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1 はじめに

九州方言のうち,少なくとも宮崎県椎葉村尾前方言,佐賀県武雄市北方方言,鹿児島県甑島方言（久保薗愛氏

の発表を参照）,鹿児島県本土方言（久保薗愛氏,p.c.）には,以下に示すように,二項述語文となる形容詞述語

文の第二項（下線部）が,主格ではなく与格を取る場合がある。以下,{ガ/ニ }は,交替可能であることを示す。

例文は音韻表記を基にした仮名表記を用い,音韻語単位でスペースを入れる（尾前方言の音素論については下

地 2016aを参照）。1

(1) 宮崎県椎葉村尾前方言（発表者フィールドデータ）2

オラー

俺は

センセー {ガ/ニ }
先生が

オゾカッタ

怖かった

(2) 佐賀県武雄市北方方言（発表者フィールドデータ）

キューワ

今日は

オッソロシュー

とても

ジーサン {ガ/ニ }
爺さんが

エスカ

怖い

このような,形容詞述語文の第二項に見られる主格と与格の交替を与格交替と呼ぶことにする。本発表の目

的は以下の通りである。

(3) 与格交替が全国にどの程度分布しているかを示す。結論から言えば,九州・中国・四国など特に西日本

に偏って分布し,さらに古典語にも存在していたことを述べる。

(4) 尾前方言に着目しながら,当方言の与格交替について現時点でわかっていることを示す。

(5) 全国の与格交替のデータも踏まえて,与格交替に関する多様性とその規則性について，階層（述語タイ

プの階層,述語の意味の階層など）の形で一般化を試みる。

2 二項述語文の分類と用語の導入

二項述語文において，述語が取る二項のうち,情報構造的に無標な語順において先行し,かつ主語とみなせる

ものを第一項,それ以外を第二項と呼ぶことにする。

1 尾前方言では,他の多くの九州方言同様,与格助詞が接続先（ホスト）と音韻的に融合することがあるが（例：�kaminari�「雷」+�ni� → /kaminarii/「雷に」; �kata�「肩」+ �ni� → /katyaa/「肩に」, etc.） ,しないこともある。今回のデータを見る
限り,高齢の話者（80代）でも融合が起こっていない。

2 以下,特に断りのないものは宮崎県椎葉村尾前方言の発表者フィールドデータによる。
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(6) 動詞文（典型的な他動詞文）

オラー

俺は

ツボオバ

壺を

ワッタ

割った

[第一項] [第二項]

