまず取り上げる。 

ルビンチク(2000)は「無強勢の-i」を「同種の物から、物や現象を分離する手段となるそ

の基本的機能にもとづいている」とし、以下の 4 つの使用法を挙げている。例文以外は、

筆者による要約、抜粋である。 

① 発話の瞬間まで聞き手に知られていない、初めて言及される物を示す名詞に後接す

る。その名詞は接尾辞がつくと不定の意味をとる。 

② 名詞が述語の名詞として用いられ、形容詞によって表される後置的修飾語を持つと

きにつく。 

   1:  u     mard=e  xub-i   ast.   「彼はいいひとである」     (ルビンチク 2000: 39) 

           彼/彼女    人=e     良い-i C(3sg.pr) 

 

③ 不定の数を表す名詞の後につく。 

   2:    ’edde-’i az  dāneshju-yān        「ある数の学生」
4       (ルビンチク 2000: 39) 

            数-i  prep      学生-pl 

 

④ 疑問代名詞 che「何」のついた名詞の後でつく。 

   3:  shomā  che    film-i  rā  did-id?                   (ルビンチク 2000: 39)  

      あなた  何   映画-i post  見る-2pl.pt 

「あなたはどんな映画をみましたか」 

 

上記の 4 つの具体的用法を挙げた上で、中心的役割を果たす名詞に単一性の意味を与え

る用法を挙げている。 

   4:  hafte-’i do bār  be  anstitu  mi-yāmad-φ.           (ルビンチク 2000: 39) 

            週間-i  二  回  prep   研究所    P-来る-3sg.pt 

           「彼は週に 2 回研究所へ来ていた。」 

 

また、「無強勢の-i」がない状態、すなわち名詞に何もつけない状態では、「文の中で物

や現象がその類全体を代表するものとして、もっとも一般的な形で用いられている」、も

しくは「物や現象がすでに話者と聞き手に明らかであるので、改めて類似物から分離する

必要のない」ことを示す。 

 

黒柳(1982)は、「複数形の語尾に-i をつけて some（ある）の意味を表すこともある」とし、

複数形に後接することも述べている。 

   5:  mard-hā-’i5    「ある男たち」              (黒柳 1982: 40) 

      男-pl-i 

                                                        
4 意味は「若干の学生」の方が、わかりやすいだろう。 
5 「無強勢の-i」が母音に続く際には、-i の直前に、声門閉鎖音/’/, /y/が挿入される。これは、ペルシア語

の音節構造上、母音が連続することがないためである。 
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吉枝(2004)は、「無強勢の-i」の文中での位置について言及している。 

「任意のカテゴリー分類」6(吉枝 2004: 35)の用法の時、「文中で主語以外の位置に立つこ

とが多い」(吉枝 2004: 35、アンダーラインは筆者)とされている。例文 1 はこの用法であ

る。 

また、「ちょっとした～」の様に量の軽減を表すとも言っている。この記述は他の文法

書には見られない。 

6:  bā  shomā  kār-i  dār-am.                  (吉枝 2004: 35) 

      prep   あなた 用事-i 持つ-1sg.pr 

「あなたにちょっと用事があるのですが。」 

 

Nawata(1996)は、否定の動詞と共に用いて、‘none at all, no special, not any’  (Nawata 1996: 

29)という意味を表すと指摘している。 

 

1.2. Windfuhr(1979)の文法書 

Windfuhr(1979)はまず、伝統的な文法家たちが言っていることを整理した。そして最近

の研究で、素晴らしいと思われていた Hincha が行った証明が、必ずしも正しいとはいえな

いことを指摘し、更に生成音韻論を利用した研究を紹介している。 

Windfuhr(1979: 34-35)は、伝統的な文法家たちは①‘-i of unit’、②‘-i of indefiniteness’、③

‘referential/demonstrative -i’（＝関係詞 ke をとるもの）があるとしてきた。そして、Hincha

はこれら全ての用法に共通していることは‘restriction’である、としている。 

 

 また、不定なのにもかかわらず‘definite object’マーカー(rā =postposition)がつくことが可

能としている。 

   7:  kas-i  rā ferestād-φ.             「誰かを送った。」            Windfuhr(1979: 35) 

       誰-i    post  送る-3sg.pt 

  

この場合は kas-i は誰でもいいのではなく、特定の誰か、を送ったのである。 

 

Hincha は、以前は孤立していた制限関係節の前の③ ‘demonstrative -i’について、②

‘indefinite -i’と同様に‘restrictive -i’と見なした。 

歴史的に、指示詞と関係節の前の-i は共起することが出来なかったという事実から、伝

統的な文法家たちは、これを③‘demonstrative -i’と見なしていた。また、最近では歴史的に

③‘demonstrative -i’と②‘indefinite/ restrictive -i’とは、語源が違う、という研究も示された。

したがって、現在でこそ、指示詞と関係節の前の-i は共起することができるようになって

いるが、これは歴史的に見て、新しい用法ということになる。 

 それらを踏まえた上で、Windfuhr(1979)は、現在のところ、制限関係節の前の③ 

                                                        
6 名詞が、あるカテゴリーに属することを表す。che「何」とともに用いられるのも、この用法に入る。 
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‘demonstrative -i’、という用法を受け入れるべきだと述べている。 

 

また、Peterson が行った生成意味論の分析は以下のようである。これは、-i の機能を count

名詞か、mass 名詞か、とういう視点から考えている。-i が mass 名詞に後接したときは、

count 名詞になる。 

 8:  ābejow xord-φ.               「ビールを飲んだ。」              (Windfuhr 1979: 38) 

      ビール 飲む-3sg.pt 

      9:    ābejow-i  xord-φ.             「グラス一杯のビールを飲んだ。」 (Windfuhr 1979: 38) 

      ビール-i 飲む-3sg.pt 

 

また意味的に count 名詞のものに、-i が後接していなかったとしたら、それは mass にな

る（ここでは仮に、偽 mass 名詞、としておく）。しかしながら、本当の mass 名詞とは異な

る。以下のことが、それを示している。 

まずは、本当の mass 名詞について。 

   10:  ābejow mi-xor-e  ammā  dust-ash  na-dār-e.         (Windfuhr 1979: 38) 

                ビール P-飲む-3sg.pr しかし （友達）-それ [NP-好き-3sg.pr]  

              「彼はビールを飲む、しかし彼はそれが好きではない。」 

  

ここでは、「それ」に関して 2 通りの解釈が出来る。①「それ」はビールそのもの、②

「それ」はビールを飲む行為、のことである。 

 そして、偽 mass 名詞について。 

   11:  nāme mi-nevis-e  ammā  dust-ash  na-dār-e.          (Windfuhr 1979: 39) 

手紙  P-書く-3sg.pr しかし （友達）-それ [NP-好き-3sg.pr] 

「彼は手紙を書く、しかし彼はそれが好きではない。」 

  

ここでは、「それ」は 1 つの意味にしかなり得ない。ここで、「それ」とは手紙を書く行

為のことである。これらのことから Peterson は、その名詞（偽 mass 名詞）は基底述語の一

部と見なされるべきだ、と主張した。他の言い方をすると、count 名詞は、述語の基底部分

になった時から、その count 名詞としての能力を失っている。そこに-i が後接することは

できない。この議論は、シンプルな限定されていない名詞が、述語的に使われた場合、-i

なしで現れると言う事実に支えられている、という。これは、count 名詞でも mass 名詞で

も同じである。 

   12:  un  ketāb-e.        「それは本です。」             (Windfuhr 1979: 39) 

     それ 本-C(3sg.pr) 

   13:  un  āb-e.     「それは水です。」              (Windfuhr 1979: 39) 

      それ 水-C(3sg.pr) 

  

また、nāme’-i mi-nevis-e となった場合は、今度はもう、基底述語の一部では無くなって 
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しまう。それはすなわち、再び count 名詞として役割を果たすことが出来るようになっ

た、ということである。 

 

2. 研究方法 

前節で指摘したように、先行研究で、文中のどのような位置に「無強勢の-i」が出現す

るかを取り扱ったものはほとんど存在しなかった。そこで本研究では、文中のどのような

位置に「無強勢の-i」が出てくるのかを見た。 

本稿の研究には、Shāzade Kuchulu（星の王子様）7を資料として用い、その中に出てくる

「無強勢の-i」を全て収集した。そして、「無強勢の-i」が文中のどのような位置にでてく

るかで、7 つに分類した。 

7 つの分類とはすなわち、主語、述語、直接目的語（後置詞が後接する語も含む）、名詞

を修飾する名詞＝属格、前置詞が前節する語、副詞、「サンドイッチ構文」8で挟まれる語、

のことである。これらを簡単に説明すると次のようになる。 

主語は基本的に文中の位置で、判断した。これには、前置詞などを伴った、意味上の主

語は含まれていない。述語は、「A は B である」と言ったときの、B の位置に来る名詞の

ことを、ここでは指している。直接目的語は、「C は D を～する」と言ったときの、D の

位置にある名詞を指している。後置詞を伴うものもここに含まれる。名詞を修飾する名詞

は、「E の F」と言ったときの E のことである。ペルシア語ではエザーフェを伴う。前置詞

が前節する語は、「G から～」と言ったときの G のように、前置詞を伴った名詞を指して

いる。副詞は、文中において、その語がなくとも、文が成り立つ語とした。意味的には、

単独で時間、程度を表しうる語を、副詞とした。「サンドイッチ構文」とは、「特定の形容

詞に、その対象となる名詞がエザーフェで連結されて、動詞との間にはいる」(吉枝 2004: 

95)構文のことで、ここでは形容詞と動詞に挟まれた名詞を指している。 

 

3. 「無強勢の-i」の Shāzade Kuchulu での文中の位置 

Shāzade Kuchulu を調べた結果、本文中に「無強勢の-i」は、全部で 461 例あった。直接

目的語（後置詞が後接する語も含む）が 147 例と、圧倒的に多く、前置詞が前接する語が

93 例、主語が 93 例で、この 2 つの用例数は同じであった。副詞が 72 例と全体の中では比

較的多かった。述語は 33 例あり、この位置に来るものは吉枝(2004)が「任意のカテゴリー

分類」と呼び、「主語以外の位置に来ることが多い」としているものである。名詞を修飾す

る名詞＝属格が 16 例、「サンドイッチ構文」で挟まれる語が 7 例あり、これらは最初 4 つ

と比べると、用例数は非常に少ない。まとめると、以下の図、表のようになった。 

                                                        
7 本来ならば、翻訳本は資料として適切でないかもしれない。しかし、この資料は多くの言語に翻訳され

ており、対訳が容易に入手できるため、研究をする際、意味などをしっかりと確認できるという利点があ

る。そのため、本稿ではこの資料を使用した。今回使用した資料は、メインのペルシア語訳 Shāzade Kuchulu、

英語訳 The Little Prince、日本語訳『星の王子様』の 3 冊である。 
8 吉枝(2004: 95)で、「特定の形容詞に、その対象となる名詞がエザーフェで連結されて、動詞との間には

いることがあります」と説明されている構文を吉枝(2004)は「サンドイッチ構文」と呼んでいる。本稿も

これに倣う。 



清水 悠史 

 

 - 158 - 

 表 1：「無強勢の-i」の文中の位置 

（用例の多い順） 

32%

20%
20%

16%

7%

3%

2%

d.o.

prep.

s.

adv.

p.

gen.

sand.

 

    図 1：「無強勢の-i」の文中の位置 

 

〔acc.: 直接目的語（後置詞が後接する語も含む）、prep.: 前置詞が前接する語、s.: 主語、adv.: 副詞、

p.: 述語、gen.: 名詞を修飾する名詞＝属格、sand.: 「サンドイッチ構文」で挟まれる語〕 

 

以下、興味深かった例のみを少し詳しく見ていく。 

 

3.1. 直接目的語（後置詞が後接する語も含む） 

 「無強勢の-i」が最も多く出てきたのは、直接目的語の位置であった。147 例あり、全体

の約 32%であった。その中で、直接目的格を表わす後置詞である rā が後接するものは 20

例9（例文 15）あった。その他の rā が後接しないものは、127 例（例文 14）あった。 

   14:  tasvir=e zibā-yi  did-am.                           (Sant Agzuperi 2000: 7) 

                絵=e  美しい-i  見る-1sg.pt 

             「私は、美しい絵を見た。」 

   15:  vali  kas-i  rā  na-did-φ.                        (Sant Agzuperi 2000: 92) 

            しかし 誰-i  post    NP-見る-3sg.pt 

              「しかし、彼は誰も見なかった。」 

 

直接目的語が多いのは意外であった。しかし、その中で「無強勢の-i」と rā の共起が 20

例しかなかったのは驚きである。普段は、rā が直接目的語マーカーの役割を果たしてくれ

るが、直接目的語の位置に「無強勢の-i」が後接する語がきた場合、rā はその直接目的語

マーカーの役割をあまり果たせないかもしれない。その一方で、「無強勢の-i」自身が直接

目的語マーカーの役割を果たしているとも考えられるかもしれない。 

 それに関連して興味深い例（例文 16）もあった。これは、先行研究の生成意味論につい 

てと、関係していると思われる。普段は複合動詞（先行研究で基底述語となっている）を

                                                        
9 rā が直後に後接していた語でも、その語がその直前の語とエザーフェでつながって名詞句となっていた

場合は、rā は名詞句全体にかかっているものと考え、この数には入れていない。したがって、その場合、

分類は名詞を修飾する名詞＝属格となる。 

位置 用例数 

d.o. 147 

prep. 93 

s. 93 

adv. 72 

p. 33 

gen. 16 

sand. 7 

合計 461 
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構成していると認識されている句の、その構成要素である名詞部分に「無強勢の-i」が後

接するものがあった。これにより、筆者は、これが複合動詞の構成要素から独立し、動詞

の直接目的語となったと考えた。推測の域を出ないが、rā が後接して直接目的語を示すよ

うに、「無強勢の-i」が後接することにより、直接目的語を示しているとも考えられるので

はないだろうか。それを考えると、「無強勢の-i」全体の中で直接目的語が多いことも納得

できるかもしれない。 

   16:  man hich xiyāl-i  nemi-kon-am.                    (Sant Agzuperi 2000: 33) 

               私 〈強調〉 思考-i   NP-する-1sg.pr 

      「私は、全く思考をしない。」  cf. xiyal kardan：考える 

 

3.2. 副詞 

 副詞の位置にあったものは 72 例あり、全体のおよそ 16%であった。2 節の研究方法でも

述べたが、副詞は、文中において、その語がなくとも文が成り立つ語とした。 

 副詞は程度を表す副詞と、時間を表す副詞に分類した。更に、時間を表す副詞は直後に

関係詞 ke を伴うものと、そうでないものに分類した。関係詞 ke を伴うものは副詞節をと

ることができる。 

程度を表す副詞は、27 例。時間を表し、更に関係詞 ke を伴う副詞は 17 例。時間を表し、

関係詞 ke を伴わない副詞は、28 例あった。 

 程度を表す場合で、興味深い例は次の様なものである。 

   17:  shāyad man ham kam-i  be  ādambozorg-hā  rafte  bāsh-am.   

