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日本語諸方言に見られる断定の助動詞の変化の様相 
 

杉浦 滋子 
 

 日本語の断定の助動詞は方言によってダ、ヤ、ジャなどの形式をとり、また同じ方言の

中でもいくつかの異形態をもつこともある。音声面の変異だけでなく、それぞれの方言の

特定の文脈の中で隣接する要素との相互作用の中で、様々な変化を起こしており、その中

で他の形式と融合して新しい機能をもつにいたる融合と、他の形式に完全に取り込まれる

吸収が見られる。また、融合によって成立した形式の機能が、その形式の一部によってあ

らわされるようになるという、部分による代替とここで呼ぶ現象も見られる。本発表では、

そういった断定の助動詞の変化の一部を検証することによって、変化においてどのような

メカニズムが働くかを考察することが目的である。 
 
1. 融合 
 まず、断定の助動詞が他の要素と融合した例として顕著なのが、「準体助詞＋断定の助動

詞」が「説明」1の機能をもつと解釈されるようになったものである。 
 

(1) A:ずいぶん日焼けしてるね。 
B;昨日海に行ったんだ。Cf.昨日海に行ったから。⁄??昨日海に行った。 
 

準体助詞はもちろん連体修飾節の主要部として指示物をもつこともあるが、この融合が

起こる文脈では「文を名詞化する」という文法的な機能のみをもつ。そして、(1)のような

文脈において融合が起こり、その各部分はもはや独自の機能をもつ独立した要素とは見な

されず、一体化して新しい意味・機能をもつようになったのである。 
形式の上で異なる準体助詞や異なる断定の助動詞をもつ方言においても、「準体助詞＋断

定の助動詞」が同様の変化を見せている。 
 奥能登珠洲方言を扱う愛宕(1969)によると、この方言では「準体助詞カ°＋断定の助動詞

ヤ」が共通語のノダで訳される（共通語訳は断りのない限り原著者のもの）。 
 
  (2) アカイカ゜ スキナ ヒト ダレヤッタ ケヤー（井上他 1996b:115） 
      赤い氷水の好きな人は誰でしたかね。 

(3) アノ ヂヂャー メー アカ°ッテ メンカ°ヤ。（井上他 1996b:115） 
 あのおじいさんは目がすっかりだめになって見えないのです。 

                                                   
1 疑問文などの場合を考えると、この融合した要素の機能を「説明」とするべきではないと

筆者は考えるが、ここではそのことは問題にせず、「説明」を用いる。 
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 肥前長崎方言を扱う愛宕(1976)では、「準体助詞ト＋断定の助動詞丁寧形」にノデス、「ト

＋推量の助動詞」には「ノダロー」という共通語訳をあてている。 
 
  (4)  イマノトワ ヨー ナカ。（長崎県西彼杵郡野母崎樺島）（井上他 1999:(214）） 
     今の（人形）はよくない。 

(5)a.アレチガ オーカトデス（長崎県西彼杵郡大瀬戸町白浜）（井上他 1999:(218）） 
荒地が多いんです。 

b.テレビニ ダストヤロ（諫早市小野）（井上他 1999:(218）） 
テレビに出すんだろう。 

 
 中川(1982:164)は、山口県の方言に関して、「『丸いの』をマルイソとも、マルイホとも、

マルインとも言う。」「『読むソです。』はヨムノデスにあたり、[中略]「行くソ」は「行くノ

ヨ」とほぼ同意で、行クソ
---

と上がり調子の発音になると、疑問となる。」と述べる。 
 この再分析を図式化すると次のようになる。 
 

(6) [ 文  ＋  準体助詞 ] ＋  ダ 
                             断定の助動詞 
       名詞化された文 
               ↓ 
      文  ＋ [  説明をあらわす要素  ]                            
 
他方、日本語方言の中には「行くだ」のような、「動詞・補助動詞の連体・終止形＋断定

の助動詞」が共通語などの方言における「行くのだ・行くんだ」のような、「動詞・補助動

詞の連体・終止形＋準体助詞＋断定の助動詞」と同じ働きをもつものがあること、そのよ

うな方言においては文を名詞化するにあたって準体助詞が必要でないことも指摘されてき

た（国立国語研究所 1978:145 など）。ただし、ほとんどの場合名詞化されているのに準体

助詞が使われていない例の指摘にとどまっている。本発表の基になっている調査では、国

立国語研究所の『方言談話資料』の一部と、ＮＨＫの『全国方言資料』のうち、新田(2004)
で再度の聞き直しが行われた石川県白峰方言を対象としている。このような資料の性質上、

対象は大きなものではないが、網羅的に検討することによって今までとらえられなかった

傾向をとらえることが可能となると考えている。 
現在の調査の段階では、共通語でノダを用いる文脈、そしてノを使って文を名詞化する

文脈で準体助詞が全く使われない方言があると断言はできない。しかし、例えば鳥取県八

頭郡奥谷方言は、共通語でノを使って文を名詞化するような文脈でノ・ンが用いられてい

る例が 6 例、用いられない例が 8 例ある。後者のうち 2 例が共通語の「と言うの」に、4
例が共通語の「～するようなこと」にあたるので、現在では化石化して残っていると考え
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るのが妥当だろうが、以前はノを用いない名詞化が体系の一部であったことの痕跡と言え

