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１ 発表の目的
今津の地理的特徴、今津方言の分類

２ 主格 属格 （が、の、φ）

３ 対格 （を・ば・φ）

４ 方向格 （さい、φ）

５ 場所格、方向格 （に、い、φ）

６ 引用格 （と、って、φ）

７ まとめ
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１ 発表の目的

目的：福岡市西区今津方言 格助詞 ゼロ格=φ 多い どんな場合？

調査協力者：男性 M1(昭和11生) M2（昭和18生) M3（昭和3生） M4（昭和23生）

女性 F１（昭和45生） （参考 F２（昭和11生））

資料： １ M1とM2 談話 24分30秒 2018年5月3日 （二人だけの会話が多い）

２ M1 M2 M3 M4 F1 へのエリシテーション（質問法）

男女の方言差：終助詞、敬語、人称代名詞

今回は男性語中心 用例表記：（M1談話） （M1質問）
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調査地点の地理的特徴 今津

福岡県地図
緑色：福岡市
黄色：糸島市

yahoo地図より白地図 KenMap Ver9.2

今津校区自治協議会
パンフレット

糸島半島の根元
糸島郡 昭和16年 福岡市併合

福岡市西区今津
人口（令和3年4月）
男性：1,482人
女性：1,502人
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鳥居と神社本殿

トシ＝今津の古名？

肥筑方言の中の
糸島方言
（博多方言と少し違う）
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一人称 二人称 指示詞 固有名詞 人名詞 動植物 無生物

具体例

あたし（男女）
あたき（男、?女）
おれ（男）
うち（女）
自分（男女）
わ（男女）

あんた
おまえ

それ 中村さん
先生
息子
大将

猫
鳥
犬
松

日
雨
橋
田んぼ
道

主格 が、の、φ

（表１） 名詞の階層性と具体例

２ 主格 属格 （が、の、φ）
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（表２） 主格 が・の・φ 名詞と文・句タイプ （F1による内省とM1談話）

名詞 文・句タイプ

合計
一人称 二人称 指示詞 固有名 人名詞 動植物 無生物 コピュラ 準体句 名詞句

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪

F1
が が が

の の *の の

M1

が 4 9 4 1 6 6 9 2 41例

の 1 2 3 20 1 1 28例

φ 2 2例

ただし主格：*自分＝の、 *わ=の
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（1）バッテンガ ソエーン ワガ ショート オモートランケンネー （① M1談話）

batteN=ga soeeN wa=ga s-joo=to omoo-tor-aN=keN=ne
しかし=強調 そんなに 私=主格 する-推量=引用 思う.連用-完了-否定-逆接=終助詞

しかし、そんなに（心筋梗塞のようなこと）私がするだろうと思っていなかったからね

（2）パイプノ ハイットートヨ （⑦ M1談話）

paipu=no hait-too=to=jo
パイプ=主格 入る-完了=準体=終助詞

（身体の中に）パイプが入っているんだよ

（3）ソレガ 今度 コ… 教育大学ニ ナッタトガ イツイネ？ （③⑨ M1談話）

sore=ga koNdo koo...kjooikudaigaku=ni natta=to=ga itsu=i=ne?
それ=主格今度 こ…教育大学=変化格 なる=準体=主格 いつ=時=終助詞

それが今度教育大学になったのが、いつかな？

コピュラ 準体句 名詞句

Aが（Bだ）
V.終止連体=と

例：行く=とが

N=の=方
例：桃=の=方が

（表３） 文・句の別による主格のガ
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（4） アノ ミチン トコヤラ マツ ケッコー ノコットッタトタイ （⑦M1談話）

ano mici=N toko=jara matsu=φ kekkoo nokot-tot-ta=to=tai
あの 道=属格 所=やら 松=φ 結構 残る.連用-完了-過去=準体=終助詞