二項述語文は，(6)のような動詞文だけでなく非動詞文（形容詞文,形容動詞文,名詞文）にもある。非動詞

文のうち,本発表では形容詞・形容動詞述語文に着目する。断りのない限り,いずれも形容詞文と呼ぶ。二項を

取る形容詞文は, 二重主語文と, 本発表で「他動形容詞文」と呼ぶものに区分できる。3 二重主語文は, 第一項

（外主語；トピック標示）と第二項（内主語；主格標示）が全体・部分,所有・被所有,主体・関連物の関係にあ

り,述語が取る項として独立した 2項と見なし難い。三上 (1957)は外主語の「は」を属格に置き換え可能と見

て,外主語の「は」を「ノの兼務」と表現する。

(7) 二重主語文

a. 俺は頭が痛い/オラー ズノ イチャー（全体と部分）

b. 俺は親が病気だ/オラー オヤガ ビョーキワイ（所有者と被所有者）

c. 俺は背が高い/オラー セノ タキャー（主体と関連物）

他動形容詞文は,第一項（主語）の意味役割は経験者,第二項の意味役割は刺激（知覚を引き起こす原因）で

あり,(9)に示すように，第二項が他動詞文の目的語と共通した特徴を持つ。

(8) 他動形容詞文

a. 俺は水が欲しい/オラー ミズノ ホシー（経験者,刺激）

b. 俺は花子が好きだ/オラー ハナコガ スキワイ（経験者,刺激）

c. 俺は親が怖い/オラー オヤガ オジェー（経験者,刺激）

(9) 他動形容詞文の第二項と目的語の類似点

a.「～のこと」テスト (Kishimoto 2004)：典型的な他動詞文の目的語は,特に人間名詞の場合に,「～

のこと」をつけられることがある（例「あいつのことぶん殴ってやった」）。他動形容詞文の第二

項も，このテストをパスすることがある（「俺は親のことが怖い」cf. 二重主語文では不可「*俺は

親のことが病気だ」）。

b. 尾前方言では, さらに「欲しい」などの述語の場合には第二項に対格バをとることもある。久野

(1973)は,標準語について,本発表で他動形容詞文とする文の第二項のガ格を「目的格」と呼ぶ。

　このように,二項述語といわれるもののうち他動形容詞文は第二項に目的語のような振る舞いが見られる点

でより他動詞文に近く,動詞文と比較検討する必要があることがわかる（cf. Tsunoda 1985）。後述するよう

に,尾前方言をはじめとする九州方言,その他西日本方言に散見される与格交替現象は,他動形容詞文に偏って

見られ,この偏りを理解するためには他動形容詞文と他動詞文の比較が重要となってくる。

3 尾上他 (1998)は，標準語に関していずれも二重主語文とし，(7)を第 2種二重主語文，(8)を第 1種二重主語文とする。この分類
の問題はいくつかあるが，まず他動形容詞文の第二項の振る舞いを「主語」とは見なせない点にある（(9a) 参照）。さらに，本発
表で他動形容詞文に分類する「羨ましい」などを，尾上はさらに第三の構文に分類するが，「羨ましい」は「好きだ」「怖い」などと
(9a)で示した共通点を持つ。よって，本発表では尾上らの分類は採用しない。
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3 先行研究

与格交替に着目し，なんらかの通方言的・通言語的一般化を示した先行研究はない。しかし，個別方言にお

いて「標準語のガがニになる現象」として，すなわち俚言として与格交替を扱った記述は多数見つかる。

図 1 与格交替の報告された地域（詳細な地域一覧と出典は表 1参照）

表 1 与格交替が報告された地域（詳細）と語彙と出典

地図中番号 県名 地名 語彙 出典

1 富山県 氷見市飯久保 下手だ 日本放送協会 (1966: 34)

2 長野県 北部 大変だ 藤原 (1997: 419)

3 山梨県 北都留郡 好きだ 日本放送協会 (1967: 454.457)

4 鳥取県 八頭郡 下手だ・好きだ 藤原 (1981: 72)

5 島根県
隠岐の島 好きだ、嫌いだ

廣戸 (1949: 82-3)、神部 (1978)

島根縣女子師範學校 (1936)

出雲市、安来市、仁多郡 好きだ 木部 (2016: 132)、藤原 (1981: 198)

6 岡山県 吉備郡 上手だ 槇本 (1925: 44)

7 徳島県 海部郡・祖谷地方 好きだ・上手だ
川原・森 (1970)

金沢 (1960: 206)、金沢 (1961: 90)

8 高知県 吾川郡・土佐郡・長岡郡・香美郡・安芸郡など 好きだ・嫌いだ・怖い 土居 (1958: 268)、土居 (1997: 57)

9 大分県 全域 好きだ 藤原 (1997: 419)、三ヶ尻 (1937: 59)

10 佐賀県 武雄市北方 怖い・うるさい etc. 発表者フィールドデータ

11 宮崎県 椎葉村尾手納 怖い 金田 (to appear)

12 鹿児島県
甑島 痛い 久保薗愛氏の発表を参照

本土 久保薗愛氏, p.c.
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先行研究で報告されている当該構文の述語は,「好きだ」「嫌いだ (好かん)」「上手だ」「下手だ」にほぼ限ら