(Sant Agzuperi 2000: 23) 

               多分  私  ～も 少しの-i prep  大人-pl   part（行く） C-1sg.sub 

       「多分、私も、少し大人に成ってしまったのだろう。」 

  

kam は普段は、主に形容詞「少しの」の意味で用いられる場合が多い。しかし、例文 17

にあるように、「無強勢の-i」が後接することにより、単独で副詞的に用いられるようにみ

える。元々は[名詞＋形容詞]の名詞句全体に「無強勢の-i」が後接していたが、その形容詞

に後接していた「無強勢の-i」が独立して副詞的に用いられるようになったのではないか、

と解釈できるかもしれない。 

先行研究で吉枝(2004)は用法の 1 つとして量の軽減を指摘していた。程度を表す副詞に

関しては、確かにその用法があてはまるように感じられる。 

 

4. 考察 

先行研究での生成意味論の分析に関連しているが、元来複合動詞を構成していると認識

されている動詞句の、構成要素である名詞部分に、「無強勢の-i」が後接することにより、

1 つの語となり、直接目的語として認識されるようになった例があった。筆者は、このこ

とと、「無強勢の-i」の文中での位置が、直接目的語は多く、また元来直接目的語マーカー 
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である rā が少なかったと言う事実から、「無強勢の-i」は直接目的語マーカー的な役割も、

若干担っているのではないかと考えた。 

 先行研究ではほとんど言及されていないが、名詞ではなく、副詞、形容詞に「無強勢の

-i」が後接して、単独で副詞的な役割をもつものが多く確認できた。 

 これら 2 つの共通することは「無強勢の-i」によりいわゆる品詞のカテゴリーが変わっ

てしまうと言う点である。この点については詳しい考察は全く出来ていない。 

 

5. おわりに 

 本稿は、先行研究ではなされていなかった「無強勢の-i」が文中でどの位置にでてくる

かを確認した上で、若干の考察を行った。 

位置に関しては、主語などよりも直接目的語が多いことがわかった。この直接目的語を

通常の意味での述語と考えれば、本稿で扱った述語と合わすとかなりの数に上る。その「無

強勢の-i」の述語での多さについて考えて行く必要があるであろう。 

4 節でも書いたように品詞のカテゴリーが変わることについても考える必要がある。 

本稿では省略したが前置詞、副詞はもっと細かく、多くの点から分析すべきであった。 

 もっとも大きな問題点として、「無強勢の-i」の一番曖昧な点である「不定」のような意

味的分析を全くできなかったことが挙げられる。今後、方法をしっかりとさせた上で、更

なる研究を行っていきたい。 
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漢字語のアクセント体系について 

―釜山・慶尚南道金海方言を中心に― 

 

張 丁允（チャンジョンユン） 

キーワード：漢字語、慶尚南道、中期朝鮮語、アクセント体系 

 

0. はじめに 

現代韓国語諸方言、いわゆる慶尚北・南道と全羅南道、咸鏡道方言は日本語と同様に、ピッ

チアクセントを有することが知られている。これらの韓国語諸方言は、中期朝鮮語1(以下、MK

と略称)の傍点との比較研究と共に、これまで数多くの研究がなされてきた(Ramsey(1979)、金

次均(1977/1980)、福井玲(1985)、早田輝洋(1999)等)。ただ、その主な研究は固有語に集中して

おり、漢字語についてはまだ十分な調査がなされていない。卒業論文においては、コンサルタ

ント調査を通じ、アクセント体系に現れる世代差や漢字語における MK との対応関係を明らか

にすることを目的とする。その際には先行研究の行われてきた固有語のアクセント体系を参考

とする。調査資料としては主に釜山2・慶尚南道金海3方言を中心とするが、それは筆者の母語

であり、よく知っている故、調査の便宜を図るためである。なお、そのデータは 1～2 音節の漢

字語に限る。現代韓国語諸方言におけるアクセント論に関しては諸説あるが、本稿では現代語

アクセントにおいては早田輝洋(1999)に、MK アクセントにおいては福井玲(1985)の解釈に従う。 

本稿では卒業論文の 3 章「コンサルタント調査」の「3.3. 考察」で扱う「3.3.4. 世代差」を

中心に発表する。 

 

0.1. 卒業論文の目次 

以下に卒業論文の目次を示す。 

 

0. はじめに 
0.1. 研究の目的と方法 
0.2. 転写法 

0.2.1. 音素体系 
0.2.2. 音節構造 

0.3. ‘漢字語’の定義 
 
1. 慶尚道方言のアクセント体系 

1.1. 先行研究 
1.1.1. 許雄（1955） 
1.1.2. 早田輝洋（1999） 
1.1.3. MK の上声との対応 

1.2. 釜山・金海方言の単純語アクセント体系 
 
2. MK の傍点と釜山・金海方言のアクセント 

2.1. MK の傍点 
2.2. 固有語における MK と慶尚道方言の 

アクセント対応 
 

2.3. 漢字語における MK と慶尚道方言の 
アクセント対応 

 
3. コンサルタント調査 

3.1. 調査方法 
3.2. 調査結果（付録参照） 
3.3. 考察 

3.3.1. N＋2 の対立 
3.3.2. MK との対応関係 
3.3.3. 同世代内における一致 
3.3.4. 世代差 

 
4. おわりに 
 
＜補足＞ 
＜付録＞ 
＜参考文献＞ 
＜参考資料＞ 

                                                        
1 中期朝鮮語とは、ハングルが作られた 15 世紀半ばから 16 世紀後半の壬辰倭乱（いわゆる秀吉の朝鮮侵

略）までの朝鮮語を指す。 
2 朝鮮半島南東に位置している。面積 763.03 ㎢(2003.12.31)、人口 3,711,268 人(2003 年基準)の廣域市であ
る。 
3 朝鮮半島南東に位置している。東に釜山廣域市江西區と面し、南西には昌原市と面している。人口
427,432 人(2004 年基準)、面積 463,26 ㎢の市である。 
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0.2. 転写法  

本稿では金海方言の音素体系に関して金永松(1963)を参考とする。それを以下のようにまと

める。ただ、転写やアクセント表記に関しては金永松(1963)ではなく、原則として早田輝洋(1999)

に従う。なお本稿では、先行研究を引用する際(MK を除く)、そこで用いられている転写法は

本稿の転写法に直して表記する。アクセント表記に関し、変更がある場合はことわって表記す

る。 

 

0.2.1. 音素体系 

＜子音＞ 

ハングル ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ  

転写 g n d r m b s ŋ j c k t p h G D B S J (w j) 

＜短母音＞ 

ハングル ㅏ (ㅡ) ㅓ ㅗ ㅜ ㅣ ㅔ ㅐ 

転写 a ə o u i e 

＜アクセント＞ 

n 音節の音調として、高：中：低に対し、H：M：L と表記する。なお、MK のアクセントに

おいては、平声：去声：上声4に対し、それぞれを L：H：R と表記する。 

 

0.3. ‘漢字語’の定義 

韓国語には漢字語のほかに、말[mar]（言葉）、구름[gurəm]（雲）のようなハングルでしか表

記できない固有語と、外国語からの借用語、例えば、ラジオやエアコン等の外来語がある。し

かし、韓国語において 70％以上を占めている漢字語の由来を遡ると、非常に複雑であることが

わかる。例えば、我々が現代語で固有語として認識しているものが実は漢字語や借用語である

場合がある。その一方、そもそも固有語であるが漢字でも表記可能な単語もある。よって、本

稿では 70％の漢字語を更に分類する。その場合の分類基準は国立国語研究院(1999)の『標準国

語大辞典』に従う。この辞典は現代標準語及び、北朝鮮語、方言、固有語まで広範囲にわたり

収録されており、漢字で表記可能な単語はハングルと共に漢字も表記されている。即ち、本稿

では原則として、漢字で表記可能な単語で、辞典に何のしるしもないものを漢字語として認め

る。これらの漢字語を本稿では便宜上、‘真の漢字語’とする。そして、それ以外の即ち、上記

の借用語や固有語のような‘真の漢字語’でないものは性質によって更に分類する。分類にあ

たっては、国立国語研究院(1999)の『標準国語大辞典』の分類基準を採用し、以下の a,b に当て

はまらないものは漢字語と認めないことにする。その基準をまとめると以下のようになる。た

だ、本稿では c.に属する十月[siwor]や沙糖/砂糖[sataŋ]の「十」や「糖」のような単語は資料と

して扱うものとする。（転写は文献のままである。） 

 

a. 現代語ではまるで固有語のようにつかわれているが、そもそもは漢字語、あるいはモンゴル語や中国語からの

借用語が変化した場合 

 例）（漢字語）→ uəŋ【＜uwoŋ<九干>＜牛蒡】gyəja【＜gyəjʌ＜gejʌ<九干>芥子】 

   （中国語からの借用語）→ becu【＜bʌicʌi<訓蒙5>＜中国 白菜】 

b. そもそも固有語であるが、漢字で書く場合もある単語 

例）gaŋjəŋ 羌飣 

c. 漢字のもとの音とハングルで提示される音が異なる単語 

例）十月[siwor]の十、沙糖/砂糖[sataŋ]の糖 

 

                                                        
4 本稿では中国の中古音も扱っているが、韓国語諸方言のアクセントと MK との対応関係に関して論じる
際には、平声：去声：上声の順番に記するのが一般的のようで、本稿でもそれに従う。 
5 「訓蒙字會」。朝鮮中宗 22(1527)年に、学者崔世珍が漢字 3,360 字を集め、その意味と音をハングルで書
いた漢字の学習書。3 巻 1 冊。 
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1. 釜山・金海方言のアクセント体系 

釜山・金海方言の特徴は、一つの音節が三つの音調によって弁別されること、またその中の

一つが極端に低い音調を持つ6ことである（許雄(1955)、早田輝洋(1999)）。言い換えれば、少な

くとも１～2 音節は N+2（N は音節数）のアクセント対立を持つ7。 

本稿では現代韓国語釜山・金海方言のアクセントと MK アクセントとの対応を観察すること

を目的とする。そのために、筆者は許雄(1955)と早田輝洋(1999)を参照にし、本稿の目的にあわ

せて、次のように釜山・金海方言のアクセント体系を示す。＜表 1＞は、許雄(1955)のデータに

基づき、筆者が作成したものである。アクセント標識は許雄(1955)にならい、ピッチ型の H、

M、L に対し、「´、¯、`」と表記し、音韻論的な解釈は早田輝洋(1999)に従う。理解を助けるた

め、名詞に ī/ gā（－が）をそれぞれ付けて観察されるアクセント型を以下のようにまとめて示

した。なお表の左側は、筆者によるアクセント型の分類として、便宜上、記号化したものであ

る。即ち、1 音節 Góc+ī：mōm+ī：nùn+ī 型に対し、それぞれⅠ型：Ⅱ型：Ⅲ型、2 音節 bārám+ī：

hánər+ī gūrəm +ī：sàrām+ī 型に対し、それぞれⅠ型：Ⅱ型：Ⅲ型：Ⅳ型とする。3 音節の場合も

同様である。 

＜表 1＞ 釜山・金海方言名詞のアクセント体系（-ī/ gā を付けたもの） 

 1 音節 2 音節 3 音節 

筆者 
許雄

(1955) 
早田輝洋

(1999) 
許雄

(1955) 
早田輝洋

(1999) 
許雄(1955) 

早田輝洋
(1999) 

Ⅰ型 
Góc+ī 
花が 

/○¬○/ 
bārám+ī 
風が 

/○○¬○/ 
sādárí+gā 
梯子が 

/○○○¬○/ 

Ⅱ型 
mōm+ī 
体が 

/○○/ 
hánər+ī 
空が 

/○¬○○/ 
Gāmágū+gā 
烏が 

/○○¬○○/ 

Ⅲ型 
nùn+ī 
雪が 

/ ¬○○/ 
gūrəm+ī 
雲が 

/○○○/ 
gəmūngō+gā 
琴が 

/○¬○○○/ 

Ⅳ型  
sàrām+ī 
人が 

/ ¬○○○/ 
mújígē+gā 
虹が 

/○○○○/ 

Ⅴ型   
sàmāgū+gā 
ほくろが 

/ ¬○○○○/ 

 

2. MKの傍点と釜山・金海方言のアクセント  

2.1. MKの傍点 

訓民正音が作られた当時の MK の文献には、文字の左側に傍点というものがついていて、そ

れぞれの音節の高低を表している。文献には三つのアクセントタイプがあり、「平声」(低調)、

「去声」(高調)、「上声」(上昇調)の用語を用いて、それぞれを無点、1 点、2 点で表している。

MK のアクセント体系は以下のようになる。ただ、MK の転写やアクセント表記は文献のまま

である。 

(01)  

 ┌garh ┌gurum ┌dosgabi 刀   雲   お化け 

Goj ha┌nʌrh gə┌mɨngo 川   人   いぼ 

  na┌ih sa┌arʌm 花   天   琴 

  bʌrʌm gama┌goy     風   鳥 

        指    sonsgarag 

福井玲(1985：17 より抜粋) 

                                                        
6 この第一音節目の極端に低い音調は MK の上声に対応するものと言われている。これに関しては、1 音

節単独語では釜山・金海方言において長い上昇調で現れることが多い（福井玲(1985)）。しかし、2 音節以

上になると、母音の長短による弁別性は持たなくなる。よって、本稿での調査目的とは関係がないため、

深く扱わない。 
7 福井玲(1985)に拠れば、大邱方言や昌寧方言、釜山方言などでは、この型に収まらない例が存在すると
いう。 
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MK のアクセント体系は高低の対立からなる、昇り核アクセント体系である（福井玲(1985)）。

このアクセント体系においては、最初に高くなる位置が重要であり、いったん高くなったら、

その後の音調の高低は音韻論的観点から非弁別的である。ただ、上声の取り扱い方について、

解釈に若干の違いがあるが（福井玲(1985)、早田輝洋(1999)8）本稿では福井玲(1985)に従い、上

声を平声と去声の組み合わせであると認める。よって、上声のアクセントを担う単位としては

2 単位(2 モーラ)とする。 

 

2.2. 漢字語における MKと慶尚道方言のアクセント対応 

本稿での漢字語アクセントの対応関係においては、伊藤智ゆき(1999)の資料に基づき、考察

していく。まず、中古音9の声調・MK アクセント・慶尚南道のそれぞれのアクセント対応関係

を以下＜表 2＞と＜表 3＞に示す。伊藤智ゆき(1999)は便宜上、上去声起源のもので MK では R

で現れるものは「上去声 A 群」、上去声起源のもので MK では H で現れるものは「上去声 B 群」

と称したが、本稿でもそのまま使用した。 

 

＜表 2＞ 中古音声調と MK のアクセントとの対応 

     MK のアクセント 

中古音の声調 
第 1 音節 第 2 音節以下 

平声 L L 

上去声 A 群 R 

H 上去声 B 群 
H 

入声 

(伊藤智ゆき 1999：111 より抜粋) 

 

 

＜表 3＞ 中古音声調と慶尚道方言アクセントとの対応 

     第 2音節 

第 1 音節 
平声 上去声 A 群 上去声 B 群 入声 

平声 LH(L) HL 

上去声 A 群 RH/LH(H) 

上去声 B 群 
HH 

入声 

(伊藤智ゆき 1999：135 より抜粋) 

 

 

筆者は＜表 1＞でⅠ型：Ⅱ型：Ⅲ型：Ⅳ型のような分類法を提示した。その分類法を用いて、

＜表 2＞と＜表 3＞に基づき、漢字語において中古音声調・MK アクセント・慶尚南道、それぞ

れの対応関係を以下＜表 4＞にまとめて示す。 

 

 

＜表 4＞ 漢字語アクセントの対応 

                                                        
8 早田輝洋(1999)は、MK で第 1 音節に上声をもつ語を語頭アクセントとし、アクセント単位を 1 単位で
あるとしている。 
9 「中古音」とは、中国の『切韻』（601 年 成書）の基礎となった方言の音をさすものであり、またその
名称は、更に広く、六朝後期～唐末・宋初あたりまでの音を総称するのに用いられることもある（平山久
雄 1967：112 参照）。中国の音韻学では伝統的に、一つの漢字音を IMVF/T という公式で示し、またこれ
を I と MVF/T とに二分し、I を声又は音、MVF/T を韻という。 
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1 音節 2 音節 

釜山・金海方言 MK 中古音 釜山・金海方言 MK 中古音 

sán+ī 型 

・山が 

・Ⅰ型  

/○¬○/ 

・H(M) 
L 平声 

īngán+ī 型 

・人間が 

・Ⅰ型  

/○○¬○/ 

・LH(L) 
LL 平声＋平声 

yāg+ī 型 

・薬が 

・Ⅱ型  

/○○/ 

・M(M) 
H 

上去 B 

入声 

jísīg+ī 型 

・知識が 

・Ⅱ型  

/○¬○○/ 

・HL 
LH 平声＋上去 A・B/入声 

bàn+ī 型 

・半が 

・Ⅲ型  

/ ¬○○/ 

・L(M) 
R 上去 A 

būīn+ī 型 

・婦人が 

・Ⅲ型  

/○○○/ 

・HH 
HH 

・上去 B＋平声/上去 A/入声 

・入声＋平声/上去 A 上去 B 

 

ìbēg+ī 型 

・二百が 

・Ⅳ型  

/ ¬○○○/ 

・LH(H) 
RH 上去 A＋平声/上去 B/入声 

上述の＜表 4＞は、今回の内省及びコンサルタント調査にあたって、釜山・金海方言におけ
る漢字語アクセントの対応関係を類推するのに必要な根拠になり、更に、中古音声調・MK ア
クセント・慶尚南道の漢字語アクセントのそれぞれの対応関係を知るにも有効である。 

 

3. コンサルタント調査 

3.1. 調査方法 

筆者は伊藤智ゆき(1985)を参考とし、現在日常生活でよく使われている単語中、1 音節漢字語

23 個、2 音節漢字語 165 個、総計 189 個を集め、筆者のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型の分類法を用い、内

省10によるアクセント型の分類を試みた。そして分類したデータをもって、現地でのコンサル

タント調査を行った。対象は世代別に行い、また可能な限り、釜山・金海地方を離れて住んだ

ことのない母語話者を対象とした。なお、調査方法としては、文字化されている単語を読み上

げてもらう方法で行った。 

今回の調査の目的は、①固有語において N＋2 の対立を持つ釜山・慶南地方のアクセント体系

が、漢字語においても同じ対立を持つか。②MK との対応関係はどうだろうか。また、③世代

差はあるか、ということであった。ただ、今回の調査にあたって、漢字語を 1 音節から 2 音節

に限定した。その理由は、韓国語において漢字語が示す割合は 2 音節が圧倒的に多く、3 音節

以上になると、その数も少ないだけでなく、派生語が殆どだからである。 

＜表 5＞ コンサルタント 

世代 生年月日 出生地 現住所 親の出生地 

20 代 b.s.y（1978.3.7） 
釜山(～28 歳) 釜山市南区龍湖洞 父：慶南陜川 

母：慶南、学生時代から釜山 

30 代 g.j.s（1975.3.9） 釜山(～30 歳) 釜山市沙下区新平洞 父：釜山、母：釜山 

30 代 b.s.r（1969.3.21） 
釜山(3 歳)～金海(36 歳) 金海市大東面草亭里 父：金海 

母：全南麗水(5~6 歳から釜山) 