あの道の所など、松が結構残っていたのだよ 状態

存在動詞の場合 （ 物 動植物 人 ）主格=φ

（5）ウチ ソノ ホン アルヨ （F1質問）

uci sono hoN=φ aru=jo
うち=φ その 本=φ ある.終止=終助詞

私の家にその本があるよ

（6）｛ネコ/セート/シランヒト｝=φ オッタネー （F1質問）

｛猫/生徒/知らん人｝がいたね

属格 同格

M1
の、ん が の

の５５、ん８ ３ １

（表４） 属格の用例数（同格のノ含む）
（M1談話）

属格 の（ん）63例、が3例
一人称代名詞 アタキ＝ガ＝ト、ワ＝ガ＝ウチ
二人称代名詞 ?オマエ=ガ＝ト

9

主格 φ格
状態を表す文
存在文
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※ ガ 主格と属格（人称代名詞 ただし、二人称は ?オマエガト）
①尊卑別 先生ノ、乞食ノ、ガ

『九州方言の基礎的研究』 文法45（p.166） F1内省：尊卑なし
②一人称代名詞

アタキ＝ガ アタッカー cf. 現在の博多方言 アタッガー
『九州方言の基礎的研究』 音韻55 （p.151）
「国語」 コクゴ（糸島郡）、コッコ（福岡市）

（7）ソヤケン ワガ クルマデ サット カエッテ キタッタイ （M1談話）

sojakeN wa=ga kuruma=de satto kaet=te ki-ta=t=tai
だから 私=属格 車=手段 さっと 帰る=接助 来る-過去=準体=終助詞

そうだから、 私の車でさっと帰ってきたんだよ。

（8）アノー （人名A）クンノ オクサンノ サト （M1談話）

anoo （人名A）kuN=no okusaN=no sato
あのー A君=属格 奥さん=属格 里

あのー、A君の奥さんの実家

対象語の場合
（9）サケノ ノミタカー

sake=no nomi-taka
酒=対象 飲む.連用-願望

酒が飲みたいな

10福岡今津方言の格助詞ととりたて性 荻野千砂子・三苫麻里



※ アタッカ
（10）アタッ=カ スルヨー （M3質問）

私=が する=よ 主格

（11）アタッ=カ ｛ハタケ / クルマ｝ （M１ 電話質問、録音なし)

私=の ｛畑 / 車｝ 属格

（12）アタッカ=ノ ハタケ （M3質問）

私（が）=の 畑 → アタッカ＝私

※ ワガ 再帰代名詞としての用法 二人称を指す
（13）Ａ「オマエントコ 草 ボウボウヤネ」 Ｂ「ワ=ガ ハタケ、ミレ」 （M3質問）

Ａ「お前の所は草がぼうぼう生えているね」 Ｂ「己の畑を見て（から言え）」

（14）ワガワガデ シンシャイ ワガ=自分 （Ｆ２質問）

各自で しなさい （副詞的）
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※ 準体句について

（15）モーイッチョイレルガ ヨカローナ イイヨンナッタ バッテン （⑨ M1談話）

mooicco ireru=φ=ga joker-oo=na ii-joN-nat-ta=batteN
もう一つ 入れる=φ=が 良い-推量=終助詞 言う.連用-継続-尊敬-過去=逆接

もう一本（管を）入れる方がよいだろうなと言いなさったけど

（表５） 共通語との準体句の比較

12

共通語例文 今津方言 タ形＋φ 言いやすい 今津方言 ル形＋φ

慣用句 行くがいい

推量 *行くがいいだろう 病院=φ行った=φ=がよかろうーや 行く=がよかろーや

同意 *行くがいいだろうね 病院=φ行った=φ=がよかろうーね 行く=がよかろーね
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「～の方が（意味）」 ＋ 述部が評価「よい」「よくない」 の場合