れている。しかし、昨年発表者が調査を行った佐賀県武雄市北方方言においては「怖い」のほかに「うるさい」

が与格交替を見せることがわかり，後述するように尾前方言ではさらに述語の種類が増える。よって，様々な

形容詞述語を網羅的に調べ，どの場合に与格交替が可能で，どの場合に不可能かを記述しておく必要がある。

　なお，先行研究において多くの地域で与格をとることができると報告されている「好きだ」について,『日本

国語大辞典』の「好く」の項目 (337頁)において，「 (・・・に好くの形で)その物事に興味を持つ。」との記

述がみられる。同じく与格をとることができると指摘されている「怖い」に関しても、「怖い」と同義である

古語「怖づ」は与格をとることが指摘されている。(中西 1975: 5)「好く」と「怖づ」の例は、現代語とは品

詞が異なるものの語源関係にあったり、意味が同義であったりと関係がある。一方，「上手だ」「下手だ」に関

しては『日本語歴史コーパス』4を用いて検索しても該当するものがなく (キーを語彙素「に」とし、後方共起

(キーから一語以内)を語彙素「上手」「下手」に指定して検索),日本語史においても通説はないようである (青

木博史氏,竹内史郎氏,p.c.)。

4 尾前方言の与格交替：言語事実

4.1 主格標示と与格標示

尾前方言では,標準語と同様,他動形容詞文の第一項（経験者項）も第二項（刺激項）も,通常は主格を取る。

与格標示だけが許されるような場合はないようであり,主格が無標,与格が有標な選択である。

　主格助詞にガとノの 2つがあり,名詞句の有生性および動作主性によって交替する。5 しかし,若い世代ほど

ガに一本化されつつあるようであり,今回の用例のうち,話者 KO氏（男性,50代）の体系においては,有生性

によらずガで固定されているようである。

(10) カミナリ {ノ/ニ }
雷が

オジェー

怖い（話者 FO氏,80代）

(11) カミナリ {ガ/ニ }
雷が

オジェー

怖い（話者 KO氏,50代）

他の九州方言と同様,項が焦点化されると,ノよりもガが選好される。しかし,焦点化されても,与格標示を

妨げるようなことはない。

(12) ジロージャ

次郎じゃ

ノーシテ

なくて

タロー {ガ/ニ }
太郎が

オゾカッタワイ

怖かったよ

第二項が主格の場合, これが主題標示されると主格を置き換えるが, 与格の場合はこれに後続する（ニ＋ワ

→ ニャー）。すなわち,主題化されても,与格標示を妨げるようなことはない。

(13) （オラー）

（俺は）

カミナリ {ガ/ニ }
雷が

オジェー

怖い

4 国立国語研究所コーパス開発センター (富士池優美・須永哲矢・池永尚ほか) 編『日本語歴史コーパス』(中納言 2.3 データバー
ジョン 2017.09)

5 概して,有生性階層の上位（代名詞から人間名詞まで）はガを選好する。また,動作主性階層上位（他動詞主語と意志的自動詞主語）
もガを選好する。尊敬表現によってノの領域が広がることもある。詳細な記述は下地 (2016b)を参照されたい。
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(14) （オラー）

（俺は）

カゼ {ハ/ニャー }
風邪は

ツリャーワイ

辛いよ

　

4.2 二重主語文と他動形容詞文の区別

尾前方言の与格交替は,二重主語文ではなく,他動形容詞文に特有の現象であることがわかった。

(15) 他動形容詞文：第一項が経験者項,第二項が「きつい」気持ちを引き起こす原因（刺激項）

a. （オラー）

（俺は）

セーカツ {ガ/ニ }
生活が

キチー

きつい

（＝生活が原因で俺がきつい）

b. （オラー）

（俺は）

カゼ {ガ/ニ }
風邪が

キチー

きつい

（＝風邪が原因で俺がきつい）

c. （オラー）

（俺は）

アレガ

あいつが

ユータ

言った

コト {ガ/ニ }
ことが

キチー

きつい

（＝あいつが言ったことが原因で俺がきつい）

(16) 二重主語文：叙述対象（第一項）とその部分（第二項）

（オラー）

（俺は）

カタ {ガ/*ニ }
肩が

キチー

きつい

（NOT 肩が原因で俺がきつい；肩は「きつい」気持ちを感じる「俺」の一部分。）

この観察をもとにすると，以下の予測が成り立つ。

(17) 「怖い」という形容詞であっても「幽霊は怖い」のような，単なる一項文の時は与格標示が不可

(18) 「俺は先生が怖い」（他動形容詞文）vs. 「俺の研究室は先生が怖い」（二重主語文）

a. 他動形容詞文として（俺（経験者）が，先生（刺激）を怖いと感じる）＝与格交替可能（すでに (1)

でみた通り）

b. 二重主語文として（俺の研究室（全体）は先生（部分）が怖い＝俺の研究室の先生は怖い）＝与格

交替は不可

(17)(18a)については調査で確かめられている。しかし，(18b)については，今後調査を行う予定である。

　このように,単に二項述語の第二項が主格から与格に交替するという一般化は出来ない。与格交替が他動形

容詞文に限定されるという事実は自明ではなく,説明が必要である（5.1節）。

4.3 述語の意味

尾前方言の与格交替の述語は, 表 2 に示すように他動形容詞の中でも心情形容詞のみであるということが

わかった。また,話者にとって望ましくない心情を引き起こす刺激（以下,ネガティブな刺激）のほうが,ポジ

ティブな刺激 (話者にとって望ましい心情を引き起こす刺激)よりも与格を取りやすいということもわかった。

これらの事実も自明ではなく,説明が必要である（5.2節, 5.3節）。
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表 2 調査票調査の結果：尾前方言（容認度は,FO氏（80代女性）と KO氏（50代男性）で併記）

