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千葉県南房総市三芳の方言
 ノダ文がダ文 「何する？」aniː ɕidda

 斜格の分岐 /ani si-ru=da/

◦ 連体修飾格：=ga, =no, (=na)

◦ 「に」に相当：与格=ge ̆aa, 方位格=sa, 位格=ni, 経
験者格=gani

 /k/の脱落
◦ 「作る」tsɯːɾɯ, 「書きたい」kaite ̆aː

 母音融合
◦ /ai, ae/  [e ̆aː] 「お前」ome ̆aː
◦ /au/  [aː]「買う」kaː
◦ /ui/  [iː] 「暑い」atɕiː
◦ /oi/  [eː]「広い」çiɾeː

「南房総いいとこどり」より
https://www.mboso-etoko.jp/column/detail.asp?id=89

動詞・形容詞の活用の統合
サ変の一段化、形容詞の…… 千葉県南房総市三芳方言の格（佐々木
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三芳方言の格
格 形式 Cf. 標準語

主格 代名詞-ga (o-ga), 名詞=ga (isusu=ga) 俺が、石臼が

対格 名詞-ː (isusuː) 石臼を

経験者格 代名詞-gani (wa-gani), 名詞=gani (taroo=gani) お前に、太郎に

与格 代名詞-ge ̆aa (o-ge ̆aa), 名詞=(N)ge ̆aa (otooto=(N)ge ̆aa) 俺に、弟に

位格 名詞=ni (tookjoo=ni (i-ru)) 東京に（いる）

方位格 名詞=sa (tookjoo=sa) 東京に（〜へ）

具格 名詞=de (mizu=de (araa)) 水で（洗う）

共格 名詞=to (otooto=to) 弟と

所有格 代名詞-ga (o-ga), 名詞=ga (ojazi=ga (sjasiN) 俺の、親父の

属格 指示詞-no (a-no), 名詞=no あの、太郎の

連体場所格 名詞=na (sita=na (ta)) 下の（田圃）
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標準語の「に」に対応

標準語の「の」に対応
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斜格主語と間接目的語が形式上
区別される
 wa-ganjaa o-ga kimoci=ga wakaN-nĕaa

2-EXP.TOP 1-POSS feeling=NOM understand-NEG.NPST

‘お前には俺の気持ちがわからない’

 taroo=wa otooto=(N)gĕaa zibuN=no ucii
Taro=TOP   brother=DAT self=GEN      house

jaQ-taa
give-PST

‘太郎は弟に家をやった’
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経験者専用の格は類型論的にも珍しい。他にはアンディ語やゴドベリ語と
いったダゲスタン南西部（コーカサス）の言語に見られる情動格がある
（Malchukov 2009）。
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本発表で論じる内容

格形式への文法関係、意味役割、名詞
句階層の反映

◦ 連体修飾格（所有格、属格）

◦ 斜格（標準語の「に」に相当）

格形態素の独立性に関する多様性

◦ 所有格に拘束形式が前接する構造

 実際には所有格関連形態素

◦ /ga/と/no/の並行性
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本発表の構成

前提となる議論

名詞句内の所有関係の表し方

間接目的語（受け手）の表し方

所有格に前接する要素の形態的多様性
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議論の前提

格形式を左右するもの

◦ 統語的要因

 主語・直接目的語（としてコード化されているか）

 文か連体修飾構造か

◦ 意味的要因

 意味役割（semantic/thematic roles）

 名詞句階層（NP hierarchy, Silverstein 1976）

 情報構造上の位置づけ（topic, focus, …）
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議論の前提

 直接格と斜格
◦ 直接格
 主語・直接目的語の格

 主格(A=S)、対格(O)、能格(A)、絶対格(S=O)

 文法関係、意味役割、名詞句階層上の位置づけ、情
報構造上の位置づけなどの観点から分析

◦ 斜格
 上記以外の格

 意味役割との対応関係から考察される傾向

 意味役割上の広がり→意味地図（semantic map）

 名詞句階層上の位置づけはあまり考察の対象になら
ない傾向→日本語方言の斜格を考える上では重要
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議論の前提
 意味役割の定義(VVL 1997)