40 代 s.s.h（1965.2.1） 
釜山(29 歳)～大邱(29～33

歳)～蔚山(6 年間)～釜山 

釜山市北区華明洞  

50 代 c.s.h（1949.10.24） 金海(26 歳)～釜山 釜山市北区華明洞  

60 代 j.c.w（1944.2.6） 金海(25 歳)～釜山 釜山市北区華明洞  

60 代 h.g.j（1942.3.27） 金海(11 歳)～釜山 釜山市東区水晶洞  

70 代 a.w.s（1936.3.25） 釜山 釜山市北区華明洞  

                                                        
10 筆者は 30 代前半で、来日するまでずっと釜山に住んでいた。両親は 2 人とも金海が出生地で 20 代半
ばに釜山に移住してから現在まで暮らしている。 
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3.2. 調査結果 

＜表 6＞の「中古音：去」と「MK：R」は文献で実際に現れたアクセントタイプであり、「釜

山・金海方言の実際のアクセント型」は調査を通じて得た結果である。つまり、「釜山・金海方

言の推測されるアクセント型」はあくまでも MK 文献や先行研究をもとにし、観察されうるア

クセント型の推測であることをことわっておく。 

 

＜表 6＞ 漢字語の対応関係 

   中古音 MK 
釜山・金海方言の 

推測されるアクセント型 

釜山・金海方言の 

実際のアクセント型 

     中古音から MK から  

18 半 ban 去 R Ⅱ～Ⅲ型 Ⅲ型 Ⅲ型 

 

本稿全体にわたり、先行研究に出ていない中古音の声調については、宋陳彭年等重修『校正

宋本廣韻 附索引』を参照し、筆者が記述した。それは各表の※にあたる。なお、空欄はアク

セントタイプがわからないものである。分析の結果、殆どの漢字語が内省によるアクセント型

の分類と一致した。しかし、分類と違う漢字語もかなりあり、漢字語 189 単語の中、32 単語が

一致しなかった。ただ、その 32 個の中、一人だけ異なる結果の場合は今回考察の対象としない。

なお、単語が地名の場合も調査対象から省く。地名の場合は普段の会話時にあまり使われてい

ないためなのか、殆どのコンサルタントが確信を持って言えなかったためである。従って、最

終的には一致していない 32 個の中、17 個を今回の考察対象とする。 

 

3.3. 考察 

3.3.1. N＋2の対立 

筆者が整理し分けたアクセントⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型という分類法が現地調査を通して一致する

ことを確認した。この分類は固有語においての N＋2 対立を基準として作成したものである。

従って、釜山・金海方言のアクセントは漢字語においても N＋2 の対立であることが確認され

た。 

 

3.3.2. 世代差 

調査結果から、釜山・金海方言におけるアクセント型が世代によって異なることがわかった。

卒業論文では一致していない 17 個の単語を 3 つにグループ分け（①きれいに世代差が現れるグ

ループ、②中古音と MK から推測されるアクセント型が釜山・金海方言において老年層と一致

するグループ、③不明のもの）したが、本稿では「①きれいに世代差が現れるグループ」のみ

を発表する。それは世代差がきれいに現れただけに、揺れの原因がわりと明確であったためで

ある。なお、②と③に関しては、卒業論文で筆者なりに揺れの原因をいろいろと指摘した。そ

れを明らかにするために、今後より多くのデータを得て考察を加えることとする。 

 

① Ⅳ型のⅡ型への移動（LH(H)から HL へ） 

6.[həgoŋ]、11.[saŋbog]、13.[səje]、21.[sohwa]を除き、きれいな世代差をみせている。 

＜表 7＞ きれいに世代差が現れるもの 

  
中古音 MK 

釜山・金海方言の 

推測されるアクセント型 

釜山・金海方言の 

実際のアクセント型 

  
  中古音から MK から 

20 代 

～30 代前半 

30 代後半 

～70 代 

6 həgoŋ 平平 LL Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅲ型 

9 heŋsir 平入～去入 RH Ⅱ型～Ⅳ型 Ⅳ型 Ⅱ型 Ⅳ型 

11 saŋbog 平入 LH Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型 ※Ⅲ型※Ⅳ型 
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12 sihəm 去去 RH Ⅱ型～Ⅳ型 Ⅳ型 Ⅱ型 Ⅳ型 

13 səje 平平 LL Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅱ型 

14 sinha 平上 LH Ⅱ型 Ⅱ型 ※Ⅰ型※Ⅳ型 Ⅱ型 

20 sataŋ 平平 LL Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅳ型 Ⅰ型 

21 sohwa 平去 LH Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅳ型 Ⅰ型 

34 həŋbun ※平去  Ⅱ型  Ⅱ型 Ⅳ型 

表の※は二人がそれぞれ違うアクセント型で現れたもの 

 

このようなアクセント型の揺れが起きている原因は何だろうか。今回の調査で、老年層のコ

ンサルタントからその原因のヒントを得た。例えば、9.[heŋsir]の場合、読み上げる時はⅣ型で

現れたものが無意識で話す時はⅡ型で現れた。これは若年層であればあるほどⅡ型に定着して

いることがわかる。世代別の揺れがみられるということに関してはいくつかの原因が考えられ

るだろう。ただ、一つ注目すべきなのは、世代別に揺れがみられる単語には/s/あるいは/h/の子

音を含むものが多いということである。このような現象はソウル方言で見受けられる現象であ

る。釜山・金海方言の母語話者は常に、標準語で流れているマスコミの影響を受けている。野

間秀樹(2003)によると、「朝鮮語ソウル方言はピッチアクセント体系ではないが、単語ごとにピ

ッチパターンの存在を予測しうる。即ち、ピッチパターンは意味の弁別を持つものではなく、

ピッチパターンに外れた高低で発音すると、母語話者が不自然さを認識する」(野間秀樹(2003：

59-61)要約)と述べている。そしてソウル方言の 2 音節語のピッチパターンを紹介している。(02)

は野間秀樹(2003)の記述により、筆者が作成したものである。 

 

(02) ソウル方言における 2 音節語ピッチパターン 

ピッチパターン 条件 

LH パターンの 2 音節語 語頭が母音や平音、鼻音である時、LH パターンの傾向 

HL パターンの 2 音節語 語頭が濃音や激音である時、HL パターンの傾向 

 

野間秀樹(2003)の記述が事実であれば、釜山・金海方言の漢字語アクセントにもその影響が

広がっているといえるだろう。しかし、一つ注意すべきなのは、釜山・金海方言で現れる HL

パターンの条件である。＜表 6＞をみると、HL パターンの傾向による影響が定かでないものは、

9.[heŋsir]、12.[sihəm]の 2 つであり、これらは全て「語頭が/s/や/h/で始まる 2 音節語」ではなく、

「語頭と語末の子音が/s/や/h/を含む濃音や激音である 2 音節語」である。言い換えれば、今回

のデータに限って言えるものではあるが、釜山・金海方言がソウル方言の HL パターンの傾向

に影響され、きれいな世代差をみせるには、ソウル方言の HL パターンの条件だけでは不十分

ということである。これは釜山・金海方言において HL パターンの傾向が完全には浸透せず、

まだ揺れの始まり段階であることを意味するかもしれない。なお、次の①'はこの仮説を裏付け

るもう一つの現象として解釈できる。 

 

①' [～hwa]の単語 

単語の 2 音節目が[～hwa]で終わる場合、即ち、5.[johwa]、19.[sohwa]、21.[mehwa]のようなも

のは、今回のデータからではⅠ型とⅣ型でしか現れない。世代差はともかく、これは釜山・金

海方言において[～hwa]のような 2 音節単語の殆どがⅠ型とⅣ型で現れる故に、そうでないもの

にまでその影響を与えている可能性が考えられる。ここでは 19.[sohwa]を取り上げ、現れるア

クセント型の偏向に関する要因を分析する。まず、19.[sohwa]は、類推されるアクセント型もⅡ

型であり、ソウル方言の HL パターンの影響も受けやすいもので、実際にはⅡ型で現れるはず

のものである。しかし、釜山・金海方言において観察されるアクセント型はⅠ型かⅣ型である。

このような現象は恐らくソウル方言からの影響より、釜山・金海方言内での似たような単語か

らの影響の方が強いことを意味するものだろう。なお、これは①で述べたソウル方言の HL パ

ターンの傾向による揺れがまだ少ないということも意味しているのだろう。 
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＜表 8＞ [～hwa]のアクセント型 

  
中古音 MK 

釜山・金海方言の 

推測されるアクセント型 

釜山・金海方言の 

実際のアクセント型 

    中古音から MK から 20 代～30 代前半 30 代後半～70 代 

5 johwa 平平 LL Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅳ型 

19 mehwa 平平 LL Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅳ型 Ⅰ型 

21 sohwa 平去 LH Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅳ型 Ⅰ型 

 

4. おわりに 

以上、本稿ではコンサルタント調査を通じて得た結果から、漢字語におけるアクセント体系

と世代差を主に扱って発表した。もちろん、ほかのアクセント型への移動も見受けられ、卒業

論文においてはそれらもすべて扱って指摘した。しかし、今回の調査だけではデータに限りも

あり、可能性を示すにとどまったのが残念なところである。今後はデータをたくさん集めて、

その可能性を明らかにすることを課題にしたい。また、＜表 1＞の釜山・金海方言名詞のアク

セント体系に基づき、複合名詞アクセント規則を立てると、その規則が MK にも用いられる（早

田輝洋(1999)）という研究がなされている。よって、漢字語一字一字の実際のアクセントを抽

出することとも結び付けて、今後は漢字語の基底のアクセントを抽出し、MK との対応関係を

更に深めていきたい。 
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若年層の福岡方言における「‐ト」の接続について 

 

日本語専攻 原田走一郎 

 

キーワード：日本語の方言、新方言、福岡方言 

 

1. はじめに 

彦坂（2005: 17）によると準体助詞としての「‐ト」は、北東部を除く九州全域と山口

県の西部に分布するとされる。従来、福岡方言における「‐ト」は用言にのみ接続したが、

若年層の福岡方言話者においては、「雨ト？＜雨なの？＞」などのように非用言にも接続す

るようになっている（陣内 1996b, 楢田 1992）。本稿は、福岡方言の若年層における「‐

ト」の接続の実態の調査を目的とする。本稿における福岡方言とは、福岡県福岡市で使用

される方言を指すこととする。同方言は肥筑方言の筑前方言に属する（陣内 1997）。福岡

市の若年層に注目した理由としては、方言の生命力が強い九州で最大の都市で、人口の流

出が激しいため、特に若年層における言語変化が著しいと考えられるためである（陣内

1996a: 6-28）。また、方言研究における年齢差の重要性が報告されている（陣内 2006）こ

となどから、若年層の福岡方言は記述に値するものと認識する。本稿における「若年層」

とは、本研究にとって直接の先行研究である陣内（1996b）にならい 20 歳から 39 歳とする。 

 

2. 先行研究 

本章では「‐ト」に関する先行研究を概観する。2.1.と 2.2.は「非用言‐ト」という新し

い用法に言及があるもので、2.3.と 2.4.は「‐ト」の接続に関する記述があるものである。 

 

2.1. 陣内（1996b）の研究 

陣内（1996b: 81-91）は、「‐ト」の後接可能な環境を 1990 年に福岡市に隣接する 2 地点

で行ったアンケート調査を基に観察し、さらに、語彙の中での「‐ト」の接続の状況を観

察している。コンサルタントはすべて女性で、高年層（60 歳以上）、中年層（40 歳～59 歳）、

若年層（20 歳～39 歳）、少年層（20 歳以下）それぞれ 9 人ずつ、合計 36 名である。まず、

動詞が前接する「行クト」（行くの）や形容詞が前接する「ヨカト」～「イイト」（良いの）、

などはどの世代でも文法的であるが、形容動詞の語幹が前接する「ダメト」（だめなの）、

副詞が前接する「コート」（こうなの）、名詞が前接する「休ミト」（休みなの）などについ

ては、中・高年齢層では非文法的、若年層では評価が分かれる、ということを示している。

また少・若年層において、名詞より形容動詞の語幹のほうが許容度が高いことを明らかに

している。 

 

2.2. 楢田（1992）の研究 

楢田（1992: 52-55）は、「‐ト」を準体助詞として扱い、それが終助詞的に使用された場

合の接続に世代間で差があることを述べており、30 歳未満の層では「‐ト」が形容動詞の 
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語幹及び名詞にも接続可能となっていることを示している。また、「「何か強烈なことが起

こった時に、他人に自分の熱い気持ちを伝えるため」あるいは「とにかく人に言いたくて

たまらない時」に用いられる」（楢田 1992: 53）「‐トッテ」という用法が観察されること

を指摘している。この用法も、30 歳未満では使用するという人が多く、30 歳以上では使用

しないという人が多いことを示している。以下に「‐トッテ」という用法の例文をあげる。

例文番号は筆者による。 

 

（1）アノ人イイ人トッテ     ＜あの人いい人なんだ＞   （楢田（1992: 53） 

 

2.3. 野林（1963）の研究 

野林（1963）は、佐久間鼎の用語にならって、「‐ト」を吸着語としており、「音声的変

容」、「抑揚」、「語順」、「文法的役割」の 4 つの観点から「‐ト」を分析している。ここで

は、本稿に関係する「音声的変容」と「語順」のみ紹介する。まず、「音声的変容」につい

ては、「‐ト」は「ト」「ツ」「ッ」「ター」「ッツァイ」「ッスァイ」「ッチャー」「ッチャン」

「ッツォー」という 9 つの実現形があるとしている。この音声変化は後続する要素による

ものである。「語順」については、前接する要素として、「活用語の終止・連体形」と「連

体格助詞の「の」「が」」をあげている。また、後接する要素としては、「助詞」と「コピュ

ラ（「デス」「ヤ」「ゲナ」など）」をあげている。 

 

2.4. 早田（1985）の研究 

早田（1985: 107-109）は、「‐ト」を形式名詞としてとりあげ、「属格助詞/no/（およびそ

の弱まり形/N/）や用言の連体形に続く」としている。また、「種々の助詞が後続し」、「そ

のまま、或いは繋辞と文末助詞を後続して言い切りに用いられる」ともしている。また、

音声的な変容として、「後続の繋辞と融合しうる」と述べており、これは、「書カン」＋「ト」

＋「ヤケン」で「書カンッチャケン」となるようなもののことを指している。以下に早田

（1985）にあげられている例を示す。例文番号（2）は、「～（の）もの」と入れ替え可能

な例、（3）は繋辞「ジャ」が使用されている例である。なお、早田（1985）のコンサルタ

ントは、1896 年、1910 年、1926 年生まれの女性 3 名である。例文番号は筆者による。 

 

（2）オトコノト       ＜男の＞ 

（3）カイタトジャケン    ＜書いたんだから＞       早田（1985: 107-108） 

 

本稿では「～（の）もの」と入れ替え可能な用法を名詞代用用法と呼ぶこととする。 

 

 2.5. 先行研究のまとめ 

先行研究を簡単にまとめる。陣内（1996b）は、1990 年のアンケート調査をもとに、非

用言に「‐ト」が直接後接する用法の許容度が中・高年層より少・若年層のほうが高いこ

と、また、少・若年層において、形容動詞の語幹のほうが名詞より「‐ト」の直接後接を 
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許しやすいことを示した。楢田（1992）は、30 歳以下の層において非用言に「‐ト」が直

接後接する用法が許容されること、また、「‐トッテ」という用法を報告した。野林（1963）、

早田（1985）は「‐ト」の接続を記述し、音声的変容についても言及している。 

しかし、早田（1985）のみがコンサルタントから聞き取り調査を行い、それ以外の研究

はすべてアンケート調査のみをもとにしたものである。したがって現状では、実際の発話

からどのように「‐ト」が使用されているのか研究したものはない。また、陣内（1996b）、

楢田（1992）の両研究からはすでに 15 年近くが経過しており、変化が激しいとされる福岡

方言の若年層話者の 2005 年現在の状況とは異なると予想される。このことは、「非用言‐

ト」の用法の記述がない、野林（1963）、早田（1985）にもいえることである。 

 これらのことをふまえ、本稿では、2005 年に録音した実際の発話にデータを求め、福岡

方言の若年層における「‐ト」の使用を観察する。 

 

3. 研究方法 

本章では、今回の研究方法について述べる。今回の調査ではまず、若年層の福岡方言話

者 9 人と筆者との会話を録音した。それらの録音資料から「‐ト」をピックアップし、そ

の接続を観察した。以下、3.1.において録音資料について、3.2.において今回観察の対象と

した「‐ト」について、また、4.1.においてコンサルタントについて詳しく述べる。 

 

 3.1. 録音資料について 

今回用いる録音資料は、2005 年の 1 月と 9 月に筆者が録音したものである。この調査に

おいては実際の使用の状況を見定めることを目標とするため、筆者の発話はデータとして

扱わない。コンサルタントは、すべて、福岡市に生まれ、福岡市内で小学校から高校時代

までを過ごした男女 9 名である。1982 年から 1985 年生まれ、2006 年 1 月 17 日現在 20 歳

から 23 歳である。コンサルタント間での録音時間の偏りはある。合計の録音時間は約 8

時間 10 分である。また、この録音時間には筆者の発話も含まれる。コンサルタントの情報

は結果とともに 4.1.の表 12 で示す。 

 

