
方言研究における例文提示法について

下地 理則

1 はじめに

本稿は，方言研究，とりわけ文法現象を記述する方言文法記述研究における例文提示にかかる様々な問題

（表記，形態素分析とグロス付与など）に対して，統一的な対応策を示すことを目的とする1。

昨今，通言語的な比較研究・類型論的研究の文脈の中で例文提示に関する標準が生まれつつある。最もよく

知られるものは，マックスプランク進化人類学研究所の提案する Leipzig Glossing Rules (LGR)である2。英

語などの比較的よく知られた言語以外の言語の例文を示す場合，LGRに従って以下のような方法で提示する

ことがかなり一般的になっている。

(1) Lezgian (Haspelmath 1993)

Gila

now

abur-u-n

they-obl-gen

ferma

farm

hamǐsaluǧ

forever

güǧüna

behind

amuq’-da-č.

stay-fut-neg

‘Now their farm will not stay behind forever.’

この提示法は，特に 3段 1セットになっている点を指して，本稿で「標準３段方式」と呼ぶ（cf. Canonical

triliniar representation; Lehman 2004）。1段目には，語ごとに分かち書きされ，語の内部の形態素分析も施

された例文が記される。2段目には 1段目の形態素ごとに注釈（グロス）が与えられている。1段目の各語の

左端と 2段目のグロスが揃うように配置する。3段目は全文訳である。3段 1セットにするというやり方以外

にも，本稿で詳述していくように，記述対象言語の形態素が語彙的意味を持つ場合には翻訳対象言語の対応す

る表現をあて，文法形態素に対してはキャピタルの略号をあてる点や，形態素境界には接辞境界をハイフン

で，語境界をスペースにする点など，これまでの記述研究で慣例となっていた様々な例文提示の方法が LGR

によって標準化されている。

日本国内に目を向けると，琉球諸語研究に関しては，個々の方言の体系的記述文法書の作成とその成果の世

界への公開という研究動向が強化された 2010年あたりから，LGRに準拠した標準３段方式の例文提示法が増

え始めている3。一方，本土方言については例文提示に関する標準化の議論はまだ見られない。方言研究の成

果発表の場としての主要学会機関誌における対応に関して，『日本語の研究』（日本語学会機関誌），『日本語文

法』（日本語文法学会機関誌），『方言の研究』（日本方言研究会機関誌）には例文提示の規程が存在しない4。

1 本稿は日本方言研究会機関誌『方言の研究』6 号「解説：方言研究の方法」に掲載予定の論文である。本稿は科研費費基 B

（19H01265）「多言語による日本語学用語辞典および日琉諸語の用例に対するグロス規範の作成」（代表：ジスク・マシュー氏）の
助成を受けている

2 https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
3 Shimoji and Pellard (2010)は，LGRに準じた例文提示を採用し，各方言共通のグロスを用いて概説を行った成果である。2012

年度から 2014年度まで行われた科研費基盤 A「消滅危機言語としての琉球諸語・八丈語の文法記述に関する基礎的研究」（代表：
狩俣繁久氏）では，例文提示の標準化に関する議論が盛んに行われた。筆者も分担者になっている科研費費基 B（19H01265）「多
言語による日本語学用語辞典および日琉諸語の用例に対するグロス規範の作成」（代表：ジスク・マシュー氏）は，通言語的な視点
で日琉諸語，古典語などのグロスの標準化に関する日本で初めての研究であり，注目される。

4 広く世界の諸言語を扱う『言語研究』（日本言語学会機関誌）の投稿規程においては標準３段方式の例文提示法が推奨されている。

1

https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf


2 例文提示とグロスづけについて

2.1 例文提示の基本

例文提示における言語間翻訳，すなわち注釈は，(2)で示すように様々なレベルがある（Lehman 2004, Lieb

and Drude 2000, 下地 2013；(2)の 7つのレベルはこれらの研究をもとに一部修正)。

(2) 注釈情報の束

• Level 1: 生データ（音声）

• Level 2: 音声の文字化（IPA）

• Level 3: 例文（音声・音韻表記）　

• Level 4a: 単語ごとの分かち書き

Level 4b: 単語ごとの訳

• Level 5a: 単語内部の形態素分析

Level 5b: 単語内部の形態素ごとの訳（グロス）

• Level 6: 翻訳言語の全文訳

• Level 7: さらなる注釈情報

なお，本稿でいうグロスとは，Level 5bの形態素の注釈情報をさす。今，宮崎県椎葉村尾前方言の文 hwyaano

tobioru「ハエが飛んでいる」という文を例にして上記の注釈をフルに行った例文提示は以下のようになる（翻

訳言語を日本語とする）。

(3) 全レベルを網羅した例文提示（宮崎県椎葉村尾前方言）

• Level 1: （録音データ）

• Level 2: [y
˚
ä:notobiwoRu– ]