経験者・刺激の他動形容詞文 経験者・刺激の他動形容詞文 それ以外（二重主語文含む）

容認度 心情 容認度 感覚 容認度 叙述

○○ オジェー「怖い」 ×× ツメチャー「冷たい（から嫌だ）」 ×× ヘタ「下手だ」

○○ キチー「きつい」 ×× イチャー「痛い」 ×× ジョーズ「上手だ」

○○ クルシー「苦しい」 ×× クシャー（カザノワリー）「臭い」 ×× キリェー「綺麗だ」

○○ スカン「嫌いだ6」 ×× ニギャー「苦い」 ×× アウェー「青い」

×× ニガテ「苦手だ」 ×× ウモー　ニャー「（味が）まずい」 ×× ツエー「強い」

×× カナシー「悲しい」 ×× シュビー「（味が）渋い」 ×× ナギャー「長い」

×× トゼンニャー「寂しい」 ×× セワシー「うるさい」 ×× オミー「重い」

×× ニクィー「憎い」 ×× サミー「寒い」 ×× カリー「軽い」

×× メンドクシャー「面倒臭い」 ×× マバイー「眩しい」 ×× ビンタノ　エー「賢い」

○× ラク「楽だ」 ×× カリャー「辛い」 ×× ムゾーナ「かわいい」

× ? ウレシー「嬉しい」 ×× スイー「酸っぱい」 ×× タキャー「高い」

×× スキ「好きだ」 ×× アミャー「甘い」 ×× マッカー「赤い」

×× ホシー「欲しい」 ×× ウミャー「うまい」 ×× エー「良い」

(19) 話者 FO氏と CO氏,共に 80代の場合（内省は一致。例は FO氏で代表）

a. センセイ {ガ/ニ }
先生が

オジェー

怖い

b. カゼニャー

風邪は

ツリャーワイ

辛いよ

c. セーカツニ

生活が

キチー

きつい

d. オラー

私は

モー

もう

セーカツニャー

生活は

ラクナ

楽な

モノワイ

ものだよ

(20) 話者 KO氏,50代の場合

a. カミナリニ

雷が

オジェー

怖い

b. タローニ

太郎が

スカン

嫌いだ

c. セーカツニ

生活が

クルシー

苦しい

d. アレガ

あいつが

ユータコトニ

言ったことが

キチー

きつい

e. ?キモチニ

気持ちが

ウレシー

嬉しい

6 スカンは,歴史的に見れば動詞スクの否定形であるが,次節で扱う尾前方言については以下の理由により形容詞述語として扱う。す
なわち,その肯定形がそもそも使われにくいようであり,「好き」は形容動詞スキダになることがほとんどである。この点,肥筑方言
のスイトルやスイトーなどと大きく異なる。よって,スカンは,共時的には形容動詞スキの否定形と見ることが十分可能である。こ
れに関連し,スカン自体に（動詞に期待される）アスペクトの操作を加えることができない（*スイトランのような形はない）。
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5 与格交替に関する通方言的研究に向けて

尾前方言を始め,与格交替を有する方言を検討した結果,与格交替の生じやすさに何らかの制限がありそうだ

ということがわかってきた。これを以下のような階層的一般化として提案してみたい。

(21) ある方言において階層の左側ほど与格交替を生じやすく,右で可能なら左でも可能である

a. 二項述語タイプの階層：他動形容詞文 > （暫定）二重主語文

b. 他動形容詞の階層：心情述語 > 感覚述語

c. 刺激タイプの階層：ネガティブな刺激 > ポジティブな刺激

　先行研究を含む方言データをもとに,階層に沿って例をまとめた表 3を示しておく。[?]は例がないが階層か

ら存在が予測されるもので,今後の要調査項目である。×は不可であることが確認済み。空欄は階層上，存在

が予測されず，実際に例がないことを示す。これらを踏まえ,表の右端の欄の OKは,（現時点で手に入る）方

言データが階層に矛盾しないことを示し,それ以外は,何らかの要チェック項目があることを示す。表から明ら

かなように,提案した階層が明確に成り立つかどうかは,今ある先行研究のデータだけではわからない。

5.1 二項述語タイプの階層：他動形容詞文 > （暫定）二重主語文

全国の方言の与格交替は，尾前方言の場合と同様，他動形容詞文に偏って生じていることがわかる。ここで

注意すべきは富山県氷見市や鳥取県因幡南部の方言など,ある程度広範に見られる「上手だ」「下手だ」である。

(22) 富山県氷見市方言 (日本放送協会 1966: 34)

オラッチャー

私など

アユビニ

歩くのが

ヘタヤッタケドモエ

下手だったけれども

(23) 鳥取県因幡南部 (藤原 1997: 419)

ワシラノ

私たちが

カカッタ

かかった

センセーワ

先生は

ソロバンニ

そろばんが

ヘタデ

下手で

これは,第一項が第二項によって心的影響を受けるという他動形容詞文の特徴を持たない。むしろ,第二項で指

示されるのは,第一項の属性（行為）であり,広義の所有関係（行為者と行為）が成立する二重主語文と見た方

が良いと発表者は考える。以下,暫定二重主語文としておく。

(24) 友達は絵が上手だ（友達（が描く）絵が上手だ＝友達の絵が上手だ：暫定二重主語文）

(25) 友達は顔が綺麗だ（＝友達の顔が綺麗だ：二重主語文）

二項述語タイプの階層は,暫定二重主語文で与格交替が見られる方言は必ず他動形容詞文でも与格交替が見

られることを予測する。これに合致する例は高知県大豊村旧豊永村のデータである。

(26) 高知県大豊村旧豊永村 (土居 1958: 268)

a. 二重主語文：アノ イシャワ ゲカニ ジョーズジャ「あの医者は 外科が 上手だ」

b. 他動形容詞文：アノ ヒトニ コワイ「あの人が 怖い」
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表 3 方言データと階層の適正チェック