（16）薬 もういっちょ ｛飲んだ/?飲む｝=がよかろーな （以下、18までＦ１質問）

薬を もう一つ 飲む方が いいよ

（17）薬 飲む=｛と/*φ｝=が きつかった 「飲むコト」では使えない
薬を 飲むのが きつかった

ただし、コト準体句で言えないことはない

（18）わーわー カラス=の ｛??鳴きよった=φ/鳴きよった=と｝=が しゃーしかった
カーカー カラスが 鳴いていたのが うるさかった

動詞連体形（準体句） は 「～の方が」の意味で 許容高
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３ 対格 （お、ば、φ）

（表６） 修正前 対格の助詞 を・ば・φ （M1談話）

（19）サカナ コーテ キタバイ
sakana=φ koo=te ki-ta=bai （M1質問）
さかな=φ 買う.連用=接助 来る.連用-過去=終助詞

魚を買ってきたよ

（20）ソッチガワヤ ナカ。 コッチガワバ ミランナ=コテ （M1質問）

soccigawa=ja naka. koccigawa=ba mir-aN=na=kote
そっち側=で ない。 こっち側=ば 見る.未然-否定=終助詞=終助詞

そっちではなくて、こっちを見ないといけないよ

M1

φ お ば 合計

44 5 10 59例

74.6% 8.5% 16.2% 100.0

ゼロ格 75% バ 16% 少ない
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（21）ホイタラ アノ テンテキバ スル イイナッタ。 テンテキ （M1談話）

hoitara ano teNteki=ba suru ii-nat=ta. teNteki
そうしたら あの 点滴=対格? する 言う.連用-尊敬-過去 点滴

そうしたら あの、 点滴をするといいなさった。点滴だよ。 重複

（22）ゴカウラ イビノ コージバ アノー（いつ怪我したかと聞かれて） （M1談話）

gokaura ibi=no koozi=ba anoo
五カ浦 イビ=属格 工事=対格? アノー

五カ浦水門の工事を、あのー 主原因

（23）コンダー ステンド ユートバ （心筋梗塞の治療の様子を説明） （M1談話）

koNda=a suteNdo =φ juu=to=ba
今度=は ステンド=φ 言う=準体=対格?

今度はステントというものを 準体句

重複 主原因 準体句 指示焦点

2 3 1 2

（表７） バの用法分類 （M1談話）

ば 8例（取り立て性） / 10例
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（24）ヒラク アノー フーセンオ サキ イルータイ （M1談話）

hiraku anoo huuseN=o saki=φ iruu=tai
開く あのー 風船=対格 先=φ 入れる.終止連体=よ

（血管を）開く（ため）あのー風船を先に入れるのよ (重要：ステントvs風船：非重要、非隣接性）

お：５例中 ３例が指示詞 （説明文） 複数項が続くときの指示詞はφにならない

M1

φ お ば 合計

44 5 2 51例

86.3% 9.8% 3.9% 100.0 

（表８） 修正後 対格の助詞 を・ば・φ （M1談話）

対格：ゼロ格（φ）が基本
お：対格
ば：対格強調 格助詞とは異なる機能
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４ 方向格 （さい、φ） さい： 音声形 ツァイ、 サエ

（25）モトオカサイ イク トキイ コー カーブノ アローガ （M1談話）

motooka=sai iku toki=i koo kaabu=no ar-oo=ga

元岡=方向格? 行く 時=副詞的 こう カーブ=主格 ある.未然-推量=終助詞

元岡へ行くときに、こうカーブがあるだろう？ 方向 談話2例

（26）ドッツァイ イキヨート？ （いつもと違う方向に行っているとき） （M1質問）

dot=tsai iki-joo=to?
どっち=方向格? 行く.連用-継続=準体

どっちへ行っているの（責める感じ）？ 方向

さい：ある場所から移動する。元の場所ではない（不在）。着点は不問
不定性が強い。指示詞と共起しやすい
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（27）ドコ イットッタトカ？ （F1質問）