• Level 3: hwyaanotobioru

• Level 4a: hwyaa=no tobioru

Level 4b: ハエ=nom 飛んでいる

• Level 5a: hywaa=no tob-i-or-u

Level 5b: ハエ=nom 飛ぶ-inf-prog-npst

• Level 6: 「ハエが飛んでいる」

• Level 7: 20130922 e 02

この例文において，Level 1にはこの例文の音声データが（サウンドファイルへのリンクなどによって）格

納されることになる。通常の文法記述の文脈では Level 1は捨象されるが，例えば談話資料で例文を眺めなが

ら，別添の音声ファイルを聴く，という場面では，Level 1が付随した例文を眺めていることになる。Level 2

はその音声データを書き起こした精密音声表記である。Level 3はそれを音韻表記に改めたものである。尾前

方言はアクセントの対立がないが，アクセント対立のある方言の場合，アクセント情報もここに書き入れるべ

きである。Level 4はこの例文を分かち書きしたものとその訳である。言語学の現在の慣習に倣って，自立語

の境界をスペースで，自立語と付属語の境界をイコールサインで切り分けている。Level 5はさらに語の内部

の形態素分析を施したものと，それに対する訳である。Level 4の単語ごとの訳と違い，文法形態素１つ１つ

に訳が付いている点に注意されたい。この例文における文法形態素のグロスは全て LGRに載っているもので
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ある。例えば nom は主格 (nominative) の略号であり，inf は連用形（不定形; infinitive），prog は継続相

（progressive），npstは非過去（nonpast）の略号である。Level 6は翻訳言語である日本語による全文訳であ

る。Level 7には，上記の注釈情報のほかに有用な様々な情報を盛り込むことが考えられるが，この例では，当

該例文データを採取した調査データのメタデータが記入されている。

尾前方言のドキュメンテーション，すなわち永続的な記録保存のために資料を作成する場合，理想的には (3)

のように全てのレベルに渡って注釈が施されている方が望ましい。一方，以下で主に議論するのは通常の文法

記述における例文提示であり，この場合，かなりの注釈情報が捨象される。LGRなどで見られる標準 3段方

式は，Level 5a, 5b, 6を合わせた例文提示法である。尾前方言の (3)を標準 3段方式に落とし込むと，以下の

ようになる。

(4) 標準 3段方式による例文提示（宮崎県椎葉村尾前方言）

hywaa=no

ハエ=nom

tob-i-or-u.

飛ぶ-inf-prog-npst

(Level 5a)

(Level 5b)

「ハエが飛んでいる。」(Level 6)

このように，例文提示とは，記述対象言語に関する様々な「注釈情報の束」から，文法記述で有用な情報だ

けを取り入れたセット考えることができる。

2.2 方言研究における例文提示

方言研究における例文提示の方法は，仮名を用いて例文を書き（(2)の Level 3），その全文訳を添える（Level

7）ものが一般的である。例えば，宮崎県椎葉村尾前方言の (4)の例文は以下のように提示されるのが普通であ

ろう。以下では，記述言語である尾前方言の主格助詞ノが，翻訳対象言語である標準語でガに相当することが

下線によって示されている。

(5) フャーノトビオル「ハエが飛んでいる」

言語記述において，例文提示はあくまで二次的な問題であって，記述がしっかりしていれば例文提示は如何

様でも良い，という考え方にも一理ある。しかし，LGRをはじめとした標準規格化が世界で進展しているこ

とを踏まえれば，そして，方言研究の海外への発信がより活発になり，逆に海外の研究者が方言研究の成果を

参照する機会が増えることを望むなら，LGRに準じたやり方にいつでもシフトできるようにしておく必要は

ある。そもそも，様々な方言の記述で様々な例文提示法が乱立していると，特に方言記述に慣れていない読者

は混乱するし，執筆する側も，毎回アドホックな対応にならざるを得ない。標準化しておけば，この種の問題

は解決する。

さらに，例文提示は二次的な問題である，と言い切れない部分もある。方言研究における (5)のような例文

提示には，方言の記録保存（ドキュメンテーション）に十分に対応できないという問題点がある。現在，方言

研究は方言の総合的な記録保存という重要な役割を担っている5。収集したデータを，当該方言の総体的な記

録として，後世の人間（研究者，現地コミュニティ，一般の人々）が「誰でも」「いつでも」「いつまでも」利

用可能なようにしておく営みである（下地 2013）。代表的なドキュメンテーション資料として，辞書，談話資

料およびそれらに関連付けられた生データ（音声・映像データ）が挙げられる。これらをもとに，言語研究者

は文法や音声の研究を，現地コミュニティは言語復興の取り組み（教材作成など）を進めることになる。渡辺

5 例えば，国立国語研究所共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」（リーダー : 木
部 暢子教授）はこの役割に特化した国内最大のプロジェクトである。
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(1996)が「フィールド文献学」と表現する，話者がいなくなった段階における言語研究が，方言研究でも徐々