地域 方言 ポジ・ネガ
他動形容詞文

暫定二重主語文 適正チェック
心情 感覚

中部

山梨県北都留郡
ネガ [？]

心情ネガいけるか要チェック
ポジ 好き

長野県北部
ネガ 大変だ

OK
ポジ

北陸 富山県氷見
ネガ

[？] 下手だ 他動形容詞文いけるか要チェック
ポジ

中国

島根県隠岐島
ネガ 嫌い ×

× OK
ポジ 好き ×

島根県出雲市・安来市
ネガ [？]

心情ネガいけるか要チェック
ポジ 好き

岡山県吉備郡
ネガ

[？] 上手だ 他動形容詞文いけるか要チェック
ポジ

鳥取県因幡南部
ネガ

[？] 上手だ 他動形容詞文いけるか要チェック
ポジ

四国

徳島県美馬郡・三好郡
ネガ 怖い

OK
ポジ 好き

徳島県海部郡
ネガ [？]

心情ネガいけるか要チェック
ポジ 好き

高知県土佐村旧地蔵寺村
ネガ [？]

心情ネガいけるか要チェック
ポジ 好き

高知県大豊村旧豊永村
ネガ 嫌い

上手だ OK
ポジ 好き

高知県池川町竹の谷
ネガ 嫌い

OK
ポジ

徳島県阿波郡
ネガ

[？] 上手だ 他動形容詞文いけるか要チェック
ポジ

高知県吾川郡・土佐郡・長岡郡・香美郡・安芸郡
ネガ 怖い

OK
ポジ 好き

九州

宮崎県椎葉村尾前
ネガ 怖い etc. ×

× OK
ポジ 楽だ etc. ×

佐賀県武雄市北方
ネガ 怖い うるさい

× OK
ポジ ×

宮崎県椎葉村不土野
ネガ 怖い

OK
ポジ

大分県国東半島
ネガ [？]

心情ネガいけるか要チェック
ポジ 好き

　一方,例えば富山県氷見市方言のデータは,与格交替の例として「下手だ」の例しか挙がっていない (22)。す

なわち,他動形容詞文で与格交替の例が見つからない。このような方言は岡山,鳥取,徳島など少なくない。し

かし,これは明らかにデータ不足の可能性の方が高い。つまり,先行研究は与格交替が見られる述語のすべての

例を網羅しているとは限らず,また否定証拠を挙げていない（どの述語で不可能,という記述がない）ので,富

山県氷見市方言が上記の階層に違反しているかどうかはわからない。

　先行研究で唯一,否定証拠にまで言及しているのは廣戸 (1949)である。

(27) （発表者注：与格交替が起こるのは）「「が」の次に「好きだ」「嫌いだ」の来る場合のみであって,山が

楽しいは山ガタノシイであって,山ニタノシイとはならない。」(廣戸 1949: 83)

すなわち,この方言では他動形容詞文のみが与格交替を許すことがわかる。これは上記階層に違反しない。

5.2 他動形容詞の階層：心情述語 > 感覚述語

他動形容詞のうち,心情述語（emotion predicate）は心的な状態を表す述語,感覚述語（sensation predicate）

は五感に関わる述語である（具体例は表 2を参照）。ほとんどの方言の与格交替の例を見ると,他動形容詞のう
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ち,心情述語の例ばかりがあがっていることに気づく。感覚述語で与格交替を起こすのは,佐賀県武雄市北方方