3.2. 今回対象とした「‐ト」について 

今回、観察の対象とする「‐ト」は上記の先行研究で言及されたものすべて、とする。

以下の表 1 にその接続を示す。また、音声的変異体としては、野林（1963）、早田（1985）

で述べられているものすべて、すなわち「ト」「ツ」「ッ」「ター」「ッツァイ」「ッスァイ」

「ッチャー」「ッチャン」「ッツォー」「ッチャ」を対象とする。 

表 1 今回観察の対象とした「‐ト」 

前接可能な要素  

 

 

後接可能な要素 

動詞 

補助動詞 

コピュラ・繋辞類（ヤ、デス、ゲナな

ど） 
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形容詞 

助動詞（以上、終止・連体形） 

形容動詞（語幹及び連体形ナ・カ・イ） 

副詞 

名詞 

連体格助詞・属格格助詞のノ・ン・ガ 

ト 

助詞類（ガ、ダケなど） 

共通語と同形の終助詞（ネなど） 

福岡方言の文末助詞（タイ、ヤンなど） 

ッテ 

 

4. 福岡方言の若年層における「‐ト」の接続の実態 

本章では、筆者が録音した資料から福岡方言の若年層における「‐ト」の接続の実態を

明らかにする。また、4.3.では、補助的に行ったアンケート調査の結果を分析し、4.4.にお

いて、録音資料調査とアンケート調査から明らかになったことをまとめる。 

 

 4.1. 録音資料調査の結果 

調査の結果、約 8 時間 10 分の会話から、「‐ト」が 398 例観察された。表 2 にコンサル

タントごとの詳細を示し、表 3 に前接する要素の結果を示す。 

表 2 コンサルタントごとの詳細と総計（頻度の高い順） 

コンサルタント 生年 性別 録音時間 用例数 

コンサルタント A 1982 男 34:37 63 

コンサルタント B 1985 男 1:44:35 135 

コンサルタント C 1983 男 1:35:51 121 

コンサルタント D 1982 女 28:14 22 

コンサルタント E 1982 女 24:02 10 

コンサルタント F 1982 男 1:07:45 25 

コンサルタント G 1982 男 56:51 12 

コンサルタント H 1982 女 1:02:35 9 

コンサルタント I 1984 男 39:35 1 

総計   8:10:03 398 

表 3 前接する要素 

用言要素 347 （わからん《7》、いい《66》） 348 

非用言的要素 50 副詞          （そう《70》） 24 

普通名詞        （牧場《149》） 15 

固有名詞        （宮崎《47》） 5 

形容動詞語幹      （無理《63》） 4 
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  代名詞         （なん《379》）      1 

形容詞連用形名詞的用法 （近く《121》）      1 

計 398  398 

（（ ）内は例。《 》内は付録における例文番号） 

 本稿における非用言的要素とは、まず活用のない非用言をその典型とし、さらに、活用

する要素であっても直接格助詞に前接可能であったり、断定の助動詞をともなって述語に

なったりする形であればそれも非用言的要素とする。つまり、上記の表 3 のとおり、形容

動詞の語幹、形容詞連用形の名詞的用法もそのうちに含むこととする。 

なお、今回の録音資料調査では、「～（の）もの」に置き換えられるような、名詞代用用

法のものは 1 例も観察されなかった。 

 

 4.2. 調査結果の分析 

  4.2.1. 前接する要素について 

  4.2.1.1. 前接する要素の品詞について 

まず、今回の重要な発見として、398 の例のうちの約 13%である 50 例が非用言的要素に

後接していたということがあげられる。陣内(1996b: 81-91)では、1990 年の調査の結果とそ

こからの考察として、1990 年当時では名詞に直接後接する「‐ト」は不自然と判断する若

年層の話者が多かったが、今後名詞に直接後接する用法も増えるであろうという予測をた

てており、今回の調査結果はこの予測が正しかったことを示している。 

また、形容動詞の語幹だけでなく、普通名詞（「牧場」、「人」、「消灯」など）、さらには

固有名詞（「宮崎」、「リーバイス」など）にまでその用法が拡大していることが確認された。

このことにより、陣内（1996b）が指摘した、意味的に形容詞から影響を受けた結果、非用

言に「‐ト」が接続している、という点は、2005 年現在の状況には当てはまらない、と言

うことができる。 

さらに、属格格助詞「ガ・ノ・ン」が前接する用例は観察されなかった。このことから

も、野林（1963）と早田(1985)の記述が 2005 年現在の福岡方言の若年層話者には当てはま

らない、と言える。 

 

  4.2.1.2. 前接する要素の形について 

これは先行研究でも述べられていたことであるが、「‐ト」に前接する用言要素はすべて

終止・連体形であった。陣内（1996b）、早田（1985）は、「‐ト」は用言要素の連体形に後

続するとし、野林（1963）は、北九州方言の連体形と終止形は同形であるとして、連体・

終止形に接続する、としている。今回の調査において、形容動詞は「無理ト」のように、

活用形にではなく、語幹に後接していたため、「‐ト」は用言の終止形に接続するのか、連

体形に接続するのか、という議論は成り立たない。つまり、若年層の福岡方言における「‐

ト」は、形容動詞以外の用言では、同形である終止・連体形に、形容動詞は語幹に、名詞 
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などの非用言にははだかの形に接続する、と言うことができる。ただし、若年層の福岡方

言においては、形容動詞の形容詞化が観察される（陣内 1996b: 19-24）。つまり、「下手イ」

という終止・連体形が可能である、ということで、このように形容動詞が形容詞化した場

合は、「下手イト」のように終止・連体形に接続する。 

 

  4.2.2. 名詞代用用法について 

今回の調査結果からは、属格格助詞に後接、また格助詞「が」などに前接し、「～（の）

もの」と置き換え可能な名詞代用用法の例が得られなかったことから、若年層の福岡方言

の「‐ト」にはその用法がない可能性がある、と言える。後接する要素として格助詞の「が」

などが観察されなかったことからもこのことが言えよう。野林（1963）や早田（1985）で

は属格格助詞「ガ」や「ノ」に後接し、格助詞の「が」などに前接する「‐ト」の名詞代

用用法が報告されているので（例文 2 参照）、「‐ト」の用法には世代差があることが確認

された。 

また、今回補助的に、同じ録音資料で、陣内（1993）において若年層の福岡方言で若干

の使用が観察されている準体助詞ならびに文末助詞である「‐ノ」および「‐ン」の用例

をピックアップしたところ、全部で 57 例観察され、そのうちの約 35％である 20 例が名詞

代用用法であった。このことからも、早田（1985）において形式名詞として報告のなかっ

た「‐ノ」が福岡方言話者の若年層においても名詞代用用法で使用されるようになり、「‐

ト」は名詞代用用法を失っていると言えよう。 

 

4.3. 追加調査―アンケート調査― 

今回、録音調査に追加して補助的にアンケート調査を行った。まずアンケートの概要を

4.3.1.で述べ、4.3.2.において陣内（1996b）との対比を中心にアンケート結果の分析を行う。 

 

4.3.1. アンケート調査の概要 

今回行ったアンケートの対象は、福岡市で小学校から高校までを過ごした若年層の福岡

方言話者 19 名である。そのうち、男性が 12 名、女性が 7 名である。全員が 1982 年から

1985 年生まれであり、2006 年 1 月 17 日現在 20 歳から 23 歳である。アンケートは E メー

ルで行った。質問の形式としては、「‐ト」を含む文章を提示し、福岡で福岡の親しい友人

と話すときにそれぞれの言い方を A する、B 自分はしないが自然、C 不自然、の 3 つの選

択肢から選ばせた。調査語彙の選定方法としては、陣内（1996b）の調査語彙から名詞、形

容動詞のうち、許容度が高かったもの、中程度のもの、低かったものを選び、それに録音

調査で観察された代名詞、副詞を追加した。 

 

4.3.2. アンケートの結果と分析―陣内（1996b）との対比を中心に― 

この節では陣内（1996b）と今回のアンケートを対比させながら、今回のアンケート結果

を提示、分析する。図 1 にはまず、陣内（1996b）でも今回のアンケートでも調査項目にあ

げられた語彙の対比を示し、その下に今回追加した項目の結果を示す。陣内（1996b）の少・ 
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若年層の調査人数は 10 人であるため、便宜上 2 倍して示す。 

 

「‐ト」に前接する語  許容度 

綺麗（形容動詞語幹） 陣内 1996b ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□ 

 駄目（形容動詞語幹） 陣内 1996b ■■■■■■■■■■■■■■■■□□・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 病気（名詞） 陣内 1996b ■■■■■■■■■■■■■■□□・・・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■□□□・ 

 大変（形容動詞語幹） 陣内 1996b ■■■■■■■■■■□□□□・・・・・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■■■□・ 

 雨（名詞） 陣内 1996b ■■■■■■■■□□・・・・・・・・・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ 

 反則（名詞） 陣内 1996b ■■■■■■□□□□□□・・・・・・・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■□□□・ 

 仕事（名詞） 陣内 1996b ■■□□□□□□□□□□・・・・・・・・ 

原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■■■□・ 

 
そう（副詞） 原田 2006 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 

アメリカ（固有名詞）  ■■■■■■□□□□□・・・・・・・・ 

なん（代名詞） 原田 2006 ■■■□□・・・・・・・・・・・・・・ 

 ■：そのような表現を使用すると回答 □：不使用だが自然と回答 ・：不自然と回答 

図 1 陣内（1996b）と本研究の対比 

 上記の図 1 から見て取れるとおり、今回のアンケート調査では、すべての語において陣

内（1996b）の結果以上の許容度を示した。特に、形容動詞の語幹に「‐ト」が直接後接す

る用法に関して 90%以上の人が自然としていることは注目に値する。また、名詞において

も許容度が上がっており、ここ 15 年（1990 年から 2005 年）で「非用言‐ト」という用法

が急速に定着してきていることを示している。 

 今回は、陣内（1996b）では取り上げられていなかった、副詞、代名詞、固有名詞につ

いてもアンケート調査を行った。副詞については、今回のアンケート調査では、名詞以上

の許容度を示した。これは副詞が、録音調査において観察された「‐ト」に前接する非用

言的要素のほぼ半数を占めたこととも一致し、これらのことより、「副詞‐ト」の用法は若

年層の福岡方言においてかなり定着していると言える。代名詞、固有名詞に関しては、録

音調査でも観察された用例数が少なかったが、アンケートにおいても許容度が低く、定着

しているとは言えない。しかし、15 年前の「名詞‐ト」の用法のように、さらに時間がた

てば定着していく可能性もあり、今後も観察が必要となるだろう。 
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4.4. 今回の調査のまとめ 

今回の録音資料調査、およびアンケート調査から明らかになったことをまとめる。すべ

て、福岡方言の若年層における「‐ト」についてである。 

● 非用言的要素にも後接する。中でも形容動詞の語幹に直接後接する用法はほぼ定着し

ていると言える。また、「副詞‐ト」の用法の許容度も高い。しかし、「代名詞‐ト」

や「固有名詞‐ト」のような用法は、観察はされるもののまだ定着してはいない。 

● 前接する要素の形は、形容動詞以外の用言では同形である終止・連体形、形容動詞は

語幹、名詞などの非用言ははだかの形である。 

● 名詞代用用法は衰退している。 

 

5. まとめと今後の課題 

今回の調査では、若年層の福岡方言における「‐ト」の使用の実態を明らかにした。調

査の結果、「‐ト」が非用言的要素に後接する用法の中でも、形容動詞の語幹や副詞に後接

する用法が定着していることが観察された。一方で、観察はされるものの、「代名詞‐ト」

や「固有名詞‐ト」のような用法は定着度が低いということも明らかになった。また、前

接する要素が形容動詞以外の用言であれば終止・連体形、形容動詞であれば語幹、非用言

の場合ははだかの形に接続することが明らかになった。また、名詞代用用法が衰退してい

ることも観察された。 

今後は、調査不足で結果を示せなかった、前接する助詞についての観察をすすめ、「‐ト」

の文中での機能について考察していきたいと思う。 
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北河内地方における二人称としての「自分」の使用について 

 

東南アジア課程ビルマ語専攻 4 年 松木康 

人称代名詞・二人称・自分・社会言語学・大阪府北河内地方 

 

0. はじめに 

 『日本国語大辞典』（第二版第六巻）（2001）によると、自分という単語に関しては以下

のように記述されている。 

一．その人自身。自己。自身。 

二．自称。わたくし。多く、男性が改まったときに使う。また、もと日本の軍隊で、自称に用いられた。 

三．対称。「御自分」「御自分様」の形で用いられた。 

(1) 三の用法は中世末武士詞の「御自分」や「貴様」に代用する「御自分様」に見られ、「自分」

に「御」がつくかどうかで二人称と一人称とに使い分けられていた。 

(2) 現在、大阪方言などに見られる二人称用法は、友人関係もしくは同世代と認識した場合、男

女ともに、相手が同性なのか異性なのかを問わずに使用する。この場合の特徴としては、会

話語であることと、使用者には一人称としての「自分」の使用がないという点である。 

       『日本国語大辞典』（第二版第六巻）（2001:985-986）より引用。下線は筆者による。 

また、『日本方言大辞典』（上巻）（1989）によると、「自分」とは、「（代）対称。お前。」(『日

本方言大辞典』（上巻）（1989:1107）より引用。下線は筆者による。)と示されており、ま

たその使用地域は、千葉県、新潟県上越市、三重県伊賀、大阪府、大分県宇佐郡とされて

いる。1 

このように、本来一人称、ないし再帰代名詞と呼ばれる「自分」という単語を二人称と

して用いる用法は、筆者の出身地である大阪府北河内地方2にも見られる現象である。本稿

では、この二人称としての「自分」の使用について、使用条件を含めた、社会言語学的考

察を行い、先行研究を見た上で筆者による現地調査のデータを通して明らかにしていくこ

とを目的とする。なお、本文中に出てくる例文番号は筆者による。 

なおここで、今回対象とする「自分」の用法は、関東地方に見られる用法、例えば井上・

鑓水（2002）の『辞典 新しい日本語』の「ジブン」の項目においての、 

（1）自分だってそのほうがいいって言ったじゃん！         井上・鑓水（2002） 

の例文のようなものとは異なるものであるということをあらかじめ断っておく。この関東

地方における用法について、村崎（1975）は、「自分」という語は代名詞であるとした上で、

「「自分」は、他の人称代名詞とはちがって、直接発話の中でただ一回しか出て来ない対象

                                                        
1 「自分」の項目についてはこの記述しかなく、他の記述は見られなかった。 
2 北河内地方とは、筆者の出身地である大阪府枚方市を含む、大阪府北東部の 7 市の総称であり、具体的

には、枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、大東市、四条畷市を指す。西側には淀川を臨み、

京阪間のベッドタウンとして栄えている。淀川は大阪府民全体の水源であり、かなり大きな川でもある

ことから、淀川を境に言語感覚も多少異なってくる。 



松木 康 
 

 - 178 - 

には用いることができないということができる。」と述べている。すなわち、 

（2）あなたはつまらなさそうにそれを聞いています。       村崎（1975） 

という文においては、あなたの代わりに「自分」を用いることはできない。3 

 つまり、関東地方においては、相手の発話を前提として、その返答として相手の立場に

立って「自分」という言葉を使用することができる。しかし、今回対象とする、北河内地

方における二人称としての「自分」の用法は、 

（3）自分、漫才好き？                       筆者による作例 

の例文に現れるように、特に相手の発話を必要とせず、標準語でそのまま「きみ」や「あ

なた」と置き換えることのできる用法である。 

 

1. 先行研究 

郡（1997）は、大阪弁において意味がずれる語や表現の例として「自分」という語を取

り上げている。 

（4）「ジブン チョット コエタンチャウ」（あなた、ちょっと太ったんじゃない？） 

郡（1997）はこの用法に関しては、Ｑ調査4によると、この「自分」という語の使用は、

①地域差、②聞き手と話し手との関係、③世代差、④男女差の 4 つの要因によるものであ

るとしている。以下は郡（1997）より一部改変したものである。 

①地域差に関しては、「自分」という言い方を二人称で用いるのは東海道線沿線全域で見

られるが、特に近畿圏ではその傾向が濃くなっているとしている。②聞き手と話し手との

関係に関しては、親しい友人との間柄において、「自分」を二人称で使う傾向があるとして

いる。③世代差に関しては、「自分」という言い方は、若年層で見られる新しい言い方であ

るが、大学生での使用が特に目立つとしている。④男女差に関しては、「自分」という言い

方は、女性よりも男性に多く使用されているとしている。 

 