に現実的になりつつある。フィールド文献学的な環境では，とりわけ談話資料が生命線となる（これは，古典

語研究における古典文献の重要性と同じである）。

さて，談話資料を言語学者が利用する場合，徹底した注釈が施されていることが欠かせないことはいうまで

もないだろう。(5)のように，Level 3と Level 7の提示ペアで済ませることは，談話資料の価値を大きく損な

う。注釈は，厳密な音声記録（Level 2），音韻分析（Level 3），アクセントや形態論的緊密性の綿密な考察に

基づいた語境界の確定（Level 4），徹底した形態素分析（Level 5）が必要であり，これらは全て，話者がいる

今のうちにしかできない。談話資料への注釈作業に時間がかかるのは事実であり，方言の消滅危機で時間が限

られている中にあって，注釈よりも仮名による簡便な記録，という風に考える研究者も一定数いる。しかし，

今，話者がいるうちにできる注釈作業をうやむやにしたまま，仮名書きと全文訳だけの談話資料を大量に残し

ても，それを頼りに研究のバトンを引き継ぐ後世の研究者は困惑する。

2.3 仮名表記を離れる

標準 3段方式に準じた例文提示の標準化が進まない最大の要因は，間違いなく仮名表記への依存にある。仮

名表記には分かち書きの慣習がないため，単語ごとの分かち書きとその訳（(2)の Level 4ab）という発想はそ

もそも生じない。さらに，仮名は音節文字であるために音節の内部で境界が生じうる形態素分析と全く共存し

得ない。したがって，Level 5abの分析は絶望的となる。例えば，標準語における kiru「切る」は kir-u（基底

構造では kir- + -ru）と分析され，kiru「着る」は，ki-ruと分析される。これらを仮名表記した場合，形態素

境界はいずれもキ-ルとせざるを得ず，これでは両者の違いを表せない。ここで重要な点は，表記によって形態

素分析が不可能なのであって，記述対象言語が形態素分析不可能であるのではないという点である。つまり，

言語構造ではなく表記法によって言語分析が影響を受けるという，誰が考えても不合理な状況がある。

仮名表記は話者コミュニティへの研究成果の還元にとって必要だから今のままで良い，という研究者の主張

を，筆者は実際に聞いたことがある。しかし，(6)に示すように，標準 3段方式に，仮名表記の段を加えれば

済むだけであるから，反論の理由にならない。

(6) フャーノ

hwyaa=no

ハエ=nom

トビオル。

tob-i-or-u.

飛ぶ-inf-prog-npst

「ハエが飛んでいる。」

コミュニティの側も，専門家にしかできない言語構造の分析を疎かにされるのは困るはずである。仮名表記

は，上記のように例文に仮名表記の段を足すか，話者コミュニティに向けた出版物を用意する段になったとき，

個別に対応すればよい6。

以下では，ひとまず仮名表記を離れ，個々の方言の言語事実に即して語境界を引き，語の内部の形態素境界

を引くという作業の流れを簡単に示す。音素分析はすでに終えているという前提に立つ。

6 小川 (2015) は，琉球諸語の記述研究の成果を元に，いろいろな方言の音素表記を仮名表記に変換する方針を策定した重要な研究
であり，その本には，琉球諸語の専門家が自らの音韻表記を仮名に直した談話資料が多数掲載されている。その後，この「小川式
表記法」を使って数多くの絵本，談話資料などの出版物が生まれている。
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3 語の認定

例文提示では，自立語と自立語の間にはスペースを入れて表示し，接語にはイコールサインをつけ，接辞に

はハイフンをつける。接語と接辞はいずれも拘束的（自立して発話されない）で，何かに「くっついている」

ように見えるため，これらを区別するのは簡単ではない。しかし，接語は語の一種であり，接辞は語の内部要

素であるから，その違いは明確に示す必要がある。

語は句を形成し，これらに対して新たに語を加える操作や，出来上がった句の内部の語を並び替える操作

（統語規則）が存在する。一方，語の内部要素（語根，接辞）はテンプレートに従っており，これらを自由に

並び替える操作は適用されない。このような前提に立つと，いくつかのテストによって，接語と接辞を区別で

きる。

3.1 入れ替え可能性

日琉諸語では一般に，格助詞やとりたて助詞は接語であり，複数接辞や指小辞，待遇辞（-さん，-君のような

もの）は接辞（すなわち語の内部にあって形態統語的に従属的）である7。以下は，南琉球宮古語伊良部島方言

の「Xと Y」という並列表現である。

(7) a. ffa=tu

子=com

mma

母

「子と母」

b. mma=tu

母=com

ffa

子

「母と子」

ffa, =tu, mmaがそれぞれ語（自立語・接語）であることは，(7a)を (7b)のように入れ替えることができる

ことからわかる8。これに対して，例えば (8)のように，語の内部要素はテンプレートで配列順が固定されてい

るので，このような順序入れ替えは生じない。

(8) ffa-gama-mmi

子-dim-pl

「子供たち」（cf. *ffa-mmi-gama, *gama-mmi-ffa, *gama-ffa-mmi, *mmi-ffa-gama, *mmi-gama-ffa）