言だけである。上記階層は,感覚述語で与格交替が生じる方言では,必ず心情述語でも与格交替を起こすと予測

する。北方方言は,実際に心情述語でも与格交替を生じうる。

(28) 佐賀県武雄市北方方言（発表者フィールドデータ）

a. 感覚（聴覚）：うるさい　

キューワ

今日は

オッソロシュー

すごく

ネコ {ガ/ノ/ニ }
猫が

ヤグラシカ

うるさい

b. 心情：怖い

キューワ

今日は

オッソロシュー

すごく

ジーサン {ニ/ガ }
爺さんが

エスカ

怖い

　上記の例に関して,心情形容詞では第一内省で与格をとるが,感覚形容詞ではまず主格が選択され,与格も可

能という内省である。これも,心情形容詞が感覚形容詞よりも与格交替を起こしやすいという階層の予測に矛

盾しない。

　なお,この階層で注意すべき点は,与格交替が見られる方言では必ず心情述語で与格交替が生じることを予測

するが,具体的にどの心情述語に与格交替が生じるかまでは予測できないという点である。通時的な要因や予

測不能な要因で,必ず語彙的なばらつきが生じるからである。

5.3 刺激タイプの階層：ネガティブな刺激 > ポジティブな刺激

刺激項が,経験者項に対してネガティブな心的影響を与える場合に「ネガティブな刺激」と呼び,逆の場合に

「ポジティブな刺激」と呼ぶ（表 2では,大まかに上ほどネガティブ,下ほどポジティブな刺激である）。この階

層より,ポジティブな刺激で与格交替を許す方言は必ずネガティブな刺激でも与格交替を許すと予測され,多く

の方言ではこの予測に矛盾しないことがわかる。しかし,「好き」だけが報告されている方言もあり,こういう

方言については「嫌い」や「怖い」などでも与格交替を許すかを再度調査する必要がある。尾前方言に関して,

ポジティブな心情述語「楽だ」で与格交替が生じる話者 FO氏は,ネガティブ心情述語でも必ず与格交替を許

す。また,「嬉しい」で与格交替が生じる話者 KO氏は,「可能だが違和感がある」との内省であり,ネガティブ

な心情述語で与格交替が可能な場合にこのような違和感はない。

　ネガティブ,ポジティブという区分は,心情述語については自明な場合も多いが,感覚述語についてはより曖

昧で,文脈依存になってくる。尾前方言の調査では,感覚形容詞に関しては以下のように文脈を整えて調査した

が,いずれの場合も,与格交替は生じなかった。

(29) （辛いものが好きという前提で）（俺は）この唐辛子が辛い（から,食欲が出てくる）：ポジティブ解釈

（辛いものが苦手という前提で）（俺は）この唐辛子が辛い（から,食べきれない）：ネガティブ解釈

コシュー {ガ/*ニ }
唐辛子が

カリャー

辛い

感覚形容詞で唯一,与格交替を許した佐賀県武雄市北方方言の例文 (28a)の「うるさい」は,文脈なしでも語彙

的にネガティブ刺激であることが明確であろうと考えられ, 階層に矛盾しないと考えられる。しかし, 今回の

データでは感覚形容詞で与格交替を起こす方言があまりに少ない（それは他動形容詞の階層の正しさを示すも

のでもあるが）から,他の方言のデータも注意深く検証する必要がある（久保薗氏発表に期待）。
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6 結びにかえて：残された課題

6.1 なぜ与格交替が生じるのか

出来事の主体（動作を起こす者，出来事の原因）から,主体ではないものに働きかける他動的な方向性を意

味的ベクトル（semantic vector; Bossong 1998）と仮に表現しておくことにする。7 典型的な他動詞文の能動

文は,主体が第一項,一方的に影響を被る被動者が第二項であるから,意味的ベクトルは第一項から第二項へ向

かう。

(30) 典型的な他動詞文：能動（意味的ベクトル：第一項 → 第二項）

タローガ

太郎が

ツボオバ

壺を

ワッタ

割った

　逆に,受動文では,主体が第二項（斜格項）,被動者が第一項（主語）であるから,意味的ベクトルは第二項か

ら第一項へ向かう。

(31) 典型的な他動詞文：受動（意味的ベクトル：第一項 ← 第二項）8

ツボノ

壺が

タローニ

太郎に

ワラレタ

割られた

これを踏まえると，対格は，その標示する項（第二項）に意味的ベクトルが向かっている（求心ベクトルを

持つ）ことを標示する格であると言える。主格標示される項は，他動詞能動文では遠心ベクトルを有するが，

受動文では逆に求心ベクトルを有する。すなわち，主格は意味的ベクトルに中立である。このことは，主格が

（意味的ベクトルがゼロの）自動詞（能動）文にも生じることからも明らかである。9

　与格は自動詞文にも他動詞文にも生じ，様々な意味役割を担い，その特徴が掴みにくいが，少なくとも他動

的な関係にある二項の標示に関与する与格には，対格と対立して，遠心ベクトルを積極的に標示する機能があ

ると考えられる。

(32) 非主語の動作主：受動文の動作主（(31)，第一項 ← 第二項）

(33) 非主語の動作主：使役文の動作主

タローガ

太郎が

ジローニ

次郎に

ツボオバ

壺を

ワラセタ

割らせた（意味的ベクトル：第一項 → 第二項 → 第三項）

(34) 経験者項：注意を向ける知覚主体という点で，刺激項への働きかけが見られる (Bossong 1998, Naess

2007他多数)

オレニャー

俺には

コミャートガ

小さいものが

ミエン

見えない（意味的ベクトル：第一項 → 第二項）

7 意味的ベクトルのほか,causal chain, transmission of force (Croft 1991) など, 同様の概念を示す用語は様々提案されている。
重要な点は,必須項の二項の間に,他動的な力が働く向きと,その程度に違いがある,という点である。

