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研究成果の概要（和文）：本研究で、九州西北部の方言の過去辞と否定辞が、語幹に二つの形態がある場合、どちらの
形態を選択するかを説明する科学的な文法を作った（Koga 2012a）。後、本研究の喫緊の課題、仮定「下２段動詞の非
過去形の語尾の /uru/ を非過去辞 /u/ と /ru/ の複合である」の証拠を佐賀西部方言の形態音韻論現象「下２段動詞
の非過去形を一方とし、上一段動詞と４段動詞の非過去形を他方とし、前者で長音ではなく撥音で現れ、後者で撥音で
もよいが長音が好まれることが現れる」、また、より簡単な佐賀武雄方言の現象を分析した。研究は音韻論の知見を必
要とする形態音韻論の研究となった。

研究成果の概要（英文）：Koga 2012a proposes a grammar to explain which of the two allomorphs the affixes 
of the past tense and negation select. The urgent need to make convincing the assumption that the 
word-final /uru/ of the non-past forms of the vowel /e/-final verbs in western Saga dialect is a complex 
of the non-past morphemes /u/ and /ru/. Chainging the directions ofresearh, we stared a research on the 
morpho-phonological phenomenon in western Saga dialect that the /ru/-final non-past forms of vowel 
/e/-final verbs can be geminates but not a lengthened vowel whereas those of vowel /i/-final and 
consonant-final ones can be a lengthened vowel and are preferred to be a lengthened vowel. We analyzed 
the phenomenon of Takeo Saga dialect which is simpler than that of western Saga dialect.

研究分野： 言語学
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１．研究開始当初の背景 

日本語佐賀西部方言の動詞形態論の研究
Koga 2009; 2011 は、佐賀西部方言の非過去
の動詞形のデータ収録とその分析を提案し
た。非過去を時制の虚辞と仮定して、「下 2

段動詞」と「不規則動詞」の現在形では、虚
辞（u あるいは ru）が重ねられ、u-ru （ハ
イフンは形態境界を表す）が非過去辞、時制
虚辞であると分析した。 

 

佐賀西部方言  標準語 

表層形  基底形   

1) to:/toʔ  tor-u  toru 

2) oki:/okiʔ oki-ru  okiru 

3) tabuʔ  tab-u-ru  taberu 

4) suʔ  k-u-ru  kuru 

5) suʔ   s-u-ru  suru 

 

また、時制虚辞の意味を提案した。時制虚辞
が重なるときのみ、後ろの ru に対応する部
分が同方言では、重子音の前半部分かあるい
は無声閉鎖音、あるいは、声帯の縮小が起こ
らなければならないことを発見した。この分
析が正しいとしたら、「下二段段動詞」と「不
規則動詞」には語幹が二つあることになり、
その場合、接辞や態辞が動詞句[語幹]を補語
として取る場合、どちらの語幹を取るかとい
う問題が起こった。本研究はこの課題解決か
ら始まった。 

 

２．研究の目的 

本研究は、九州西北部の方言において、語彙
素に二つの語幹がある場合に、動詞（句）を
補語として取り、その主要辞の動詞形として
語幹を求める過去辞、否定辞、態辞（使役辞、
受け身辞）が、どちらの語幹を選択するかを
説明する科学的な文法を構築することも目
的とする。 

 

３．研究の方法 

データとしては、佐賀西部方言の動詞形
（日常よく使われる標準語の動詞に対応す
るもの）、非過去形、否定形を 266 個とそれ
を含む文のそれぞれを収録する。 

現象を説明する理論を考え、それがうまく
いくかどうかを構文解析器上に実装するこ
とで検証しながら、構築する。 

 
４．研究成果 
佐賀西部方言の 266個の否定形とそれを含

む文の音声データの収録を行った。URL 以下
参照。 
文の統語範疇の補語‐主要辞関係でより

深ければ深いほど（詳細には、図１中の右（→
方向）に行けば行くほど、かつ、下（↓方向）
に行けば行くほど）、語幹の長形が選ばれる
ことを発見した（Koga 2012a）。 
 
 
 

  → 
↓非過去辞 
過去辞  命令辞 否定辞 態辞 
 

       図１ 
 
この階層関係は、文の動詞と機能範疇の階層
関係の地図（cartography、遠藤 2014: 24, 
61）を反映している。この記述的一般化で不
十分なのは、不規則形（軽動詞）の se-sas-u-ru

が s-as-u-ru でもいいことである。 
 Koga 2014 は、佐賀西部方言における否定
形を観察し、Koga 2012a の語幹選択の主張
を確認した。多くの場合、例えば、標準語、
tabenai を方言の語 tabeN のように、標準語
の否定形の「nai」が同方言で「N」に対応す
る。しかし、不規則動詞、軽動詞では、sinai
に対応する siN ではなく、sen である。こ
れは、Koga 2012a の予測通りである。  
研究の過程で、語幹選択とは異なる以下の

現象がこの方言で発見された。上一段動詞の
否定形が、nai を N に替えた否定形より、
nai を raN に替えた否定形が好まれる。 
 
佐賀方言   標準語 
否定形 基底形   
okiraN oki-raN  *okiranai 
?okiN oki-N  okinai 
miraN mi-raN  *miranai 
?miN mi-N  minai 
yomaN yom-aN  yomanai 
 
Koga 2014 は、非過去形の場合に時制虚辞

が重ねられ、u-ru が作られたように、何ら
かの理由で iN が避けられ、否定辞の長形(4
段動詞で使われるもの)を使い、母音連続
（hiatus）を避け、子音で最も弱い r により
調整され、raN が使われたとした。 
その他では、申請者の一連の研究の核とな

る非過去形の形態音韻論の分析を進め、現在、
音韻論の最適性理論を導入しているところ
であり、Koga 2016 は最適性理論の研究手法
で佐賀西部方言より簡単な佐賀武雄方言の
現象の McCarthy 2008 に従った記述的一般化
（以下）を提示した。 
 
With a non-initial sonorant-high vowel 

syllable avoided, the sonorant remains 
with the high vowel absent only if either 
the vowel or the sonorant plus the vowel 
is associated with the non-past tense and 
the POA of the sonorant is coronal. 
Furthermore, the geminate of the consonant 
following the sonorant-high vowel 
sequence compensatorily occurs in place of 
the liquid. (Koga 2016) 
 
日本語訳：語頭でない共鳴音-高母音の音

節を避け、高母音か、あるいは、共鳴音-高
母音かが非過去辞であり、かつ、共鳴音の調



 

 

音点が前方であれば、共鳴音が残り、高母音
が存在しない。さらに、共鳴音-高母音の連
なりに続く子音の重子音が流音の代わりに
代償的に生起する。 
 
Koga 2016 以前の関連する形態音韻論の研究
（**を付けた発表）は、原始的段階のもので
あり後に修正されている。 
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