伊良部島方言の格助詞は全て接語であり，名詞句全体に対して（名詞句の形成を終えた後）くっつくため，

(7a)を (7b)に入れ替えても，その後に生じるだけである。以下は，対格助詞=u「を」をつけた例である。

(9) 南琉球宮古語伊良部島方言

7 助詞という用語は品詞のラベルであり，名詞や動詞と対立する概念である。一方，接語は形態素の自立性に関する概念で，自立語
や接辞と対立する (下地 2018)。

8 自立語と接語の区別は，音韻的に自立しているか否かである。=tuが自立語でなく接語であることは，これが自立して発話されず，
前の名詞と 1つの韻律句をなすことで判定できる。方言によって，そして助詞によっては何らかの韻律的自立性（アクセントを持
つなど）もあり，その場合，接語ではなく自立語であるとしたほうが良いこともあるだろう。
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a. [ffa=tu

子=com

mma]=u

母=acc

「子と母を」

b. [mma=tu

母=com

ffa]=u

子=acc

「母と子を」

これに対し，例えば複数形態素は接辞であり，名詞句全体ではなく名詞語幹につく。(10a)において，-taは

mmaに接続し，全体で名詞を形成する。

(10) 南琉球宮古語伊良部島方言

a. ffa=tu

子=com

mma-ta

母-pl

「子と母たち」

b. mma-ta=tu

母-pl=com

ffa

子

「母たちと子」

(10a)の-taは，見かけ上，(9a)の=uと同様，ffa=tu mmaという名詞句全体にくっついているようにも見

えるが，以下に述べる 2つの点で，対格助詞=uの場合と異なる。まず，(10a)の順序を入れ替えると，(10b)

の如く，名詞の内部にある複数接辞も一緒に移動の対象になる。このようなことは，名詞句全体に対して後続

する対格助詞では生じ得ない（cf. (9b)）。

次に，伊良部島方言の複数接辞は，それが接続する名詞語幹の有生性に応じて，-ta（固有名詞及び親族呼

称，(11a）か-mmi（それ以外, (11b)）をとる (下地 2018)。(11b)は，見かけ上は (9b)と同様，「母と子」の

後に-mmiが生じているが，対格助詞が名詞句全体に接続しているのに対し，(11b)では，複数接辞が ffaとい

う名詞の有生性に応じて-mmiになっていることから，これがあくまで名詞語幹 ffaに接続している（すなわち

語の内部にある）ことがわかる。

(11) 南琉球宮古語伊良部島方言

a. ffa=tu

子=com

mma-ta

母=pl

「子と母たち」

b. mma=tu

母-pl=com

ffa-mmi

子-pl

「母と子たち」

日琉諸方言では，このテスト（「Xと Y」テスト；下地 2018）を使って，格助詞・副助詞・コピュラなどの

名詞に後続する諸要素が，「たち」などの接辞と異なっていること（接語であること）を示せるはずである。
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3.2 挿入可能性

ある語を移動したり，語と語を入れ替えたり，ある語を句の内部に挿入する統語規則は，当然，語を最小単

位として行われるはずであるから，語が別の語の内部に挿入されるようなことは考えられない。よって，AB

という順序の形態素連続に（別の点で語であると証明されている）Xという別要素を挿入できるなら，ABが

1つの語を構成していない，すなわちそれぞれが語であることになる。これによって，例えば宮崎県椎葉村尾

前方言の動詞のトル形と呼ばれる形式が，実は 1 つの動詞語形になっていないことが客観的に示せる。以下

の (12b)に見るように，mitoru「見ている」に対して（上述の「Xと Y」テストを使って）語とみなせる助詞

=wa「は」を挿入できるので，「見て」も「いる」も語である（ただし，mite=waが mityaに融合）。

(12) 宮崎県椎葉村尾前方言

a. mitoru

mi-te=or-ru

見る-seq=ipfv-npst

「見ている」

b. mitya

mi-te=wa

見る-seq=top

oran

or-a-n

ipfv-thm-npst

「見てはいない」

よって，尾前方言のトル形に-torという形態素を認めることはできない。(12a)で示したように，あくまで

基底では動詞の継起副動詞形（sequential converb; seq）の-teに補助動詞=or-（接語）が接続しているとす

べきである。これに対し，福岡県柳川の若年層方言 (13)をはじめ，九州肥筑方言の多くの方言では，トルの文

法化がより進み，「は」で分断できない。(13c)のように，普通の動詞語幹に「は」をつける場合（「読みはしな

い」「書きはしない」「見はしない」など）と同様の振る舞いをする。この観察から，-torを 1つの接辞として

認めるべきであることがわかる。

(13) 福岡柳川方言（松岡葵氏，2020年 1月, p.c.）

a. mitoru

mi-tor-ru

見る-cmpl-npst

「見ている」

b. *mitya

mi-te=wa

oran

or-a-n

「見てはいない」

c. mitorya

mi-tor-i=wa

見る-cmpl-inf=top

sen

se-n

する-neg.npst

「見てはいない」（直訳：見ていはしない）
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3.3 選択制限