doko=φ it-tot-ta=to=ka?
どこ=φ 行く-完了-過去=準体=終助詞

どこに行っていたのか？ 方向=φ、 場所でもいい 場所格=φ

（28）ドコ｛サイ/イ｝ イットッタトカ？ （F1質問）

doko=｛sai/i｝ it-tot-ta=to=ka?
どこ=｛方向格?/場所格｝ 行く-完了-過去=準体=終助詞

どこ｛へ/に｝行っていたのか？ 方向 場所
どこい ：場所を尋ねる
どこさい：場所を尋ねたいわけではない、不在を責める、とりたて性

九州方言学会（1991 （1969年初版））岡野信子 「福岡」
方向・方位 ニであるが、助詞無表示のことも多い。強勢指示は筑後でサン、筑前でサイ、豊前
でサエである。

18

方向格
さい 方向格強調 → ゼロ格の判定 さい格？に格？ 判別難しい
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５ 場所格 方向格 変化格 （に、い、φ）

移動動詞 動作主到着点

（29）イトシマチューガッカラ シハンニ イットンナロー？ （① M1談話）

itoosima＋cuugak=kara sihaN=ni it-toN-nar-oo?
糸島中学=奪格 師範=場所格 行く.連用-完了-尊敬-推量

糸島中学から師範学校に行っていなさるでしょう？ AからBに

移動動詞 対象到着点

（30）ソレバ アツメテ ショーガッコーニ モッテ イクト （② M1談話）

sore=ba atsume=te sjoogakkoo=ni mot=te ik=to
それ=対格強調 集める.連用=接助 小学校=場所格 持つ.連用=接助 行く.終止=準体

それ（松脂）を集めて小学校に持って行くの AばBに
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（表９） 場所格・変化格・時格の助詞 に・い・φ （M1談話とF1内省）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

合計

移動場所
存在
場所

変化 時 準体句 副詞的
用法

動作主
着点

対象
着点

目的
N+V連用

用例 学校に 缶に 魚取りに 今津に ～になる 八日に ～とに 先に

に＋い 8 10 1 2 20 5 1 2 49例

サイ※ ○ ○ × × × × × ×

φ 6 1 4 2 1 4 18例

合計 14 11 5 4 21 5 1 6 67例

φの％ 42.9% 9.1% 80.0% 50.0% 4.8% 0.0% 0.0% 66.7% 26.9%

（に） 4 9 14 3 30例

（い） 4 1 1 2 6 2 1 2 19例

φ可能性※ ○ ??? ○ ○ ○ ○ × ○

20

※ サイの許容度や、ニ・イがφになる可能性はF1の内省による

ニ・イ φの割合が少ない 特に②
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移動動詞 目的

（31）マツヤニトリ イットイテ （③ M1談話）

matsu+jani tori=φ it-toi=te
松脂＋取り=φ 行く.連用-ておく=接助

松脂取りに行っておきながら

〔名詞＋動詞連用形〕→名詞句相当 ：ご飯食べ、うどん食べ、松露取り、米買い、花見、 *赤ちゃん見

存在動詞

（32）アー ココ アッタ （④ M1談話）

aa koko=φ at-ta
あー ここ=φ ある.連用-過去

あー、ここにあった 一項動詞の場合 場所格 φ

（33）アー ココ=イ アッタ （F1質問）

aa koko=i at-ta
あー ここ=場所格 ある.連用-過去

あー、ここにあったのか に・い 取り立て性 （⑧の副詞的用法は除く）
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二項動詞の場合
1)通常 場所格 φ 対格φ ??
2)通常 (34) 場所格 に、い 対格φ ○ に、い 格助詞
3)通常 起点 から 到着点 に、い ○ に、い 格助詞
4)取り立て〔対格〕 対格強調 ば 場所格 に、い ○ に、い 格助詞
5)取り立て〔方向〕(35) 方向格強調 さい 対格φ ○
6)取り立て〔対格､方向〕対格強調 ば 方向格強調 さい ○