◦ 動作主（agent）：意図的で故意に動作や出来事を引き起こ
す者。

◦ 経験者（experiencer）：内的経験をする知覚を持った存在。

◦ 道具（instrument）：通常無生で行為の中で動作主によっ
て操られる存在物

◦ 被動作者（patient）：ある状態にあるまたは状態変化を被
る物。

◦ 対象（theme）：存在するあるいは位置の変化を被る物。

◦ 受け手（recipient）：何かを得る人（受け手は常に有生で
あるか准有生の存在である）。

◦ 着点（goal）：通常無生である点では異なるが、受け手と
同様の到達点。

◦ 起点（source）：事態の発生点。

◦ 位置（location）：事態の空間上の位置。
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意味役割と名詞句階層
 意味役割の定義(VVL 1997)

◦ 動作主（agent）：意図的で故意に動作や出来事を引き起こ
す者。

◦ 経験者（experiencer）：内的経験をする知覚を持った存在。

◦ 道具（instrument）：通常無生で行為の中で動作主によっ
て操られる存在物

◦ 被動作者（patient）：ある状態にあるまたは状態変化を被
る物。

◦ 対象（theme）：存在するあるいは位置の変化を被る物。

◦ 受け手（recipient）：何かを得る人（受け手は常に有生で
あるか准有生の存在である）。

◦ 着点（goal）：通常無生である点では異なるが、受け手と
同様の到達点。

◦ 起点（source）：事態の発生点。

◦ 位置（location）：事態の空間上の位置。

指示物が有生
の意味役割
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意味役割と名詞句階層
 意味役割の定義(VVL 1997)

◦ 動作主（agent）：意図的で故意に動作や出来事を引き起こ
す者。

◦ 経験者（experiencer）：内的経験をする知覚を持った存在。

◦ 道具（instrument）：通常無生で行為の中で動作主によっ
て操られる存在物

◦ 被動作者（patient）：ある状態にあるまたは状態変化を被
る物。

◦ 対象（theme）：存在するあるいは位置の変化を被る物。

◦ 受け手（recipient）：何かを得る人（受け手は常に有生で
あるか准有生の存在である）。

◦ 着点（goal）：通常無生である点では異なるが、受け手と
同様の到達点。

◦ 起点（source）：事態の発生点。

◦ 位置（location）：事態の空間上の位置。

指示物が無生
の意味役割
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指示物の有生性で対立する意味役割

荷物を家に送った。

年賀状をみんなに送った。

顔にほくろがある。

彼には金がある。

◦ 存在動詞を使って有生の位置として所有
者を表す構文（Benveniste 1960, Freeze 
1991）

着点（無生）
・ ・

受け手（有生）
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意味役割と格

 同じ意味役割の名詞句の格を左右する要因

◦ 文法関係

 彼が子供に小遣いを与えた（受け手, IO）

 子供が彼から小遣いを受け取った（受け手, S）

◦ 情報構造（格助詞の「省略」可能性など）

◦ 述部の品詞（私が踊る、私の踊り）

◦ 極性

 Tu as une voiture? 

 Non, je n’ai pas de voiture. 