2. 問題設定 

 郡（1997）から読み取れる問題点は以下の 2 点に集約される。 

・「自分」という言い方に関して、4 つの視点からの言語の格差の要因を述べているが、郡

（1997）はその論の根拠としての調査結果を示してはいない。 

・②に関して、「親しい友人の間柄」という若干曖昧な表現になっているため、その内容が

不十分である。 

したがって、郡が述べる言語格差の要因を裏付けるデータを収集し、なおかつ「親しい

友人の間柄」でも、聞き手と話し手の関係について場面差を設定する必要がある。なお、

この場面差は 4 の調査前の仮説の章で後述する。 

 

3. 研究方法 

 筆者がアンケートを作成し、北河内地域在住のコンサルタントにご協力いただく。なお、

                                                        
3 村崎（1975）は、この例文は方言による「自分」の二人称用法の場合は除くとしている。 
4 詳しくは、井上（1991）を参照されたい。 
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アンケートにおける例文については、それらが筆者の独断に陥らないよう、一人の友人に

ご協力いただき一緒に作成することによって、できるだけ客観的な文章を作ることができ

るように努めた。 

調査については、協力者とともに、「自分」の二人称使用の調査に関して、聞き手と話し

手の関係を 3 種類考え、その場合の例文を考えた。なお、今回対象としたのは、①若年層

男性、②若年層女性、③老年層男性、④老年層女性の 4 種類に分類される方たちである。

なお、今回の調査では、男女ともに若年層は 20 歳～25 歳、老年層は 55 歳～65 歳までを対

象とした。この 4 種類のコンサルタントの調査を通して、社会言語学的視点から、男女差、

世代差による違いも検討する。 

表 1: 今回対象としたコンサルタントの年齢層・出身・性別データ5 

男 女 男 女
枚方 14 5 8 7

寝屋川 43 6 1 3

交野 9 2 1 0

門真 25 3 1 2

守口 11 4 0 1

大東 4 1 0 0

四条畷 1 0 0 0

合計 107 21 11 13

若年層 老年層

 

 

4. 調査前の仮説 

調査に入るにあたり、なぜこのような状況を設定したのか、またどのような答えを期待

しているのかを含めて、以下に仮説を提示する。郡の考察を見た上での筆者の内省による

と、二人称として「自分」を用いるか否かは、①社会的身分（目上、目下の関係）、②話し

手の心理状況、③社会的身分が同等であった場合の話し手が感じる聞き手との距離感（初

対面、異性、同性、好感、嫌悪）の 3 点によって左右される。また、各項目以下に実際に

使用したアンケートの質問項目を表示する。 

 

4.1 上下関係（アンケートの例文Ａ，Ｂに対応） 

筆者の内省によると、「自分」という単語はかなりフランクに使われる。そのため、親し

い友人の間柄ではもちろんこと、目下には使えると思われる。しかし、目上には、失礼に

あたると思われるので、使えないのではないかと考えた。 

（Ａ）「自分、最近東京行ったんやって？」   

1. 部活動や学校の後輩、会社の部下など目下の人に対して （する・しない） 

                                                        
5他地域からの方言の流出による混乱を避けるため、生まれてからこれまで北河内地方に居住している人

とした。ただし、老年層においては、この条件下ではコンサルタントが皆無になってしまうため、一般的

に言語形成期と呼ばれる、生まれてから 13歳までをこの地域で過ごし、かつ現在この地域に居住してい

る人を対象とした。 
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2. 部活動や学校の先輩、会社の上司など目上の人に対して （する・しない） 

（Ｂ）「自分、最近東京行きはったんですって？」   

1. 部活動や学校の後輩、会社の部下など目下の人に対して （する・しない） 

2. 部活動や学校の先輩、会社の上司など目上の人に対して （する・しない） 

 

4.2 家族内において（アンケートの例文Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆに対応） 

 以下に示す 4 つの例文は、順に、喜び、怒り、悲しみ、楽しみを表現している文であり、

話し手の心理状態によって家族でも「自分」が使用されるか否かを調査する。また、家族

内でも年下と年上では違いはないかも検証する。基本的には家族に対し「自分」は使用せ

ず、呼称で呼ぶのがほとんどであると思われるが、怒りの感情を含む際、まれに使うこと

があると筆者は推測する。 

（Ｃ）「自分、ほんまよかったなぁ」 

1. 両親に対して （する・しない） 

2. 上の兄弟に対して （する・しない） 

3. 下の兄弟に対して （する・しない） 

（Ｄ）「自分、何さらしとんねん！！しばくぞ！」 

1. 両親に対して （する・しない） 

2. 上の兄弟に対して （する・しない） 

3. 下の兄弟に対して （する・しない） 

（Ｅ）「自分、ほんまもう何してんねんって・・・」 

1. 両親に対して （する・しない） 

2. 上の兄弟に対して （する・しない） 

3. 下の兄弟に対して （する・しない） 

（Ｆ）「自分がおってくれて、おれほんまよかったわー」 

1. 両親に対して （する・しない） 

2. 上の兄弟に対して （する・しない） 

3. 下の兄弟に対して （する・しない） 

 

4.3 聞き手との親密度（アンケートの例文Ｇに対応） 

話し手が感じる聞き手との距離感次第で使用に差はないかということを検証する。以下

に述べる（a）から（e）の 5 つの状況に照らして考えてみることにした。  

（Ｇ）「自分漫才好き？」 

1. 初対面の人に対して （する・しない） 

2. 好感を持っている異性に対して （する・しない） 

3. 好感を持っている同性に対して （する・しない） 

4. 嫌悪感を持っている異性に対して （する・しない） 

5. 嫌悪感を持っている同性に対して （する・しない） 
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（a）初対面の場合 

 人にもよるが、初対面の人は名前でなかなか呼びにくいので、「自分」を使うことがある

のではないか。また、名前を聞いてもすぐに忘れてしまった場合、聞き返すのが失礼だと

感じる場合は、「自分」という言葉で代用することもあるのではないか。 

（b）相手に好意を持っている場合（異性として） 

 親しい友人には「自分」を使うということになってはいるが、好意を持っている異性に

対しては「自分」とは呼ばず、あえて名前で呼ぶのではないか。この仮説は筆者が呼ばれ

るとき、「自分」よりも名前ないしニックネームで呼ばれたほうが親しみを得ると思うこと

から考えた。 

（c）相手に好意を持っている場合（同性として） 

 先行研究と筆者の内省に照らしてみても、ここはかなりの確率で「自分」の使用が見ら

れると思われる。しかし、親しい友人同士で「自分」という単語を本当に使うかを確認し

たい。 

（d）相手を嫌っている場合（異性として） 

 （b）でも述べたように、「自分」よりも名前で呼ばれたほうが親しみは感じやすいと筆

者は考える。すると、異性でも嫌っている異性に対しては、あえて名前で呼ばず「自分」

と使うことがあるのではないだろうか。 

（e）相手を嫌っている場合（同性として） 

 同年代であっても嫌っている同性に対しては、「自分」という単語は使うか。ここも（d）

と同様に、親しみを感じさせないという意図から、あえて「自分」という単語を使うので

はないだろうか。 

 

5. 調査結果 

以下の表に結果を示しながら、6順に若年層男性、若年層女性、老年層男性、老年層女性

と見ていき、各データについて考察を述べる。 

 

5.1 上下関係について 

若年層男性 若年層女性 老年層男性 老年層女性

可 102 15 9 10

不可 5 6 12 3

可 0 0 0 1

不可 107 19 10 10

可 56 12 7 7

不可 47 9 4 6

可 4 3 3 2

不可 103 18 8 11

（Ｂ）
１（目下）

2（目上）

１（目下）

2（目上）
（Ａ）

   

＜若年層男性＞ 

                                                        
6 「自分」の項目以外の点で使用不可としている人は有効回答からはずした。 
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予想通りの傾向が表れる結果となった。 

＜若年層女性＞ 

（A）の 1 の目下に対する使用について、若年層男性が約 95 パーセントの使用があるの

に対し、若年層女性は約 71 パーセントにとどまっている。やはり、女性よりも男性に使用

の傾向がある。 

＜老年層男性＞ 

若年層男性における傾向とほぼ似た形になり、同性における年齢差はあまり見られない。 

＜老年層女性＞ 

他の 3 種類のコンサルタントと傾向は変わらない。二人称としての「自分」は、目下に

は使え、目上には使えないということは、年齢、性別を問わないようである。 

 

5.2 家族内において 

若年層男性 若年層女性 老年層男性 老年層女性

可 11 3 1 0

不可 96 18 10 13

可 7 5 2 0

不可 100 16 9 13

可 6 6 4 1

不可 101 15 7 12

可 21 10 0 1

不可 86 11 11 12

可 12 12 0 1

不可 95 9 11 12

可 12 9 2 5

不可 95 12 9 8

可 13 5 3 2

不可 94 16 8 11

可 9 5 4 3

不可 98 16 7 10

可 3 3 2 3

不可 104 18 9 10

可 6 8 2 1

不可 101 13 9 12

可 6 9 2 2

不可 101 12 9 11

可 3 10 4 5

不可 98 11 7 18

（Ｅ）

3

（Ｆ）

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

（Ｃ）

3

（Ｄ）

 

＜若年層男性＞ 

大方予想通りの結果となったが、（Ｄ）の怒りを含んだ使用の箇所が予想を下回った。こ

れは「自分」よりも、相手の呼称やもしくは「お前」を使うことが多いためだった。 

＜若年層女性＞ 

（Ｄ）の怒りを含んだ使用の箇所がほぼ半々な割合になり、特に、2 すなわち上の兄弟 

に対する「自分」の使用は、不可を超えている。これは、若年層男性の場合には、「自分」 
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よりも、相手の呼称やもしくは「お前」を使うことが多かったが、女性になると、呼称は

もちろん用いるが、「お前」という単語をあまり使わないということが影響している。 

＜老年層男性＞ 

目をひくのは（D）の 1 と 2 の部分である。若年層では、怒りを含んだ感情をもって発言

する場合は、「自分」という単語を使うことが若干多かったが、老年層においては自分より

身分が年上の人に対しては、たとえ家族内であっても使用を控えるという傾向が見られた。 

＜老年層女性＞ 

傾向としては他の 3 種類のコンサルタントと変わらないが、全体のパーセンテージとして、

他の 3 種類と比べて使用が少ない。これも老年層男性と同様、家族に対しては、あまり「自

分」という単語自体使わないという声があった。 

 

5.3 聞き手との親密度 

若年層男性 若年層女性 老年層男性 老年層女性
可 79 15 9 10

不可 21 6 2 3

可 83 13 4 6

不可 20 8 7 7

可 100 16 7 9

不可 7 5 4 4

可 54 16 7 7

不可 53 5 4 6

可 48 15 7 7

不可 52 6 4 6

4（嫌悪：異性）

(G)

5（嫌悪：同性）

1（初対面）

2（好感：異性）

3（好感：同性）

 

＜若年層男性＞ 

大方予想通りになった。1 の初対面に関しては仮説どおりの結果となった。つまり、恥

ずかしがってあえて名前で呼ばないというケースもあったが、聞いたのにすぐ忘れてしま

って、聞き返すのが失礼なため「自分」を代用したというケースもあった。7  

＜若年層女性＞ 

傾向的には若年層男性と変わらないが、やはり全体的に男性よりも使用の割合が落ちて

いる。特に同性に対する場合は、好感、嫌悪を問わず男性の場合よりも圧倒的にパーセン

テージが落ちており、ここでも二人称として「自分」を用いるのは、男性のほうが多いと

いうことが読み取れる。 

＜老年層男性＞ 

2 の好感を持っている異性に対しては、若年層男性・女性と逆の結果が出た。自然会話

上で、好感を持っている女性に対しては、「自分」という単語を使うのは逆に失礼になり、

あえて使わないという声を聞くことができた。 

＜老年層女性＞ 

老年層男性の傾向と似ている。しかし、4 と 5 の嫌悪感を抱いている人に対しては、老 

                                                        
7 これは、コンサルタントの自然会話を筆者がメモしていたことによる。 
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年層の男性よりも使用割合が少なくなっている。 

 

5.4 調査の考察 

 （D）の怒りを含んだ感情をもっての発言の箇所が予想より少なかったことを除いては、 

ほぼ仮説どおりの結果となった。また、今回の調査において、使用傾向の強い順番に並べ

ると、以下の関係図ができる。 

老年層女性＜老年層男性＜若年層女性＜若年層男性 

図 1:今回の調査における「自分」の使用傾向の強さ 

 

6. 終わりに 

先行研究、コンサルタントへの調査を通し、二人称としての「自分」の使用については、 

＜1＞社会的身分（目上＜同等以下） 

＜2＞聞き手との親密度（嫌悪＜親密） 

＜3＞世代差（老年層＜若年層） 

＜4＞男女差（女性＜男性） 

の 4 つの要素が大きく関係しているが、調査全体を総合的に見て、＜1＞から順にその要素

が強いと言えるということがわかった。特に、＜1＞社会的身分に関しては、全層で大半の

人が目上に対しての使用は不可としていることから、聞き手が社会的に同等以下であると

いうことが、「自分」の使用の前提条件をなっているということがわかる。＜3＞世代差と

＜4＞男女差に関しては、郡（1997）の先行研究からも読み取れ、また今回の調査でその内

容を確認することができた。また、＜4＞男女差よりも＜3＞世代差のほうが「自分」の使

用について大きな影響を与えるということが判明した。郡（1997）で示された、聞き手と

話し手との関係について、どんな関係の中であれば使用が多くなるのか、また少なくなる

のかということを少しでも明らかにできた。反省点としては、今回はコンサルタント不足

のため中年層の調査ができず、この世代については全くデータを見ることができなかった。

今後の課題としていきたい。末尾ながら、今回調査にご協力いただいたコンサルタントの

方々に、深く御礼申し上げる。 
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ドイツ語の平叙文における心態詞 doch の働き 

欧米第一課程ドイツ語専攻 4 年 山田容子 

キーワード：心態詞、doch、使用環境と意味機能 

0. はじめに 

ドイツ語には心態詞(Abtönungspartikel / Modalpartikel)と呼ばれる語類があり、これらは

文の命題内容に本質的な変更を加えずに微妙なニュアンスをそえる。以下にその例を示す。 

(1) Heute  ist   Sonntag.1  「今日は日曜日だ。」                    

     today    is   sunday 

 (2) Heute  ist   doch  Sonntag.  「今日は日曜日じゃないか。」 （川島編 1994: 605） 

   today    is           Sunday 

本稿では心態詞のうち doch という単語に注目し、特に平叙文での使われ方を見ていく。 

 

1. 先行研究 

1.1. 心態詞の研究 

 心態詞は統語的には副詞に分類され得るものであるが、ドイツ言語学においては副詞か

ら独立しているとされるいわゆる不変化詞(Partikel)の下位分類に置かれることが多い。

Helbig(1988)はこの不変化詞を、すべての屈折変化しない語のうち統語的基準から副詞、話

法詞2、前置詞、接続詞と区別されるものと定義している3。 

 

1.2. 心態詞 dochの研究 

 心態詞は特定の文種類に限定された分布の仕方をするが、doch は平叙文、命令文、補足

疑問文、決定疑問文、願望文、感嘆文に現れる。このうち平叙文での doch の取り扱いにつ

いて、以下に先行研究 Helbig(1988)、Hentschel(1986)、井口(2000)の記述を挙げ、辞書によ

る記述を表 1 にまとめる。 

 「doch₁ 4ある態度を確認し、既知だが過去のことあるいは忘れてしまった事柄を思い出すことによる強

調を表現する。（中略）doch₁はコンセンサスを前提とする。 

 doch₂ 先行する発話行為（先行する状況）に関係し、それと doch で言い表された発言との対立を示す」 

(Helbig 1988:111-112 より引用) 

 「先行する発話パートナーの発話に直接関係し、その発話と doch で言い表された発言との対立を示す」  

(Hentschel 1986:132 より要約) 

                                                        
1 出典のない例文は筆者作例による。ドイツ語の文献についての訳はすべて筆者によるが、心態詞の使わ

れる文は状況によって文意が異なるので、筆者による訳は可能な一例を示す。心態詞には下線を施す。 
2「文の陳述内容の現実度その他についての話し手の判断やさまざまな気持ちを示す副詞」（川島編 1999)

とされる。wahrscheinlich（たぶん）や、leider（残念ながら）などが挙げられる。 
3 筆者は不変化詞を副詞から独立させることはできないと考えるが、ドイツ言語学の伝統に従い、本稿で

はこれらの用語を用いる。 
4 Helbig (1988)は不変化詞の辞典であり、doch の項には文種類別の心態詞 doch の用法が、doch₁か doch₈

まで記述されている。このうち doch₁、doch₂が平叙文における記述である。 
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 「（筆者注：平叙文における）心態詞 doch は話し手が想定した命題に反する事態が現実世界に認められ

たり、あるいは話し手がそれを想定したりしているが、その命題が現実世界でまちがいなく実現して

いるという話し手の認識を表現する。」              （井口 2000:129 より引用） 

 

表 1：平叙文における心態詞 doch の記述 

 記述 

Klappenbach, R., and 

W. Steinitz, eds. (1977) 

平叙文で発言を強調する 

Kempcke, Günter, ed. 

(1984) 

1. 叙述が真であることを確認し、強調する 

2. 忘れているように思われる既知のことを思い出す 

Hermann, Paul, ed. 