（34）タローガ ココ=イ コメ=φ オキヨッタヨ （F1質問）

taroo=ga koko=i kome=φ oki-jot-ta=jo
太郎=主格 ここ=場所格 米=φ 置く.連用-継続-過去=終助詞

太郎がここに米を置いていたよ 通常文 い：格助詞

（35）マエバルサイ コメ モッテ イッタ （F1質問）

maebaru=sai kome=φ mot=te it-ta
前原=方向格強調 米=φ 持つ.連用=接助 行く.連用-過去

前原へ米を持っていった 取り立て〔方向〕
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一項動詞の場合
場所格、方向格：ゼロ格が基本
に、い ：場所格強調、方向格強調 とりたて性

二項動詞の場合
場所格、方向格：に、い が基本
対格 ：ゼロ格が基本
さい ：方向格強調、方向（場所）格強調

（36）ドマサイ コメ オイタヨ （F1質問）

doma=sai kome=φ oi-ta=jo
土間=方向（場所）格 米=φ 置く.連用-過去=終助詞

土間に米を置いたよ 取り立て〔場所〕 土間：場所名詞

さい： *ここさい 本の ある → 場所は表せない
土間さい 米 おいた → 移動結果の場所 許容 方向（場所）格

「に」と「い」の違い

東京に
トーキョー=*イ
西新に
ニシジン=*イ

語末音が
/R/と/N/では *イ

福岡今津方言の格助詞ととりたて性 荻野千砂子・三苫麻里



６ 引用格 （と、って、φ）

思う 聞く 言う

合計① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

発話 名称 説明節 省略 成句

M1

と 6 1 1 1 8例

って 10 3 1 3 17例

φ 11 8 3 1 23例

φ% 0.0% 52.3% 66.7% 75.0% 0.0% －

（表１０） 引用格の助詞 と・って・φ （M1談話）

24

成句：「トウイータ（というのは）」、「『A』ユータンナー（Aともなれば）」
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（37）イコー ユーテ クルマイ ノッテ イキヨッタ トコロガ
iko-o=φ juu=te kuruma=i not=te iki-jot-ta tokoro=ga
行く.意志=φ 言う.連用=接助 車=方向格 乗る-連用=接助行く.連用-継続-過去 ところ=強調

行こうと 言って 車に 乗って 行っていた ところに

ノシテ イク ユーケン ナラ ノッテ イコーカナ ユーテ
nos-i=te iku=φ ju-u=keN nara not=te iko-o=kana= =φ ju-u=te
乗せる.連用=接助 行く.終止=φ 言う.終止=理由 それなら 乗る.連用=接助行く-意志=終助詞=φ 言う.連用=接助

乗せて 行くと 言うから それなら乗って 行こうかなと 言って

（38）ホイテ ソコカラ クジッテ イーナーモン
hoite soko=kara kuji=tte ii-naa=moN
そして そこ=奪格（主格） 九時=引用格 言う.連用-尊敬=終助詞

そして、そこ（病院）が 九時（受付）って いいなさるんだよ

動詞「言う」→ 引用 φが基本ではないか → って：直接話法や取り立て性を表す？
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７ まとめ

・今津方言では、主格、対格、方向格、場所格、引用格でφ格が見られる
・主格は基本、「の」「が」が用いられるが、状態や存在の文ではφ格が用いられる
・対格は、基本がφ格で、「ば」は取り立て性を帯びる
・方向格は、基本がφ格で、 「さい」は取り立て性を帯びる
・場所格、方向格は、一項動詞ではφ格が基本で、「に（い）」は取り立て性を帯びる

二項動詞では、場所格、方向格が基本「に（い）」となる。「さい」は場所名詞について取り立て性を帯びる
・引用格は、動詞「言う」の直前でφ格となれる。φ格と「って」の違いは今のところ不明である
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