◦ 名詞の内在的な意味（有生性）
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名詞句階層と格

能格型
A≠S=O

対格型
A=S ≠ O

名詞句階層は日本語方言における所有格助詞の使用範囲や与格助詞の使
用範囲を記述する上でも有効。

自動詞主語: S S            S

他動詞主語: A

直接目的語: O   A     O   A       O

主格対格能格絶対格
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名詞句内の所有者と所有格

標準語：連体修飾格は「の」一つ

◦ 連体修飾名詞句を常に属格助詞でマーク

◦ 修飾名詞句の意味役割は非関与的

◦ 修飾名詞の内在的意味も非関与的

 水海道方言（茨城）、三芳方言（千葉）

◦ 三つの連体修飾格

 所有格ガ、属格ノ、連体場所格ナ
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所有格助詞ガの使用範囲

 私の服、父の靴、先生の車、猫の尻尾、甲虫の角、大根の葉

• 所有格助詞の使用範囲の個人差は名詞句階層上の広がりとして捉
えることができることがわかる。

• 意味関係の関与：*政治家の喜四郎、*狐の襟巻き

属格助詞ノ
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調査概要

 2019年8月

千葉県南房総市三好地区

嵯峨志図書の会のメンバー

◦ 70代半ばから80代半ば、6名

◦ 全員生え抜き

名詞句内所有者と間接目的語の表し方
に関するアンケート調査

◦ [[  ]NP{=ga/=no} N]NP

◦ ○○が △△に □□を やる
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所有格助詞ガの使用範囲

○○の手、○○の服、○○の字

◦ ガが使えない場合はン（〜ノ）

◦ 意味役割が同じでも名詞句階層の左端の
方がガを使いやすい。

◦ 動作主の場合は連体修飾節を用いる話者も

 セガレ=ガ ケャータ ジ
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受け手と与格

 千葉県全域、茨城県
南部、埼玉県東南部

 三芳方言の与格
◦ 代名詞-geaa

◦ 名詞=Ngeaa

千葉県など 標準語

与格 NP=ge (geaa)

NP=ni
方位格 NP=sa

経験者格 NP=gani

位格 NP=ni

• 子供に小遣いをやる
• 駅に行く
• 私にはわからない
• 庭に池がある
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三芳方言の受け手（間接目的語）

○○に水を｛やる・くれる｝

名詞句階層の左端は全員が与格

 名詞句階層の右端は全員が方位格（サ）

◦ 1名は与格も可

与格も方位格も使えない場合は位格
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与格の意味地図

(me, te, lui, nous, vous, leur)
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所有格に前接する要素の形態的
多様性
 1人称、2人称、疑
問代名詞

◦ o-ga, wa-ga, da-ga

◦ *o-, *wa-, *da-

 附属形式

◦ ore, ware, dare

 自立形式

 oN=ga, waN=ga, daN=ga

 名詞

◦ otooto=ga（弟の）

◦ segare=ga （息子の）
 otooto, segare

 上記は自立形式
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• 名詞がホストのとき、所有格・主格の/ga/は単語（自立形
式）に附属する→/ga/は附属語, enclitic

• 代名詞がホストのとき、/ga/は単語（自立形式）にも附属形
式じも接続する→接尾辞用法

附属形式につくものは，勿論附
属形式である（服部 1950: 10）
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/no/にもある前接する要素の形態
的多様性
 ko-N (< ko-no) koro=wa (Cf. *ko-)

◦ この頃は（若ゃー衆の柿盗み）

 so-N (< so-no) masuma=N (< 
masuma=no) otoo (Cf. *so-)

◦ その増間の男（久兵衛どんの愛馬心）

 a-N (< a-no) koe=ga iiQ-pe (Cf. *a-)

◦ あの声がいいだろう（若ゃー衆の柿盗
み）

 do-N (< do-no) jaN-domo=daa (Cf. *do-)

◦ どの野郎どもだ（若ゃー衆の柿盗み）
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代名詞と指示詞

 /no/に助詞用法と接尾辞用法があるこ
とは服部（1950）も指摘。

 /ga/と/no/の共通点

◦ 連体修飾用法を持つ。

◦ 指示詞と代名詞の共通点

 転換子 (shifter, Silverstein 1976)
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日本語のôkina, ciisanaの-naはkôhuku na, sizuka naのnaと形も意味も同じであ
り，sudeni, honno (sukosi)の-ni, -noもsizuka ni, haruka ni; sukosi no, iroiro noのni, 

noと形が同じで意味も一部同じであるが，ôki-, ciisa-, sude-, hon-などが附属
形式であるから，これらの-na, -ni, -noも附属形式である。（服部 1950: 10-

11）
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