3.1で見たように，接辞はテンプレートに従って，すなわち特定の形態構造（例えば南琉球宮古語伊良部島

方言なら [語根-指小辞-複数辞 ]という構造）に縛られて生じるのに対して，接語は句に接続しており，前接要

素の入れ替えが生じたり，それ自身が入れ替えの対象にもなりうる。このような振る舞いの違いの結果，接辞

の選択制限は強いが，接語や語の選択制限は弱い，という選択制限の違いに反映される（服部 1950, Zwicky

and Pullum 1983）。例えば上で見た南琉球宮古語伊良部島方言の格助詞=u「を」は名詞句に接続しているた

め，直前の語の品詞は，句末の語がどんな品詞かによって変わってくる。名詞句にそのまま=uがつけば，=u

の直前要素は名詞であるが，名詞句に副助詞=tjaaki「だけ」がくっつけば，=uの直前要素は副助詞である。

以下の (14)のように，名詞句の主要部名詞がなく，連体節がそのまま格助詞に続いていく準体構造において

は，格助詞は動詞とも共起することになる。

(14) 南琉球宮古語伊良部島方言

uma=n

そこ=dat

a-tar=ru=du

ある-pst=acc=foc

bassi-u-tar.

忘れる-prog-pst

「そこにあったのを忘れてた。」（lit. 「そこにあったを忘れてた。」）

一方，伊良部島方言の例で見たように，複数接辞や指小辞は名詞という語のテンプレート内に生じるので，

その直前要素は名詞語幹に限られる。よって，接辞か接語かが問題となる要素 Xが，多様な要素につくのであ

れば，それは接辞ではあり得ない（接語である）と証明できる。この逆，すなわち「接語ならば，多様な要素

につく」という命題は必ずしも真ならずである (江畑 2019も，標準語に関してこの点を正しく指摘する)。例

えば，標準語の形容動詞に後続するコピュラ=naは，形容動詞にしかつかない。しかし，=naが語であること

は，「Xと Y」テストに類する「Xで Y」テストで証明できる。例えば，「丁寧で親切な人」は，「親切で丁寧な

人」と言い換えることができる。このテストで，「丁寧」「で」「親切」「な」の 4要素はそれぞれ語である。

選択制限という観点から，例えば標準語の使役接辞-sase，受動接辞-rare，否定接辞-na，丁寧接辞-mas，テ

ンス接辞-ru, -ta，副動詞接辞-te, -nagara, -taraなどの，いわゆる動詞接辞類は全て動詞語幹としか共起せず，

これらを接辞として問題なく認定することができる。一方，動詞に後続する「はず（だ）」「よう（だ）」「だろ

う」「らしい」などの諸要素は接語である。例えば「はず」は動詞だけでなく形容詞にもつき（例：試験は難し

いはずだ），属格助詞「の」にもつき（例：試験は明日のはずだ），また形容動詞に後続する別の語「な」（形容

動詞固有のコピュラの連体形）にも接続するからである（例：試験は簡単なはずだ）。

ここまで，なるべくどの方言にも適用できる，語境界の引き方に関する具体的な方針を挙げてきた。しかし，

語境界の認定は完全に言語個別的な問題であるから，最終的には個々の研究者の当該言語に対する体系的理解

が前提となることを強調しておく9。

4 グロスをつける

本節では，例文を音素表記し，語境界を示し，さらに形態素分析も済ませたという前提で，LGRに準じたグ

ロスづけを行う際の注意点を述べる。

9 日琉諸語の語境界の記述については，下地 2018 が琉球語の個別方言の記述で詳細に扱い，また服部 1950, 風間 1992, 宮岡
2002, 江畑 2019らが標準語の分析を示していて，参考にすることができる。
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4.1 語彙形態素と文法形態素

語彙形態素は翻訳対象言語（以下では標準語）で，文法形態素はそれが示す文法カテゴリーに対応する英語

の略号（4.2で後述）を用いる。

(15) 宮崎県椎葉村尾前方言

yogiri=i

水筒=dat

ire-te

入れる-seq

kanzukuri

お酒

mot-te

持つ-seq

sarik-i-ot-ta=zyar-oo=naa.