(1992) 

「前提」の暗示として 

Drosdowski, Günter, ed. 

(1993) 

平叙文で強調を示す 

国松編(1990) 《相手・周囲の否定的姿勢を逆に否定し、依然として確認されるべきある事態

が存在することを示して》 

a) 既定の事態の再確認 

 ①ⅰ)でも(...ではないか)、そうはいってもやはり、さすがに；確かに 

  ⅱ)《感嘆文などで：憤慨・ぼう然を示して》いくらなんでも 

  ⅲ)《先行する発言内容に対する釈明として》なにしろ(...)なので 

 ②《定動詞文頭の文で：先行する発言内容に対する理由付け、または意外な

出来事を示して》なにしろ(...)なので、だって(...)なのだから 

菊池・鐵野編(1996) a) 既定・既知の事態の再確認を求める 

b) 既定・既知の事態が期待どおりに生起しないことに対する話者の憤慨の気

持ちを言い添える 

岩崎(1998) ①平叙文に用いられ、先行する発話や場面を受けて、それに対して反論な

いし抗弁しようとする話し手の気持ちを反映して 

  ②平叙文に用いられ、先行する発話や場面を受けて、それに対する話し手

の怪訝・不満・不快・釈然としない気持ちなどを反映して 

  ③平叙文に用いられ、先行する発話の内容について、予想される相手の反

論を先取りしつつ、それに対する反論の理由を述べようとする話し手の

気持ちを反映して 

  ④定動詞が文頭に置かれた平叙文に用いられ、先行する発話内容について

その理由を説明しようとする話し手の気持ちを反映して 

1.3. 先行研究のまとめ  

 平叙文における心態詞 doch の特徴を以下にまとめる。 
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《使用環境に関して》 

 [1]先行する状況もしくは相手の発話に対する発話で使用される 

《意味機能に関して》 

 [2]命題の強調を表す 

 [3]既定・既知の事態を再確認する 

 [4]先行する発話ないし状況と、doch で言い表された発言との対立を示す 

[5]「非難」、「反論」、「怪訝」、「憤慨」などを表す 

 

ただしこれら[2]～[5]は、意味のレベルに図₁のような差異があると考える。 

 [2]命題の強調  [3]既定・既知の事態を再確認する      [5]「非難」、「反論」、「怪訝」、 

        [4]先行する発話ないし状況と、doch で    「憤慨」などを表す 

          言い表された発言との対立を示す 

《第一段階》        《第二段階》               《第三段階（発話内行為）》5 

図 1：心態詞 doch の意味機能の階層 

 

[2]の「強調」は包括的ではあるが doch の機能を検証するには曖昧であるため、本稿では

研究対象とせず、意味機能に関しては[3]、[4]および[5]の機能について検証する。 

 また注目すべき点として岩崎(1998)や国松編(1990)で「先行する発話内容に対する理由付

け」という記述があり、ここで言う“先行する発話内容”とは、例文(16)のようにすべて自

らの発言を指し、ほかの多くの先行研究で一致している doch の使用環境[1]とは矛盾する。 

  (3) Das kann ich nicht. Ich bin doch kein Fachmann. 

         that  can  I  not    I   am       no  expert 

 「それは、ぼくにはできないよ。だってぼく、専門家じゃないんだから」（岩崎 1998:297） 

この点は以下の[6]・[7]に設定し、 [1]〜[5]とともに次節以降で検証していきたい。 

 [6]先行する自らの発話内容に対する発話で使用される     【使用環境】 

[7]（先行する発話内容に対する）「理由付け」を表す     【意味機能】 

 

2. 研究方法 

2.1. DVDによる用例収集 

心態詞が主に話し言葉に現れるため、本稿では映画から用例を収集した。対象としたの

はドイツの童話作家 Erich Kästner の作品“Pünktchen und Anton“（邦題「点子ちゃんとアン

トン」）を実写化した映画の DVD（本編時間：105 分）である。確実に対象とする語を拾

うことができ、場面を理解する上でも有効なためドイツ語字幕がついているものを選んだ。 

2.2. アンケート 

用例収集を参考にいくつか場面を設定した上で文章を提示し、その文で doch が使用でき

るか答えてもらった。アンケート対象者は 20 代から 40 代の男女計 7 名（コンサルタント

                                                        
5 発話内行為という用語は Helbig(1988)が用いている illokutiv（英：illocutive）に因る。 
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A～G）で、全員 10 年以上のドイツ居住経験を持つ。 

 

3. 用例収集による結果と分析 

用例収集の結果 doch が用いられた回数は 83 回であり、そのうち心態詞の用法は 76 例(全

体の 92%)であった。また心態詞中、50 例(心態詞中 65%)が平叙文、8 例（同 10%）が疑問

文、16 例（同 21%）が命令文、2 例（同 2%）が感嘆文で使用された。以降、本稿で対象

とする平叙文での心態詞 doch の用例 50 例について使用環境と意味機能を見ていく。 

 

3.1. 使用環境の分析 

 1.3.で挙げた使用環境の[1]と[6]について、[1]は 43 例、[6]の用例も 5 例見つかった。 

 [1]先行する状況もしくは相手の発話に対する発話で使用される 

(4)【最近よく居眠りをするアントンに対して先生がいぶかしんで】6 

Du warst doch mal so ein guter schüler.  「君は優等生だったじゃないか。」 [0:10:46]  

 you were      ever such a   good student 

 (5)  (Frau Pogge) : Es ist für arme Kinder! 

                     it  is  for poor  children 

ポッゲ夫人：「困ってる子のためよ！」 

(Pünktchen) :  Das stimmt doch gar nicht Mama!  [1:07:35] 

                 that  go         quite not  mama 

点子  ：「違うじゃないママ！」 

 

[6]先行する自らの発話内容に対する発話で使用される 

(6)  Woher soll ich das wissen Professor?  Ich muss doch da sitzen und Französisch lernen. 

     how  should I that  know  professor     I   must      there sit  and   French  learn [0:25:37] 

「どうやってそれがわかるの、先生？フランス語の勉強をしてなきゃいけないのに。」 

 

先行研究の記述は聞き手の存在を前提としていたが、このほかにも次のような独話での

doch の使用が 1 例見られた。 

 (7)【家に空き巣に入ってきた男の顔を見て】 

  Hoppla, den kenn' ich doch.  「おや 見たことのある顔だ」[1:24:28]   

       oh    him know  I   

この用例によって、doch が独話においても使用されうることがわかる。また以下のような

分類が困難な用例もあった。 

 (8)(Anton): Stell dir vor- Der Bremser, der war heute richtig nett zu mir! Weißt, was gesagt hat?  

               image you    Mr.  Bremser  he was  today really  kind  to me  know  what  said  has 

アントン：「想像してみてよ ブレムザー先生が今日すごく優しくしてくれたんだ！何て

                                                        
6 用例の示し方について、【 】は状況の説明、[ ] 内の数字は doch を用いた発話が行われた時間を[時

間:分:秒] で示す。DVD のドイツ語は字幕から引用し、訳は筆者によるものである。 
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言ったと思う？」  

(Pünktchen) : Nö, was denn7? 

              well  what  

点子 ：「何？教えて」 

(Anton) : Der hat doch glatt gesagt, dass er sich das mit dem Brief noch mal überlegt hat.  

       he   has     smooth said   that he  him that with the  letter  yet  once consider has 

アントン：「手紙を書かないでおいてくれるって言ったんだよ」  [0:36:08] 

 

この doch を直前の点子の発言に対するものとすると、“（先生が手紙を書かないと言った事

実は）点子も知っているはずだ”という態度を表すことができるが、それでは状況に合わ

ない。しかし doch がそれより前の「先生がすごく優しかった」と述べた自らの発言に言及

したものとすると、[6]の用例と判断できる。したがって doch には直前の発言を飛び越え、

さらに前の発言にかかる力があると推測できる。 

 

3.2. 意味機能の分析 

 ここでは意味機能の[3] [4] [5] [7]について見ていく。まず使用環境[1]の 43 例における[3]

と[4]について、[3]の用法ととれるものが 11 例、[4]の用法ととれるものが 27 例あった。 

 [3]既定・既知の事態を再確認する 

 (9) 【パーティーの最中なのに家に帰ろうとするアントンを見て】 

jetzt kommt doch noch die Eisbombe! 「これからまだアイスが来るわよ！」 [0:39:11] 

 now  come        yet   the  ice-cream 

 

 [4]先行する発話ないし状況と、doch で言い表された発言との対立を示す 

 (10)【点子の発言を聞いて】 

Das hab' ich Dir doch schon gesagt. 「それは僕が言ったんだよ」 

 that have  I   you     already said 

 

ただし 43 例中 5 例は[3]と[4]のどちらともとれた。相手の発話に対して対立的な意見を述

べようとしているがその根拠が既定・既知の事態による次のような場合である。 

 (11)【勉強中、「パパはワインが好き」という例文が出てきたことを聞いて点子の父親が】 

Ich trink doch gar keinen Wein. 「私はワインを飲まないぞ」 

 I drink        quite  no    wine 

 

 次に[7]「（先行する発話内容に対する）「理由付け」を表す」という機能は先行研究で述

べられていたように[6]の使用環境（5 例）において確認できた。 

(6) Woher soll ich das wissen Professor?  Ich muss doch da sitzen und Französisch lernen. 

                                                        
7 疑問を表す心態詞である。 
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    how   should I that  know  professor     I   must      there sit  and   French  learn  [0:25:37] 

「どうやってそれがわかるの、先生？フランス語の勉強をしてなきゃいけないのに。」 

 

しかし相手の発言に反応する場合も理由付けととりうる以下のような例があった。 

(12)【なぜそうしたのかと聞かれたことに対して】 

  Na irgendwie musste ich doch Geld verdienen.  「お金を稼ぎたかったのよ」[1:26:28] 

    well somehow    must   I       money  earn 

 

これは自らの発話に続くものではなく、「なぜ？」と相手が尋ねてきたことに対する発話で

あり、例文(6)と同様の機能を持つようにも見える。これは doch の理由付けの機能とは関

係がないのだろうか。この点は次節以降アンケートによって見ていくことにする。 

[5]の「非難」、「反論」、「怪訝」、「憤慨」などを表すという機能については客観的判断が

困難であるが、先行研究の記述が主に否定的である8ことに関しては反例があった。 

 (13)【空き巣を捕まえることに協力してくれたアントンに、点子の母親がそれまでの非

礼を詫び、感謝を述べたことに対して】 

Ist doch klar.  「あたりまえですよ」 [1:29:11] 

 is       natural 

doch の否定的意味は先行する発話との対立を示す[4]の機能からくると考えられるが、相手

の控えめな態度や謙遜への対立となる場合などは必ずしも否定的要素を持たないと言える。 

 

4. アンケート調査による分析 

アンケート作成では原因と結果の因果関係が明白であること、自明の事実が原因となっ

ていないことに留意し「電車が遅れたため学校に遅刻した」という場面を作り、その上で 

設問①②「遅刻した」という自らの発話に理由付けを行う場合 

設問③④ warum?「なぜ？」と聞く、つまり確実に理由を求める場合 

を設定し、相手が「電車の遅れ」を相手が知っている場合（[Situation A]）と知らない場合

（[Situation B]）のそれぞれで doch の使用が可能か尋ねた。①と②および③と④はそれぞ

れ接続詞 weil を用いた副文とそうでない場合である。doch が使用可と答えた場合を○、使

用不可と答えた場合を×として、結果を表 2 に示す。 

表 2：アンケート結果 

      A B C D E F G 

 

① 

[Situation A]  ○  ○  ×  ×  ○  ×  × 

[Situation B]  ×  ×  ○  ×  ×  ×  × 

 

② 

[Situation A]  ○  ○  ×  ×  ○  ×  × 

[Situation B]  ×  ×  ○  ×  ×  ×  × 

 

                                                        
8 Helbig (1988)では doch の「非難」などの機能を否定的要素と呼んでいる。 
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③ 

[Situation A]  ○  ○  ○  ○  ○  ×  ○ 

[Situation B]  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

 

④ 

[Situation A]  ○  ○  ×  ○  ○  ×  ○ 

[Situation B]  ×  ×  ○  ×  ×  ×  × 

この結果により、まず相手に既知でない情報に基づいて理由付けをすることはできない

ことが確認できた（意味機能の[3]）。また理由を聞かれたことに対して doch が使えるとし

た回答は多かったが、これは理由を知りつつ質問をしたためだという意見が得られ（意味

機能の[4]）、理由付けと doch の使用には関連性が見られなかった。 

自らの発話が先行する場合には回答にばらつきが出たが、これは「理由が既知であるた

め、その既知の情報を確認するという点で doch が使用できる」とする意見（意味機能の[3]）

と、「理由自体が既知であろうと、単に新情報（“遅刻した”）を伝える際に doch が許容で

きない」とする意見で分かれた。後者については話し手の発言に対して聞き手が何らかの

反論の要素を持つ可能性を話し手が考慮しているかがコンサルタントの判断に関わってい

るようである。つまり予想される聞き手の反応に対し、話し手は doch を用いてそれに対す

る意見をあらかじめ述べておくのだと考えられるが、だとすればこれは意味機能の[3]や[4]

に含まれるとも考えられる。というのは、既に述べられた相手の意見に反応するのが[3]や

[4]であるが、「（先行する発話内容に対する）「理由付け」を表す」という[7]の意味機能は、

相手の意見はまだ述べられていないにしろ、相手の発話に対して doch を使用するという点

では同じ機能だと判断できるためである。 

 

5. おわりに 

これまでわかったことを以下に挙げる。 

・独話で doch が使用されることもある。 

・doch は直前の要素だけでなく、それよりさらに前の要素にもかかることができる。 

・doch を用いた発言は必ずしも否定的要素を持つわけではない。 

・doch 自体が理由付けの要素を持っているわけではなく、相手への反応の機能の中で、場

合によって理由付けととれる意味を持つに過ぎず、[3]や[4]の機能は相手の「既定の発話」

と「未定の発話」の両方に対して成されると考えられる。 

 

 本稿では心態詞 doch の機能に注目し、平叙文での使われ方について機能を分析した。先

行研究・辞書での doch の記述はまとめ方が一致せず、使用環境・意味ともに記述が不足し

ていると考えられる点があったが、実際の用例に触れることで doch の本質的な意味を確認

でき、またそれらがどのように会話の中で機能しているかを知る手がかりとなった。また

本稿では doch の平叙文における使用にのみ注目したが、そのほかの文種類での機能や、そ

れらと平叙文での doch とのつながりについても、今後はより多くの文例を収集することに

よって分析していきたい。 
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「バ」、「ト」、「タラ」、「ナラ」の用法について 

―日本語母語話者と日本語学習者の比較研究― 

 

日本課程 兪 美蘭 

 

キーワード：条件表現、前件の述語の制限、後件のモダリティ 

 

0. はじめに 

「バ」、「ト」、「タラ」、「ナラ」の四つの形式によって表される条件表現は、それぞれ独

自の用法はあるが、その用法には多くの共通性が見られる。そのため、日本語学習者にと

って、この四つの類義表現を完全に区別し、使い分けるのは大変難しいことである。 

本稿では、日本語母語話者と日本語学習者が、この四つの形式を用いた文を使い分けて

いる際に、どのような傾向と違いが見られるかをアンケートにより分析し、その結果から

日本語学習者の問題点を探りたい。 

 

1. 対象とする条件文の範囲 

前田(1998)は「条件文の最も基本的な機能とは、仮定的な関係を表わせることができる

かどうかということになる」と指摘している。 

前田（1998）は「条件文は仮定的条件文と事実的条件文に分けられ、仮定的条件文はさ

らに仮説的条件文と反事実的条件文に分けられる」と述べている。 

本稿では、研究の対象を条件文の中でも中心的な用法である―仮説的用法に絞ることに

する。前田(1998)は仮説的条件文を次のように定義している。 

 

条件接続辞より前(前件)および後ろ(後件)に述べられる内容の両方が、「発話時点では実現していないが、

将来的には実現する可能性のある事態」である場合をさす。         

  （前田 1998：485） 

 

2. 先行研究 

四つの条件表現の用法には、それぞれ重なる部分と独自の部分がある。益岡(1993)によ

る研究は四つの条件表現の独自の用法に重点を置いたもので、前田(1998)による研究は四

つの条件表現の用法の重なる部分に重点を置いたものである。 

前田(1998)はこの四つの条件表現の用法を重なる部分とそうでない部分に分けることで、

四つの条件表現の用法と制限について詳しく説明をしている。 

四つの条件表現を使い分ける際に、常に指摘されるのが、前件の述語の制限と後件のモ

ダリティ制限である。 

 

2.1 前件の述語の制限 

前件の述語の制限には語彙的な意味の制限と語形上の制限がある。 
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語彙的意味の問題は、前件の述語の性質によっては後件の制限が解除される場合を指す。例えば、通常

の命令文が後件に現れにくい「バ」でも、前件の述語が状態性のものであれば、可能である。                                             

(前田 1991：73 一部要約) 