8 肥筑方言を始め, 九州方言では一般に, 受動文の動作主項を奪格カラで標示することもできるが，尾前方言に関する限り, 与格の方
がよく使われる。また,『方言文法全国地図』の 27番（「犬に追いかけられた」）をみると，奪格が使える方言は必ず与格も使える。

9 能格言語では，他動詞主語にしか生じない能格は遠心ベクトルを積極的に表示し，自動詞主語と他動詞目的語に生じる絶対格が無
標と言えるだろう。
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ここで,以下のような素朴な仮説を立てることができる。10

(35) 二項述語の他動的な関係（意味的ベクトル）と格標示

a. 対格：それによって標示される項へ向かう求心ベクトルを積極的に標示:
�� ��→ ACC

b. 与格：それによって標示される項から向かう（弱い）遠心ベクトルを積極的に標示:
�� ��DAT →

c. 主格：意味的ベクトルに中立（無標）

この仮説を踏まえて他動形容詞文を考える。他動形容詞文には，端的に言って能動文的な側面と受動文的な

側面が共存している点が重要である。第一項（経験者項）が知覚の主体（注意を向ける主体）である点では能

動文のようであって，第一項から第二項への意味的ベクトルが見られる（第一項 → 第二項）。しかし同時に，
第二項（刺激項）が心理的な影響を与える主体でもあり，第一項がその影響を被る被動者でもある点では受動

文のようであって，第二項から第一項への意味的ベクトルも成り立つ（第一項 ← 第二項）。よって，経験者と
いう意味役割を,被動的動作主,Affected agentと呼ぶことがある（Naess 2007）。つまり,他動形容詞文は第一

項と第二項とで双方向的な意味的ベクトルを持っている（同様の見方は Croft 1991の経験者構文全般につい

ての分析にある）。

(36) 他動形容詞文（双方向的：第一項 ⇆ 第二項）

オラー

俺は

カミナリ {ガ/ニ }
雷が

オジェー

怖い

いうまでもなく，他動形容詞文における双方向的ベクトルの拮抗具合は,述語の意味によって様々であると

考えられる。まず，典型的な他動詞能動文のように，第一項から第二項への意味的ベクトルが優勢になる述語

があるだろう。この場合，対格標示が可能になることが予測される。ホシー「欲しい」は,このタイプである

と考えられる。

(37) 能動型の他動形容詞文（第一項 → 第二項の意味的ベクトルが優勢）

オラー

俺は

ヨメゴ {オバ/ガ/*ニ }
嫁が

ホシーノー

欲しいなあ

　
逆に，第二項から第一項への心的影響の度合いが強い述語の場合，受動文のように第二項から第一項への意味

的ベクトル優勢になり，第二項に与格の使用が可能となることが予想される。発表者は，これが与格交替であ

ると分析する。

(38) 受動型の他動形容詞文（第一項 ← 第二項の意味的ベクトルが優勢）

オラー

俺は

ヨメゴ {*オバ/ガ/ニ }
嫁が

オジェー

怖い

　
　上記の分析は，尾前方言に見られる以下の現象をうまく説明する。

10 この一般化はあくまで他動的な関係にある二項の表示に使われる主格・対格・与格に限定した分析である。他動的な関係にない
（意味的ベクトルが関与しない）二項述語における与格（例：俺には兄弟がいる）は，よく「場所」として分析される。場所として
の与格と，（動作主に似た）遠心ベクトルをもつ与格の包括的な説明は本発表の範囲を超える（しかし重要な）問題である。
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(39) 与格交替が他動形容詞文に限定される（二項述語タイプの階層；5.1節）。これは，二重主語文が実質

的には一項文であって，そもそも意味的ベクトルが二項間に見られないからである。

(40) ネガティブな刺激がポジティブな刺激よりも与格を取りやすい（刺激タイプの階層，5.3節）。これは，

ネガティブな刺激の方が，第一項への心的影響の度合いが強いからであると分析できる。11

(41) 第二項に与格が使える場合，対格を使うことはできない（(37)(38)参照）。これは，他動形容詞文が，

能動型（対格）か受動型（与格）のいずれかに言語化されるからである。

(42) 主格は与格とも対格とも共存する。これは，意味的ベクトルに中立な格だからである。

上記の (39)について，現時点で二重主語文においてのみ与格交替が見られる方言（富山県氷見市など）をよく

調査する必要がある。これらの方言で，階層が予測するように他動形容詞文でも与格交替が確かに成り立つな

ら，他動形容詞文における与格交替が，二項述語文全体に類推されていったと考えることができそうである。

　以上をまとめると,他動形容詞文の二項間に成り立つ意味的ベクトル関係は,述語の意味によって,典型的な

他動詞能動文のようなもの（第一項→第二項の意味的ベクトル優勢）から，受動文のようなもの（第一項←
第二項の意味的ベクトル優勢）なものまで幅を持っている。尾前方言では，この意味的な連続体を言語的に能