歩く-inf-hbt-pst=cop-conjec=sfp

「（昔は）水筒に入れてお酒持って歩いただろうな。」

語（自立語・接語）か接辞かという形態素の自立性に関する問題と，語彙形態素か文法形態素かという形態

素の機能の問題は独立している。例えば，名詞は語であり，普通は語彙形態素であるが，代名詞や形式名詞は

語であっても文法形態素である。動詞は語で，かつ語彙形態素であるが，同様に語である補助動詞は閉じた体

系をなしていて，それぞれの語形が文法カテゴリーを表しているので文法形態素である。以下の南琉球宮古語

伊良部島方言の例で，補助動詞 ur「（～て）いる」は自立語であるが，他の補助動詞とパラディグマティック

な体系をなし，すなわちアスペクト体系をなしており，文法カテゴリーとしての進行相（progressive; prog）

を表すものと見るべきである。

(16) 南琉球宮古語伊良部島方言

ba=a

1sg=top

juku-i-i=du

休む-thm-seq=foc

ur-ø.

prog-npst

「俺は休んでいる。」

筆者の知る限り，接辞が語彙形態素であるという例はほとんど見られない10。語彙的接辞の例として，南琉

球宮古語池間方言には「大きい」という意味の語根 uhu-が hu-に縮約し，接頭辞化しているが（例：hu-mihana

「大きい顔」；林 2013: 84），林によれば，どの名詞が hu-をとるかは語彙的に決まっているという。よって，

これは語彙的接頭辞とみることができる可能性が高い。

(17) 南琉球宮古語池間方言（林 2013: 84，分析は筆者)

hu-mihana

大きい-顔

「大きい顔」

本土方言でも，複合語幹由来の語彙的接頭辞は多数存在すると思われる（とりわけ，複合動詞前項の接頭辞

化；標準語の「ひっかく」「ひっぱたく」などの hiQ-）。宮崎県椎葉村尾前方言には，「何かわからない不明の」

という意味の kuso-という接頭辞がある（例：kuso-musi「ナントカ虫」，kuso-byaa「ナントカ蝿」）。これを単

に複合語幹と見ることができないのは，この意味を表す場合は常に出現位置が名詞の左に固定されるという点

である。

10 世界に目を向けると，例えば北米諸言語を中心に，語彙的接辞を豊富に持つ言語も存在する。
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図 1 方言グロスリスト（ウェブサイト「下地理則の研究室」内）

　

4.2 略号

LGRに用意されている文法形態素の略号数は 85である（2020年 1月現在）。一方，例えば筆者が出版した

南琉球宮古語伊良部島方言の文法書（下地 2018）で使用されているグロスは 94であり，このうち LGRにな

いグロスは 54ある。実に半数強が，LGRにはないグロスである。LGRにない 54のグロスのうち約半数は，

日本語を始め様々な言語の記述で慣習的に用いられてきているグロス（例えばフィラーは fil，指小辞は dim

など）を使用している。それでも残り半数は新規に作り出したグロスである。

このように，LGRで提示されている略号リストは通言語的に広く見られる文法カテゴリーの略号に限られ

るため，個別言語の記述では当然，新たな略号を自ら考案し，定義する必要が出てくる。ただし，日琉諸語で

頻繁に話題に上がる文法カテゴリーというものも当然存在し，それらに対して慣習的に使われてきた略号も存

在する。筆者のウェブサイトには，これまでの日琉諸語の個別の記述研究で用いられてきた文法カテゴリーの

用語を整理し，それらに対する略号をリスト化している11

2020年 1月現在，420の文法略号（形態素境界記号類を含む）をあげている。これらは，LGRに載ってい

る略号かどうかが明記され，またどの略号がどのソース（出典となる方言記述）に使われているかもわかるよ

うになっている（図 1）。ただし，現状，ほとんどが琉球諸語の記述である。今後，本土方言の記述が増えてい

けば，本土方言特有のグロスも増えていくと考えられる。なお，このページは Googleスプレッドシートを利

11 下地理則の研究室・方言グロスリスト（https://www.mshimoji.com/blank-12）。本リストを参照して論文や書籍に引用する場
合は、「下地理則の研究室・方言グロスリスト」と明記されたい。この成果は科研費基盤 B（19H01265「多言語による日本語学用
語辞典および日琉諸語の用例に対するグロス規範の作成」代表：ジスク・マシュー氏）の助成を受けている。本リスト作成にあたっ
ては、下地研究室所属の宮岡大氏（九州大学大学院）がデータ収集・整理・リストの設計の全てを行っている。
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用しており，ウェブ上で検索も容易にできる。例えば「推量」という用語を使用してグロスをふりたいと考え