語形上の問題は名詞に接続する「ナラ」を動詞・形容詞のバによる条件文の位置に置き、動詞・形容詞

のナラ条件文と別扱いしようとするものと、名詞述語はバに接続しないと見る二つの傾向がある。                            

(前田 1991：71‐72 一部要約) 

 

前田(1991)は語形上の問題点を表 1 のように、「バ」と「ナラ」に跨るものとして整理し

ている。 

表１ 前件の述語の接続一覧（タイトルは著者による。） 

と たら ば なら 

動詞 すると したら すれば するなら したなら 

形容詞 いと かったら ければ いなら かったなら 

名詞＋だ だと だったら なら（ば） だったなら(ば) 

（前田 1991：72） 

 

2.2  後件のモダリティの制限 

前田(1991)は「タラ・ナラは、後件に「話し手の意志・希望(＝まちのぞみ文)、聞き手に

対する命令・進め・許可(＝さそいかけ文)が、現れるが、バにはまちのぞみ文がわずかに

見られるだけで、トには両者ともほとんどない」と述べている。(前田 1991：68‐69) 

ソルヴァン・前田(2005)は、後件のモダリティ制限について、詳しいアンケート調査を

行っている。その調査結果をまとめたのが、表 2 である。 

表 2 条件接続辞と主節末モダリティ成立制約 

 たら 状態性述語＋バ 動作性述語＋バ ト ナラ 

モ
ダ
リ
テ
ィ 

述べ立て ○ ○ ○ ○ ○ 

表出(意志、希望、許容) ○ ○ ○ × ○ 

働
き
か
け 

許可 ○ ○ ○ × ○ 

命令・依頼・禁止、 

忠告、義務、勧誘、

願望 

○ ○ × × ○ 

                           （ソルヴァン・前田 2005：31） 

 

3. 問題点 

この四つの条件表現は個人差、地域差も大きく、母語話者すら揺れが大きいと田尻(1992)

は指摘している。 

そこで、本稿ではアンケート調査を行い、日本語母語話者と日本語学習者がこの四つの

条件表現を使い分ける際にそれぞれどのような傾向が見られ、またどのような差異がある 



「バ」、「ト」、「タラ」、「ナラ」の用法について―日本語母語話者と日本語学習者の比較研究― 

 

                      - 195 - 

かを分析し、その問題点から、日本語学習者がこの四つの類義表現をマスターするための

学習方法を提案したい。 

 

4. アンケート調査 

4.1 調査方法 

質問文1は、主に参考文献のソルヴァン・前田(2005)、豊田（1985）、蓮沼・有田・前田(2001)

の用例から収集している。 

質問文は後件のモダリティ制限に重点をおいて、大きく述べ立て（現象描写・判断）、働

きかけ（後件主体が一人称）、表出（後件主体が二人称）、三つに分けて用意してある。前

件は動詞と形容詞に接続する場合だけに限定している。 

質問文を日本人 25 人と日本語学習者 25 人に提示し、四つの条件表現の用法の適性につ

いてアンケート調査を行った。 

被験者たちには、次のような形式で 60 文を示し、適当なものには○、不適当なものには

×、どちらとも言えないものには△をつけてもらい、その結果を集計した。 

時間が  a（ ）あれば、        本の整理を手伝ってください。 

b（ ）あると 

c（ ）あったら 

d（ ）（ある/あった）なら 

被験者たちは、東京に居住する 10 代から 50 代の男女 25 人（日本語母語話者）と日本の 

大学（大学院）に在学または卒業した２0 代から 40 代の男女 25 人（日本語学習者）である。 

日本語学習者は全員中国出身で、漢族が 8 人、朝鮮族が 16 人、モンゴル族が 1 人含まれ

ている。 

 

4.2 調査結果 

質問文の答えは、適当だと判断したものは 2 点、どちらともいえないと判断したものは

1 点、不適当だと判断したものは 0 点として計算している。日本語母語話者のデータで 25

点を超えたものは使用可能と判断し、同じグループにまとめてある。 

 

4.2.1 主節が述べ立ての場合 

日本語母語話者のデータから４形式とも可能なものはグループ A に、「ト」のみ使えない

ものはグループ B に、その他はグループ C に分けている。 

 

4.2.1.1 四形式とも可能な場合 

全体的に見て、日本語母語話者の点数より日本語学習者の点数が低いのが目立つ。 

四形式の中でも「ト」の支持率が一番不安定で、質問文 10、17、23、34、36、42 のよう

に、前件が形容詞または、非動作性の動詞に接続する場合、その支持率が低くなっている 

                                                        
1 質問文とその結果は付録 1 として、別紙にまとめてある。 
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のが分かる。 

日本語母語話者、日本語学習者に関わらず、「ナラ」の支持率が一番低い。 

これは益岡（1993）が指摘した「前件と後件の間の結びつきが弱い、つまり前件と後件

が相互にかなり独立的である」という「ナラ」の特徴が大きく影響していると考えられる。 

日本語学習者の「ナラ」への支持率はさらに低く、形容詞に接続する場合よりは、下の

質問文のように、動詞に接続する場合に、点数がもっと低い。 

 

4.2.1.2 「ト」のみ使えない場合 

「仮定条件の場合に限れば、「ト」しか使えない用法はない。むしろ、「ト」の独自性が

現れるのは、事実的な条件の場合である。」と前田（1998）は述べている。 

しかし、グループ B は実際「ト」のみ使えないと判断している日本語母語話者がかなり

多い。グループ B から見ると、前件が後件で判断や態度を表現するための基盤となるもの

を提示するような表現の場合には、「ト」への支持率が低いと考えられる。 

全体的に見て、「バ」、「ナラ」、「タラ」への支持率は日本語学習者の方が低いが、「ト」

への支持率は日本母語話者より高いのが目立つ。 

 

4.2.1.3 その他 

先行研究で前田（1998）は「バ」と「タラ」のみ使えない表現はないようであると指摘

している。しかし、質問文 27、53 は、「バ」のみの支持率が低いし、質問文 2 は「タラ」

の支持率だけが低い。 

質問文 2 は、前件が非動作的述語（「バ」可能）で、前件と後件に前後という関係を求め

るのではないので、「バ」と「ナラ」は可能であるが、「タラ」は不可能である。 

また、前田（1998）は文全体が「警告」の意味を表す場合には、「ト」と「タラ」が可能

であると指摘している。質問文 27 は先行研究に当てはまるが、質問文 33 は警告の意味で

はないにもかかわらず、「ト」と「タラ」のみが可能と判断している日本語母語話者が多い。 

 

4.2.2 主節が表出の場合 

調査の結果によると主節が表出の場合には、「ト」のみ使えないものとその他、二つに分

かれている。 

後件が働きかけや表出の場合、「ト」は使えないと前田（1998）は指摘している。しかし、

今回の調査研究では、表出の場合、「ト」への支持率は働きかけの場合よりもさらに高く、

質問文 11 においては半数を超える 26 点にもなっている。 

また、前田（1998）は主節が表出の場合、前件は動作性述語でも、状態性述語でも「バ」

は使えると指摘しているが、質問文 16 と 32 は「バ」の支持率が低い。 

しかし、同じ希望を表すにも関わらず、質問文 16 の支持率が質問文 12 より低いのは、

質問文 12 は「駅に近ければ借りたいが、近くなければ借りなくてもいい」という誘導推論

の解釈を与えるのに対し、質問文 16 は大人になった後という時間的な解釈が強化されてい

るからだと考えられる。 



「バ」、「ト」、「タラ」、「ナラ」の用法について―日本語母語話者と日本語学習者の比較研究― 

 

                      - 197 - 

4.2.3 主節が働きかけの場合 

主節が表出の場合と同じく、「ト」のみ使えないものと「バ」と「と」が使えないもの、

二つに分かれている。 

後件が働きかけや表出の場合、「ト」は使えないと前田（1998）は指摘している。しかし、

今回の調査では後件が働きかけにも関わらず、その支持率は低いものの、実際使用可能と

判断している日本語母語話者がかなりいることが分かった。 

命令を表す場合よりは、許可、勧誘、忠告を表す場合、特に勧誘を表す場合にその支持

率が高い。 

日本語学習者は全体的に日本語母語話者より「ト」への支持率がもっと高いのが目立つ。

命令文よりは、義務や勧誘などより柔らかい表現の場合によく使われている傾向がある。 

また先行研究では、動作性述語に「バ」が付く場合、主節には命令・依頼・禁止のよう

なモダリティが現れないが、前件述語が状態性であれば、可能であると指摘してきた。 

しかし、質問文 8、28 は「バ」の支持率が低い。その理由としては、前件と後件の間に

誘導推論的な解釈が生じにくいからだと思われる。つまり、「信号音が鳴らなかったら、ス

イッチを切らなくてもいい」という裏の意味を喚起するのではないので、前件は後件の条

件というよりは、時間を規定している。このことも支持率が低い原因の一つだと考えられ

る。 

日本語学習者の「バ」への支持率は、全体的には日本語母語話者より高い傾向がある。 

 

4.3 まとめ 

調査の結果を見ると、全員の意見が一致するものは一つもない。日本語母語話者、日本

語学習者に関係なく、その答えは割れている。このような結果になったのは、先行研究で

指摘した用法についての個人差の他にも、自分が最もいいと思うものだけにこだわった人

とそうでない人、質問文に対する理解力などがその理由として考えられる。 

そのため、同じ「○」でも、人によってその解釈は違ってくると思うが、そうであるに

もかかわらず、四つの形式の用法への大きな傾向は見られたと思う。 

それをまとめると次のようである。 

1、先行研究では、後件が働きかけと表出のモダリティの場合、「ト」は使えないと指摘

している。しかし、支持率は低いものの、実際使えると判断している日本語母語話者はか

なりいる。特に、表出の場合にはその使用率はもっと高く、質問文 11 においては半分以上

の日本語母語話者が使用可能と判断している。 

2、「主節が働きかけの場合、許可を表す以外には動作性の述語に「バ」は使えない」と

ソルヴァン・前田（2005）は指摘しているが、質問文 50 は半数以上の支持率を得ている。 

3、日本語学習者のデータから見ると、後件が働きかけの場合、前件の述語の性質に関係

なく命令を表す場合には「バ」の支持率が低い傾向が見られる。日本語学習者は、前件の

述語の制限よりは後件のモダリティの制限に大きく影響される傾向がある。 

4、四つの表現の中で、「タラ」が一番よく使われていて、「ナラ」の支持率が一番低い。 
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これは前田（1998）指摘したように、「前件の後に後件が生起する」という「タラ」の特徴

と「前件と後件の間の結びつきが弱い、つまり前件と後件が相互にかなり独立的である」

という「ナラ」の特徴が大きく影響していると考えられる。 

5、日本語学習者は、主節が働きかけや表出の場合、「ト」への支持率が非常に高いのが

分かる。特に命令や許可よりは、勧誘などより柔らかい表現の場合半分以上の人が使用可

能と判断している。「ト」への制限をよく把握していないことが分かる。 

6、日本語母語話者のデータは多少揺れはあるが、全体的にみて、それぞれの傾向ははっ

きりしている。それに比べて、日本語学習者のデータはかなり分散していて、四形式への

理解が不充分であることが伺える。 

 

5. 終わりに 

今回の調査では、後件のモダリティの制限に重点をおいて質問文を作成したため、結果

的に三形式が使える（「ト」のみ使えない）ものが多く、二形式が使えるものが少ない偏っ

た結果になってしまった。そのため、四形式の重なる部分に関する分析がうまくできなか

った。 

調査の結果を見ると、日本語母語話者たちの答えは予想以上に割れている。その理由と

しては、先行研究でも指摘してきたように地域差、年代差、男女差などが考えられる。ま

た、日本語学習者も出身は中国だが、母語が違うので、母語の影響なども多少あったと考

えられるが、今回の調査では、こういう客観的な状況まで分析することは出来なかった。 

しかし、少なくとも日本語学習者が四つの類義表現を使い分ける際の傾向と問題点、ま

た日本語母語話者との違いは多少見られたと言える。先行研究では主節が働きかけや表出

の場合には「ト」は使えないと指摘していたが、実際使えると判断している日本語母語話

者もかなりいることが分かった。質問文 16、32、33、53 は、先行研究とは異なる結果にな

っているが、例文が少ないため、このような結果になった原因を究明するには至らなかっ

た。 

今後の課題としては、こういう本稿で扱うことが出来なかった部分に力を入れて、研究

を進めて行きたいと考えている。 

 

参考文献 

ソルヴァン,ハリー・前田直子(2005)「「と」「ば」「たら」「なら」再考」『日本語教育』125 

田尻英三(1992)「日本語教師と方言」『日本語教育』76 

豊田豊子（1985）「「と、ば、たら、なら」の用法の調査とその結果」『日本語教育』56 

蓮沼昭子・有田節子・前田直子(2001)『条件表現』東京：くろしお出版 

前田直子(1998)「バ、ト、タラ、ナラ －仮定条件を表す形式－」『日本語類義表現の文法 

        下』東京：くろしお出版 

    (1991)「条件文分類の考察」『日本語学科年報 13』東京外国語大学 

益岡隆志(1993)「日本語の条件表現について」『日本語の条件表現』東京：くろしお出版 

 



思言 東京外国語大学記述言語学論集 第 2 号 (2006) 

- 199 - 

福島県小野町の文末詞 

 

吉田麻澄 

日本課程日本語専攻４年 

 

キーワード：方言、文末詞、待遇、社会言語学 

 

1. はじめに 

 本稿の目的は福島県田村郡小野町における文末詞を収集し、整理・考察することである。

先行研究として、文末詞に関する各研究者の記述およびこれまでに行われた調査を整理す

る。また現地調査で実際に現れた文末詞の分類および言語学的な考察、社会言語学的な考

察を行い、小野町の文末詞に見られる特徴をまとめる。 

 

2. 先行研究 

文末詞という呼称を提唱したのは藤原与一である。藤原は一般的に「終助詞」および「間

投助詞」と言われるものを文末詞と呼び、文末における訴えの表現としている。 

 藤原（1978：600）は、「そういうものがありますネ。の「ネ」など」といった要素を、

「文の全表現効果を、最後的に左右する」ものであるとし、文末詞と称している。藤原は

これらを「「助詞」ではないと認識」（藤原 2004：286）している。 

藤原は、このような要素が文末で文表現を左右すること、また諸方言においてその形態

が多様であるという観点から、文末詞という呼称を使用している。また、文末詞には他品

詞からの転用が多く見られるとして、それらを転成文末詞と呼んでいる。藤原は文末詞を

「つねに文表現の待遇効果を左右するもの」（藤原 1982：xviii）としており、藤原（2004）

では目上⇔対等⇔目下という対立を問題点として、地方の文末詞を記述している。 

 また、橋本（1969）のように形態を重視する考え方、亀井・河野・千野編（1996）のよ

うに藤原の言う文末詞の性質に相当することを述べながら、あくまでも「補助的形式」と

述べ、「助詞」として扱う考え方などがあり、。文末詞という要素を認めるかどうかという

ことについては意見が分かれている。 

 他の方言研究者を見ると、秋田県方言を扱っている佐藤（2000）は「助詞」とは別にし

ながらも「文末表現」として処理し、同じく秋田方言の研究を行っている日高は、文末詞

という呼称は用いず、すべて助詞として扱っている。 

 

2.1. 本稿の立場 

 藤原は「終助詞」「間投助詞」「終助詞的に使用される他の品詞」を合わせて文末詞と呼

んでいるが、文末詞という呼称は範囲が広く、扱いきれないものをすべてそう呼ぶという

印象は拭えない。しかし、方言において他の品詞から転成した文末詞は非常に多く、単な

るその品詞の例外的な用法と言うには膨大である。また、ある形式をどの品詞として扱う 
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べきかについて悩む場合もある。このような場合に文末詞という呼称を使用することによ

り整理の助けとすることができる。本稿では藤原に倣い、文末詞という呼称を使用する。 

 

2.2. 藤原与一による文末詞研究および文末詞分類 

2.2.1 文末訴え成分としての文末詞 

 藤原は、文末に現れる要素を訴え成分としている。また訴え成分には声調、文末訴え音1、

文末詞があるとしている。藤原は文末詞を生成過程によって分類2している。 

 なお藤原は、末尾に現れる要素を話者が遊離の成分と受け取ることによってその要素が

文末詞化するとしているが、この記述は感覚的なものであり、文末の要素をどのようにし

て文末詞と判断するべきかという客観的な基準には触れていない。 

 

2.2.2. 藤原による文末詞分類 

 藤原（1982）による文末詞の分類は以下のように表すことができる。以下は藤原（1982）

の分類を筆者が整理したものである。 

 

原生文末詞―――――――― 感声的文末詞――――――― ナ行音 

               非感声的文末詞―――カ   ヤ行音 

転成文末詞―――――助詞系               サ・ザ行音 

           助動詞系 

           動詞系 

           形容詞系 

           形容動詞系 

           名詞系 

           代名詞系 

           副詞系 

           感動詞系 

図１：藤原（1982）時点の文末詞分類 

 また、藤原（1993）はさらに原生文末詞にヲ（オ）、転成文末詞に接続詞系という項目を

加え、文末訴え音も含めた 16 項目を提示している。 

 