動型・受動型・無標の 3つに区分し，主格（無標）・対格（能動型を積極標示）・与格（受動型を積極標示）で

区別している。すなわち，与格交替という現象は，経験者構文の第二項に対して，意味的ベクトルに中立の主

格と，受動型を積極的に表す与格が交替する現象であると考えたい。

6.2 尾前方言における与格交替の拡大現象

表 4 「ガル (G)」「フウ (H)」と与格交替

経験者・刺激の他動形容詞文 経験者・刺激の他動形容詞文 二重主語文（叙述対象の１項）

容認度 G H 心情 容認度 G H 感覚 容認度 G H 叙述

◯◯ 〇 オジェー「怖い」 ×× ツメチャー「冷たい（から嫌だ）」 ×× ヘタ「下手だ」

◯◯ キチー「きつい」 ×× 〇 × イチャー「痛い」 ×× ジョーズ「上手だ」

◯◯ クルシー「苦しい」 ×× クシャー（カザノワリー）「臭い」 ×× キリェー「綺麗だ」

◯◯ スカン「嫌いだ」 ×× 〇 ニギャー「苦い」 ×× アウェー「青い」

×× ニガテ「苦手だ」 ×× ？ × ウモー　ニャー「（味が）まずい」 ×× ツエー「強い」

×× カナシー「悲しい」 ×× シュビー「（味が）渋い」 ×× ナギャー「長い」

×× 〇 トゼンニャー「寂しい」 ×× 〇 セワシー「うるさい」 ×× 〇 × オミー「重い」

×× ニクィー「憎い」 ×× 〇 サミー「寒い」 ×× × × カリー「軽い」

×× 〇 メンドクシャー「面倒臭い」 ×× 〇 〇 マバイー「眩しい」 ×× ビンタノ　エー「賢い」

×◯ ラク「楽だ」 ×× 〇 〇 カリャー「辛い」 ×× ムゾーナ「かわいい」

？× 〇 ウレシー「嬉しい」 ×× スイー「酸っぱい」 ×× タキャー「高い」

×× スキ「好きだ」 ×× アミャー「甘い」 ×× マッカー「赤い」

×× × ホシー「欲しい」 ×× ウミャー「うまい」 ×× エー「良い」

ここまでの尾前方言の与格交替のデータは，第一項が 1人称（発話者）の例であった。次に示すように，第

一項が発話者から第三者にシフトすることによって，具体的には形容詞の後に動詞化を表す「ガル」や蓋然性

11 しかし，この種の直感的・観念的な説明には注意が必要であり，今後の検討課題としておく。感覚よりも心情が与格交替を起こし
やすい点も，直感的・観念的な説明はいくらでもできるが（例えば心情述語の方が感覚述語よりも，経験者の意識的な知覚の度合
いが低いとの説明が Haspelmath 2001: 61にある），ここでは保留し，今後の検討課題としておく。

12
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が高いことを表す認識モダリティの「フウ」（～ようだ）が来ることによって，与格交替が不可能であった形

容詞が,与格交替可能になるという現象が確認されている。

(43) a. コノヒ｛ノ/*ニ｝

太陽が

マブシー

まぶしい

b. ヒーニ

太陽を

マブシガットル

まぶしがっている

c. アンヒター

あの人は

ヒー｛ノ/ニ｝

太陽が

マブシーフウ

まぶしいようだ

このように,知覚主体がシフトすることで,どの形容詞で与格交替が可能になるかは,表 4でまとめてある。

　知覚主体のシフトによって与格交替を起こしうる形容詞の範囲が広がる現象の理由については,発表者はま

だ説明ができない。「ガル」をつけて動詞化する例については，標準語でも与格が取りやすくなる可能性もあ

るが，詳細は不明である。なお，フウの付属で与格交替が可能になる述語は，ガルをつけても与格交替が可能

になるという含意的な一般化ができるが，これについても詳細は不明である。

　現時点で分かっている点は以下の通りである。与格交替を許す述語の拡大の仕方について，ランダムではな

く 5 節で述べた階層性に従っていると考えられる。すなわち，拡大するのは概ね他動形容詞文においてであ

り，しかも（これまで心情に限定されていたところから）ネガティブな感覚に偏って拡大していく。他動形容

詞文を飛ばして暫定二重主語文にだけ拡大したり，ネガティブな感覚を飛ばしてポジティブな感覚に拡大する

ことはない。他の方言でも，このような現象がある可能性は高い。なお，この現象については,別添の調査票

に示す例文セットによって調査することができるようになっている。
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