たとき，この検索キーワードで探すと，どのソースがどの略号を使っているかを簡単に知ることができる。こ

れまでの研究では「推量」に対して inferrential と conjecture という英訳が与えられており，inferrential に

は inferと infrという 2つの略号が使われ，conjectureには conjecという略号が使われていることがわ

かる。記述を行う際，このいずれかを，意図に応じて選択すれば良いだろう（例えば，エヴィデンシャルの用

語としての推量なら inferないし infrを使えば良いし，モーダルな用語としてなら conjecを使えば良い）。

なお，1つの用語に対して同じ略号を使う研究者が多いほど，それは慣習化されているということであり，積

極的にそれを使用するべきであろう。

4.3 形態素の融合

宮崎県椎葉村尾前方言のトル形の例 (3.2)で見たように，基底では語境界をまたぐ 2つの形式が，表層では

融合して生じることはかなり頻繁に生じる。このような場合，表層形（音素表示）を 1段目に，基底形（形態

素表示）を 2段目に示し，基底形に対してグロスをつけるという方法で対応できる。

(18) mitoru

mi-te=or-ru

見る-seq=ipfv-npst

「見ている」

このほかにも，例えば名詞に助詞がくっついた際や，動詞複合体の末尾（形式名詞やモダリティ助詞，コピュ

ラ，終助詞が連接する構造）においても融合がよく生じる。以下も宮崎県椎葉村尾前方言の例である。

(19) oregaenta

ore=ga=ie=no=to=wa

1sg=gen=家=gen=fn=top

doke

doko=ni

どこ=dat

oruttyaroka

or-ru=to=zyar-oo=ka

いる-npst=fn=cop-conjec=q

「うちの（妻）はどこにいるんだろうか。」

融合した状態の表層形は，自立語内部の語幹と接辞の境界のみならず，自立語と接語の境界も融合する場

合があるから，1段目は自立語と接語の境界を示さず，これら全体（名詞複合体，動詞複合体，あるいは伝統

的な用語では文節）を 1つの単位として表示する12。上の例で，oregaenta，doke, oruttyarokaはそれぞれ 1

つの韻律単位（イントネーション句）である。oregaentaは，基底では ore=ga=ie=no=to=wa「うちの家の

やつは」であるから，表層の表示で ore=ga=e=n=t=a という風に切り分けることも可能だが，そのように

するよりも基底表示を別途示したほうが，形態素の形がよくわかる。doke（基底は doko=ni「どこに」）も，

oruttyaroka（基底は oru=to=zyar-oo=ka「いるんだろうか」）も同様である。

4.4 グロスは個々の例文における用法をベースに

ある形態素にグロスをふる場合，その形態素のその文脈における意味機能を反映させるようにする。例え

ば以下の宮崎県椎葉村尾前方言の例で，接辞-tanaryaa は (20a) では条件副動詞接辞（conditional converb;

cond）として，(20b)では丁寧命令接辞（polite imperative; polimp）として使われている。通時的には前

12 そのような単位は多くの場合，アクセントのドメインに対応し，いわゆる phonological wordと呼ばれる単位である。端的に言っ
て，1段目は音韻的に自立した単位（自立語に任意の数の接語がついた単位）ごとに区切るということである。
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者から後者の機能が発達しているわけだが，共時記述では別形態素と見るべきである。これらに対し同じグロ

スを振っていては，形態素と全文訳との対応がうまくできず混乱をきたす。

(20) 宮崎県椎葉村尾前方言

a. higemusi=ni

毛虫=dat

sas-are-tanaryaa

刺す-pass-cond

te=no

手=nom

tadaru-ru.

ただれる-npst

「毛虫に刺されたら，手がただれる。」

b. okaasan=ga

お母さん=nom

ku-ru=made

来る-npst=lmt

mat-t=ot-tanaryaa.

待つ-seq=ipfv-polimp

「お母さんが来るまで，待ってなさいね。」

このように，グロスづけの第一の役割は，その言語の専門家ではない読者が，全文訳と文を構成する個々の

形態素の意味を照合する手助けをすることである。したがって，グロスは形態素の具体的な意味（語彙的意味）

や文法カテゴリー（文法的意味）の表示のためにあり，形態素の品詞情報を示すためにあるのではない。例え

ば (20a)で，=niは与格 (dat)というグロスをふっているが，これに対し形態素の品詞（格助詞という情報を

示すために caseなど）をグロスにするようなことはしない。

5 基本的な例文提示法

本節では，これまでの議論を踏まえた具体的な例文提示の方法として，3つのパターンを提案する。採用す

る理論的立場や記述対象の方言の構造的多様性に応じて，使用する例文提示パターンを適宜選べるようになっ

ている。

5.1 標準 3段方式

LGRの例文提示と同様，(2)の Level 5a（音韻表記され，形態素分析された例文）を 1段目，Level 5b（形

態素ごとのグロス）を 2段目，Level 6（例文全体の訳）を 3段目に配置した例文提示が，方言研究者がまず採

用すべき例文提示のスタンダードである。本土方言も琉球語も，標準 3段方式でほとんどの場合に対応可能で

ある。

(21) 南琉球宮古語伊良部島方言

sinsii=ju

先生=acc

jurab-i.

呼ぶ-imp

「先生を呼べ。」

(22) 宮崎県椎葉村尾前方言

sensee=oba

先生=acc

job-a-nyaa.