2.3. 福島県における文末詞研究 

 福島県における文末詞研究では、敬語法の研究や文法概説としての研究の中に文末詞に

相当するものの記述が見られる。まずは方言区画について述べる。 

                                                        
1「文表現の文末にあらわれる、文末詞形以前の、わずかに音形とでも言いうるもの」であり、「語形以前

の衝動音的なものを、なんらかの訴え音として、発出して」いるもの（藤原 1982：85）。主に文末で自然

に発話される母音を指す。 
2「本来的な文末詞と思われるもの」、「既成の文末詞での音変化によって生起したもの」、「他品詞から転

成＜転生＞してきた文末詞」など（藤原 1982：41） 
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 福島県は阿武隈山地、奥羽山脈という山脈によって３つに区切られる。太平洋側の浜通 

り、内陸部の会津、そして浜通りと会津の間にある中通りである3。方言区画は菅野（1982）

によると 10 の区画に分けられる。小野町は阿武隈山地に位置し、中通りに属するが、中

通りと浜通りの境界線に近く、いくつかの方言区画の性格をあわせもっているとされる。

以下、各研究者の記述をみていく。 

 佐藤（1958）は丁寧表現の中に「終助詞」の項を設けている。佐藤によると浜通りには

丁寧な形そのものが少ないようである。またナ、ゾなどの「終助詞」に特定の要素を付加

して丁寧表現とする地方は中通りと会津で、中通りはエ、会津はシを使用する4とのこと

である。また佐藤は転成文末詞的なものについても触れ、「この場合に限り終助詞として

転用されているものである」（佐藤 1958：419）としている。 

 飯豊（1964）は対者敬語として「文末助詞」を挙げ、小野町を含む福島県内の約 40 地

点と、隣県 6 県5を調査し、全体の傾向をあらわしている。この調査によると、ナの丁寧

な形としてナエが使用されるのは福島県中通りのみである。また、ナエの他に小野町でも

使用されるナの丁寧形としてナンが挙げられているが、「「…エ」は種類・用法・対象すべ

てが多く広く、「…ン」は少なく狭く限られている」（飯豊 1964：15）というように、ナエ

はナンより広く使うことができるため、勢力を広げている可能性がある。 

菅野（1982）は文末詞にあたるものを、用言の基本形につく付属語「替り語形」と表現

している。菅野は転成文末詞と見られるものを「助詞」として扱っているが、名詞が文末

に「助詞」的につくことも述べている。 

 

3. 調査方法 

福島県田村郡小野町において調査を行った。内容は藤原（2004：40）にある日常的な会

話 33 項目からなる文末詞の調査表を使用した質問調査、そして自然会話の調査である。実

際に使用した調査表には筆者が２項目を追加し、計 35 項目とした。これは、事前調査を行

った際に筆者が予想していた文末詞の中で現れなかったものがあったためである。 

 

3.1. 調査表を使用した調査 

実施期間は 2005 年 8 月下旬～9 月上旬、2005 年 11 月下旬、および 2005 年 12 月下旬、

調査地点は小野町内の飯豊、小野新町、塩庭の 3 地点である。コンサルタントの自宅にお

いて筆者とコンサルタントの面談形式をとった。調査表に挙げた共通語を方言に訳して発

話していただき、筆者がそれを書き取った。コンサルタントは小野町在住の 17 歳から 87

歳までの男女 14 人であり、コンサルタント A（17 歳男／飯豊）・B（21 歳男／小野新町）・

C（22 歳女／小野新町）・D（22 歳女／塩庭）を若年層、E（34 歳女／小野新町）・F（44  

                                                        
3菅野宏はこれを「方言の地域差の基線」（菅野 1982：366）としている。さらに菅野は「南の方で、浜通

りと中通りの交渉、接触が多く、浜通りと中通りの南には方言の上で深い関係が見られる」と述べており、

県の南部と北部にも地域差があることが考えられる。 
4例えばナの丁寧な形は中通りではナエ、会津ではナシが使用される。 
5宮城・山形・新潟・群馬・栃木・茨城の各 1 地点。 
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歳女／小野新町）・G（45 歳男／飯豊）を中年層、H（52 歳男／小野新町）・I（53 歳男／

塩庭）・J（66 歳女／飯豊）・K（68 歳男／飯豊）・L（72 歳女／塩庭）・M（73 歳女／小野

新町）・N（87 歳女／飯豊）を老年層とする。また、コンサルタントをお願いするにあた

り、「生まれてから 15 歳ごろまでを小野町で過ごしたこと」「県外に住んだ年数が 10 年以

下であること」という基準を設けた。全員がこれらの基準を満たす方である。 

また、調査表によって得た回答を利用し、コンサルタントごとに方言特有の文末詞およ

び共通語と同様の文末詞の出現率を算出することとした。 

 

3.2. 自然会話における調査 

自然会話から文末詞を取り上げる調査も行った。コンサルタントの自宅での雑談を録音

させていただいたが、調査表による調査の間の雑談中に現れた文末詞を筆者が書きとめた

ものもある。録音させていただくことができたのは C、G、J、K の４名、総録音時間は約

２時間である。また録音をもとに、G、J、K の文末詞ごとの使用頻度を調査した6。 

 

4. 調査結果および言語学的な考察 

4.1. 現れた文末詞一覧 

調査表を使用し、質問調査を行ったところ、文末詞と思われる7以下のものが現れた。 

  ナ、ナイ8、ネ、ヨ、イ、サ、ゾ（ツォ、ド）、ゾイ（ツォイ）、カ、カイ、ケ、ノ、

ダ、ダイ、ベ（ペ）、バイ（パイ）、セ、シェ、ナンショ、ワ 

また、自然会話からの文末詞採取を行ったところ、新たに以下の文末詞が現れた。 

  ゲンチョ（ゲンチモ）、コト、シタ、ワイ、ハー 

 

4.2. 分類およびその考察 

藤原の分類法にならい、調査表ならびに自然会話において現れた文末詞の分類を行い、

調査結果の傾向から文末詞の性質を記述する。調査において得られた文末詞は【 】内に

示す。なお、本節の例文は筆者が調査表および自然会話から得たものであり、例文番号は

全て筆者によるものである。また、文末詞が得られなかった項目は省く。 

 以下、該当する文末詞を線で囲んで示す。また、長短の区別は行わない。例文はカタカ

ナで示し、鼻濁音は「カ゜」のように表記する。 

③ 原生文末詞：ナ行音文末詞類 【ナ、ナイ、ネ】 

（1）ソダナー。（感動など：そうだな） 

（2）アゲンナ。（禁止：開けるな。） 

（3）ソダナイ。（感動・丁寧：そうですね。） 

                                                        
6 この調査に関しては、全員に対して調査することができず傾向を指摘するのみにとどまっているため、

本稿では割愛する。 
7 文末詞であることの判断基準として、「その部分を除いても文が成立すること」、「藤原（1993）に挙が

っている例と同じもしくは類似した形をしていること」を用いた。 
8 ここでイと表記しているもの（以下、イ、ゾイ、カイ、ダイなど）は先行研究において「エ」とされて

いるものだが、筆者が聞いた限り現在はイと表記するのが適当であると判断したため、イとした。 
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（4）キョーワ サムイデスネー。（同意を求める：今日は寒いですね。） 

ナ（目下）⇔ナイ（目上）の対立がある。また文末詞ナには２通りの意味機能があるが、

どちらの意味機能においても対等および目下に対して使用される。また、２．４．２．で

飯豊がナの丁寧な形として挙げた「ナン」は、筆者の行った調査中には現れなかった。 

④ 原生文末詞：ヤ行音文末詞類 【ヨ、イ】 

（5）オモッテヨー。（強調：思ってさー。） 

（6）センセー キタヨー。（言い聞かせ9：先生が来たよ。） 

（7）ナジョッタイ？（疑問：どうしたのですか？） 

 文末詞ヨには強調する際に使用されるヨと、相手に言い聞かせるヨがある。強調のヨは、

高く発話される。文末詞イは WH 疑問文に現れた。 

⑤ 原生文末詞：サ行音ザ行音文末詞類 【サ、ゾ（ツォ、ド）、ゾイ（ツォイ）】 

（8）ハヤグ タベッペサー。（勧誘：早く食べよう。） 

（9）イッテ キタゾ。（言い聞かせ：行ってきた。） 

（10）イッテ キタゾイ。（言い聞かせ：行ってきました。） 

（11）アソゴニ ヤマ アッツォ。（言い聞かせ：あそこに山があるよ。） 

（12）アソゴニ ヤマ アッツォイ。（言い聞かせ：あそこに山がありますよ。） 

（13）センセー キタドー。（言い聞かせ：先生がきたぞ。） 

文末詞サは、ペサのように他の文末詞との複合形となって現れる。以下、③のナ⇔ナイ

が目下⇔目上の対立を持つように、ゾ⇔ゾイ、ツォ⇔ツォイも目下⇔目上の対立がある。

ツォおよびツォイはゾおよびゾイの異形態であり、ゾおよびゾイが -ru に後接し、-ru が

促音化した場合にのみ現れる。 

⑥ 原生文末詞：カ 【カ、カイ】 

（14）キテ モラエマスカ？（疑問：来てもらえますか？） 

（15）ソーガ。（疑問・納得：そうか。） 

（16）ソーガイ？（疑問：そうですか？） 

 文末詞カには丁寧な疑問の際に使用するカと、目下の者に対してなどぞんざいな言い方

の際に使用するカがある。文末詞カイは丁寧な疑問を表す。 

⑦ 転成文末詞：助詞系転成文末詞 【ケ、ゲンチョ（ゲンチモ）、ノ】 

（17）イッテ キタンダッケ。（過去：行って来たんだ。） 

（18）オモシェダッケ。（情報提示：おもしろいんだ。） 

（19）ツカーゲンチョ。（反意：使うけれども。） 

（20）ナジョッタノ。（疑問：どうしたんだ。） 

 文末詞ケは過去のことを述べる際や、相手に情報を伝達する際に現れる。共通語のケの

ような回想や確認ではなく、単純な過去のことを表す際に発話される。なお回想や質問の

際のケとはイントネーションが異なり、急な下がり目のあと急に上昇するのではなく、一

度も下がり目がない。文末詞ゲンチョはそれまで述べていたことを否定もしくは追加、訂 

                                                        
9 佐藤（1958：418）より。 
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正するときに現れる。文末詞ノは対等および目下に対する疑問文で使用される。 

⑧ 転成文末詞：助動詞系転成文末詞 【ダ、ダイ、ベ（ペ）、バイ（パイ）】 

（21）ナジョッタダ。（疑問：どうしたんだ。） 

（22）メシ クーベ。（意思・勧誘：ご飯を食べよう。） 

（23）コンヤ ユキ フッペ。（推量：今夜は雪が降るだろう。）  

（24）メシ クーバイ。（意思・勧誘：ご飯を食べましょう。） 

（25）ダレモ イネガッタッパイ。（推量・確認：誰もいなかったでしょう。） 

ダ⇔ダイ、ベ⇔バイ、ペ⇔パイに目下⇔目上の対立がある。ペ、パイはベ、バイの異形

態である。-ru にベ、バイが後接する場合は –ru が促音化し、ペ、パイと変化する。 

⑨ 転成文末詞：動詞系転成文末詞 【セ、シェ、ナンショ】 

（26）タベッセー。（やや丁寧な命令：食べて。） 

（27）イカ゜ッシェー。（丁寧な命令：行ってください。） 

（28）コッチャ キナンショ。（丁寧な命令：こちらに来てください。） 

 いずれも、対等より上の相手に丁寧に何かを勧める際に現れる。 

⑫ 転成文末詞：名詞系転成文末詞 【コト】 

（29）オモシェーゴド。（詠嘆：おもしろいなあ。） 

 詠嘆の表現として現れる。 

⑬ 転成文末詞：代名詞系転成文末詞 【ワ、ワイ、シタ】 

（30）イッテ キタダワ。（感動：行って来たんだ。） 

（31）トー アイデッペシター。（強調：戸が開いているじゃないか。） 

 ワは感動を表すほか、文末の印象を和らげる効果もある。シタは相手の注意を喚起する

文末詞だが、やや強めに言う際の言い方であり、主に目下に対して使用される。 

⑭ 転成文末詞：副詞系転成文末詞 【ハー】 

（32）イッショケンメーデ カイデ ハー。（感動：一所懸命書いて、まあ。） 

 共通語の「もう」や「まあ」などに相当する。 

 

4.3. コンサルタント別文末詞出現率 

 方言に特有の文末詞をⅠ、共通語と同様の文末詞10をⅡとする。 

表 1：コンサルタント別文末詞出現率（A～D：若年層、E～G：中年層、H～N：老年層） 

 A B C D E F G H I J K L M N 

Ⅰ(%) 33.8 51.8 42.8 45.0 61.7 64.8 79.6 71.0 48.5 82.6 73.1 69.5 76.5 75.5 

Ⅱ(%) 2.8 6.1 16.6 21.9 36.7 51.8 68.6 55.0 16.1 60 53.7 62.3 53.1 68.8 

                                                        
10 なお、カイなど共通語でも使われる文末詞であっても、目上の人に使用するなど明らかに共通語には

ない用法の場合はⅡに含めた。また質問のカ、言い聞かせのヨ、禁止のナはⅠとして数えた。 
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老年層は高確率で共通語と異なる文末詞が現れたが、若年層の文末詞はほぼ共通語化し

ているようである。中年層のパーセンテージはそれほど低くないため、方言に特有の文末

詞の使用は若年層で大きく減っていると考えられる。 

 

5. 社会言語学的な考察 

 これまでの調査に関する社会言語学的な考察を行う。 

 

5.1. 地域差に関する考察 

 

表 2：地域差の大きい文末詞 

 飯豊 小野新町 塩庭 

 若年層 中年層 老年層 若年層 中年層 老年層 若年層 中年層 老年層 

ナ ○／－ ●／－ ●／● ○／× －／● ●／● －／○ －／－ ○／× 

イ ×／－ ●／－ ●／● ×／× －／● ×／× －／× －／－ ×／× 

コト ×／－ ×／－ ×／● ×／× －／× ×／● －／× －／－ ×／× 

シタ ×／－ ×／－ ×／× ●／× －／× ×／× －／× －／－ ×／● 

ワ ×／－ ×／－ ●／● ×／● －／× ×／● －／× －／－ ×／× 

ワイ ×／－ ●／－ ×／× ×／× －／× ×／× －／× －／－ ×／× 

ハー ×／－ ×／－ ×／● ×／× －／× ×／● －／× －／－ ×／× 

ゲンチョ ×／－ ●／－ ●／● ×／× －／× ×／× －／× －／－ ×／× 

セ ×／－ ×／－ ×／× ×／● －／× ×／× －／● －／－ ×／× 

シェ ×／－ ×／－ ×／● ×／× －／× ×／× －／× －／－ ×／● 

ナンショ ×／－ ●／－ ●／● ×／× －／● ●／● －／× －／－ ×／× 

町内の 3 箇所の調査であったが、地域差は見られた。塩庭地区ではナ⇔ナイの対立がな

く、転成文末詞をはじめとして文末詞の種類が他の地域より少ない。また、飯豊地区での

みゲンチョが非常に頻繁に使用されていた。小野新町は塩庭と飯豊の中間で、役場なども

あって人の行き来があるため、塩庭と飯豊の用法がどちらも確認されることが多かった。 

 

5.2. 世代差に関する考察 

 若年層には方言特有の用法が少なくなり、ナ／ゾ／カ／ダ／ヨについてはほぼ共通語の

用法と変わらない。形が同じでも若年層と老年層では意味機能が異なるという場合が多く、

例えばナは若年層では禁止の場合のみしか使用されないが中年層および老年層は感動を

表すナも使用する。文末詞ナイ／ゾイ／カイ／ダイに関しても、老年層が「丁寧な言い方」

とするのに対し若年層は「目上の人には使えない」との回答だった。逆に、文末詞ケはほ

とんど若年層のみが発話する文末詞である。 
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また、全ての世代に同じ用法で盛んに使用されているものはベ、バイの類だった。 

 

5.3. 性差に関する考察 

 中年層においてのダおよびヨは、女性は共通語と同様の用法のみの使用、男性は方言特

有の用法も含む使用だった。また、セ、シェ、コト、ワ、ハーなどはほぼ女性にのみ使用

されていた。共通語でも文末にヨやワが付くと優しい印象になったり、女性的な印象を与

えることがあるので、これらの文末詞は同様の受け取られ方をしている可能性がある。 

 

6. まとめ 

福島県小野町の文末詞の特徴を挙げる。 

・塩庭地区は 3 地点のうち最も特徴的な地域だった。転成文末詞をはじめとして、老年

層についても使用される文末詞の数が他の地域に比べて少ない。 

・ナンが使用されていなかった。ナイのほうがナンよりも使用できる対象が広いため、小

野町ではナイのみが生き残ったと推測できる。また県北部には依然根強く存在するという

記述があるので、より県北部に使用範囲が移ったとも考えられる。 

・世代差が大きい。若年層における文末詞の体系は老年層に比べ大幅に変化していると見

ることができる。 

また本稿では隣県に関する研究は先行研究のみだったため、今後の課題としたい。 
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