呼ぶ-thm-polimp

「先生を呼びなさい。」
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5.2 標準 4段方式

例文 1段目は表層，2段目は基底，3段目は基底の形態素ごとのグロス，4段目は例文全体の訳である。１段

目にそのまま形態素分析を施す標準 3段方式と違い，2段目に基底表示を明示し，それに対して形態素分析を

行うことで，4.3で述べた状況，すなわち音韻的融合が激しい場合でも一貫したグロス付与が可能である。通

常は標準 3段方式で例文を提示し，音韻的融合が激しい例文の場合にのみ標準 4段方式に切り替えるのでも構

わない。

(23) 宮崎県椎葉村尾前方言

koke

koko=ni

ここ=dat

weetyeete

ok-te=ok-te

おく-seq=pros-seq

kurenno?

kure-n=no

ben-neg=q

「ここに置いといてくれない？」

上記の例で，weetyeeteは，基底では ok-te=ok-te，すなわち「置いておいて」の融合形である。もちろん，

この基底構造から表層が導かれる（逆に言えば，表層から基底構造が復元される）ことは，別途，記述する研

究者自身が把握している必要がある（上記の融合規則に関しては下地 2016を参照）。

5.3 簡易 3段方式

簡易 3段方式は，論考や記述の文脈上，語の内部の形態素分析をあえて示す必要がない場合や，語の内部の

形態素分析を行わない立場（次段落で後述）で例文を提示する場合に使う。基本方式と同様に 1段目で文節ご

とにスペースを入れ，語と付属語の境界を示すが，それ以上の形態素分析は行わず，2段目でグロスを付与し

ていく。3段目は例文全体の訳を示す。(24b)は，通常は標準 3/4段方式を採用する研究者が，ある場面でた

またま形態素分析を行う必要がないと判断した（簡略化した）場合の例であり，(24a)の標準 3段方式をもと

に，それらのグロスをまとめて tobioru 全体に付与している。

(24) a. 標準 3段方式

hwyaa=no

ハエ=nom

tob-i-or-u

飛ぶ-inf-prog-npst

「ハエが飛んでいる。」

b. 簡易 3段方式

hwyaa=no

ハエ=nom

「ハエが飛んでいる。」

tobioru.

飛ぶ.inf.prog.npst

一方，(25)は，Word & Paradigmのアプローチを取る研究者の立場からの分析案である。すなわち，語を

形態素の連続と見ずに，tob-「飛ぶ」が，テンスとアスペクトという 2つの文法カテゴリーの組み合わせの体

系において様々な語形をとる（語形変化する）と分析する立場である。この場合，(24a)のように，tob-i-or-u

という 4 形態素に対してそれぞれグロスをつけるというシンタグマティックな発想ではなく，表 1 のような

体系において，動詞語形 tobioru が他の語形に対してどのような文法カテゴリーを持つかというパラディグマ

ティックな発想でグロスをふるのである。
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(25) hwyaa=no

ハエ=nom

「ハエが飛んでいる。」

tobioru

飛ぶ.ipfv.prog.npst

表 1 tob-「飛ぶ」の語形変化パラダイム（W & Pアプローチに基づく）

non-past (NPST) past (PST)

Perfective (PFV) tobu tuuda

progressive (PROG) tobioru tobiotta
Imperfective (IPFV)

completive (CMPL) tuudoru tuudotta

LGR および本稿で紹介した標準 3・４段方式は語形を形態素の連続とみる Item & Arrangement のアプ

ローチを前提としているが，ここで示した方式によってWord & Paradigmアプローチを採用する研究者もグ

ロスを付与することができる。

6 おわりに

本稿では，記述方言研究における例文提示の問題を扱い，世界で標準化が進む例文提示法（LGRに準拠し

た提示法）をベースにした例文提示法を 3つ紹介した。形態素ごとにグロスをつける例文提示が今後，個々の

方言の記述で当たり前になっていけば，ある方言の形態素にどのようなグロスをつけるか，という議論が活発

になっていくであろう。それによって，普遍主義的なスタンス（なるべくどの言語研究でも通用するグロスを

用いるというスタンス）と，構造主義的なスタンス（個々の方言の形態素の機能を別の言語の形態素の機能に

準えるべきではないというスタンス）のバランスが取れていくと予想される。

現在の方言研究は，明らかに構造主義的スタンスに偏っている。例えば，形態素の名称を，その機能ではな

くその形式で名付ける風習がある（ヨルトル，ガノ交替，シタッタ形など）。筆者の考えでは，意識的に構造主

義的なスタンスに立っているわけではないと思われる。形態素を切り出してそれにグロスをつけるという行為

が行われないために，ある形態素に対して「これは通言語的にはどのような用語で呼ぶべきなのだろうか？」

という普遍主義的な発想がそもそも生じにくいだけである。これでは，方言研究が（意図せず）ガラパゴス的

な発展をしていくだけであって，方言研究者だけが，方言研究だけのために研究していく未来しかない。これ

はもったいないことである。日本の方言の類型的多様性は目を見張るものがあり，通言語的に珍しいと思われ

る現象の宝庫でもある。通言語的に珍しいかどうかを議論・主張するためには，構造主義的なスタンスを内に

秘めつつも，まずは普遍主義的なスタンスに立って方言を眺めることが必要になってくる。
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