よう2。これら「行くのだ」ではなく「行くだ」のような形式をもつ方言をタイプ II と呼び、

共通語など、「行くのだ」にあたる形式をもつ方言をタイプＩと呼ぶことにする。 
すべてのタイプＩ方言において痕跡的な形ででも活用形に連体形があったことが認めら

れず、すべての（もしくは多くの）タイプ II 方言において活用形に連体形がある・あった

ことを示す要素が認められるならば、タイプ I とタイプ II の違いは、連体形が失われた時

期が早いか遅いかということになる。そして、どちらのタイプにおいてもノダもしくはノ

ダと同じ機能をもつ形式があるならば、日本語において全体的に「文を名詞化する」とい

う機能と「断定の助動詞」の組み合わせでこの新しい意味・機能が生じていることになる。

つまり、音声的に実現されているか否かに関わらず、次の図式が成り立っているのである。 
 
  (7)       

文（述語終止形） ＋ ノ 
              文（述語連体形）             ＋   ダ 
                                 
            名詞化された文                       断定の助動詞 
 
                 ↓ 
 
                文       ＋                   [      ノダ         ] 
                                                              φ ダ 

 説明をあらわす要素 
 
つまり、説明をあらわす要素の形成がタイプＩとタイプ II において同じ頃に起こったのな

らば、タイプＩにおいては連体形が消失し、命題の名詞化に準体助詞が必須となった後に

それが起こり、タイプ II においては消失する以前に起こったと考えられる。「準体助詞＋断

定の助動詞」の場合は一体化して新しい意味・機能を獲得するので融合と呼ぶ。 
  
2. 吸収 

さらに、日本語の方言の中には動詞・補助動詞の終止・連体形に後接する推量の助動詞

として「ロー」「ラー」など「らむ」が音韻変化を経たものをもつものと、それに断定の助

動詞が前接した「ダロー」「ダラー」「ヤロー」などをもつものとがある。前者の方言に見

られる用法を『現代日本方言大辞典』から引用する。（アクセント記号は省略。） 
 

                                                   
2 「と言うの」にあたる形式は複数のタイプ II の方言で化石化している。(群馬 2b)参照。 
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(8)静岡県静岡市 ソッカラダラ ヨク ミエルラ（そこからなら、よく見えるだろう） 
高知県高知市 ココカラナラ ヨー ミエルロー（ここからなら、よく見えるだろう） 
熊本県鏡町 ソッカラナラ ユー ミュッドー（そこからなら、よく見えるだろう） 
大分県野津市 コッカルナル ユー ミユルロー（ここからなら、よく見えるだろう） 
鹿児島県上甑町 ソッカラナラー ユー ミュッドー（そこからなら、よく見えるだろう） 
長野県栄村秋山 アノンナ チョア タツロァー（あの者は今日は出発するだろう） 

 
上の例文とその共通語訳からもわかるとおり、他の方言では推量の助動詞が断定の助動

詞の形式を含むのに対して、これらの方言では含まないが、どちらの推量形も同じ機能を

もつ。つまり、共通語などの方言においては断定の助動詞がそれ自体の意味をまったくな

くし、推量の助動詞と一体化している。図式化すると、共通語を含む方言の場合、以下の

ような再解釈が起こったが、(8)の方言においては起こらなかったということになる3。 
 

(9)[‥‥名詞 ＋ ダ] ＋ ラム  [‥‥動詞・補助動詞]  ＋ ラム 
     文      推量の助動詞      文       推量の助動詞 

                  ↓ 

[‥‥名詞] ＋ [ダ ＋ ラム]  [‥‥動詞・補助動詞]  ＋[ダ ＋ ラム]  
    文     推量の助動詞          文      推量の助動詞 
 
 「断定の助動詞＋推量の助動詞」の場合には一体化して推量の助動詞として機能するの

で、断定の助動詞は意味的な寄与はまったくしていないので、吸収と呼ぶ。 
 
3. 部分による代替 
 日本語では多くの終助詞が多様な働きをしているが、文末に生じる断定の助動詞および

断定の助動詞と融合した要素が終助詞との相互作用の中で変化を見せている。 
3.1 疑問文に見られる終助詞 
日本語ではカが疑問（不確定）の標識として認められよう。 

 
(10)a.彼は学生だ。 

b.彼は学生か？ 
c.弁償してもらえるかわからない。 
d.彼が学生かなんて、私は知らない。 

 
                                                   
3 方言間の交流が存在するのだから、特定の方言においてダローが見られても、方言の中の

再分析によって起こったのではなく、他方言からの借用による場合もあるかもしれない。 
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 しかし話し言葉において、カが疑問においてどの程度用いられるかを見ると、その頻度

は決して高くないと思われる。下のそれぞれの対を見ても、(a)の文は、もちろん非文では

ないものの、女性の話者はあまり使用しないであろうし、男性の話者においても純粋な疑

問というよりは、なんらかのニュアンスを伴うことが多いのではないだろうか。4 
 

(11) a.彼は学生なのか？  
b.彼は学生なの？ 

(12) a.あの人が佐藤さんなのか？  
b.あの人が佐藤さんなの？ 

(13) a.もう行くのか？  
b.もう行くの？ 

(14) a.ギリシャ語って難しいのか？  
b.ギリシャ語って難しいの？ 

 
しかし、だからといってノを疑問をあらわす終助詞とするのは間違いである。次のような

疑問文においてノが使えないことから見ても、ノは疑問の標識ではない。 
 

(15)（一緒にお昼を食べに行くことになっているが、どの店に行くか決まっていない）

a.どこへ行く？ 
     b.＃どこへ行くの？ 
 
それでは、疑問文にあらわれるノをどのように理解すべきであろうか。(11-14)を見ると、

ノはノカと同様の機能をもつが、ノカがもつ話し手に関する制限やニュアンスをもってい

ない。つまり、ノはノカと同様の機能をもつものだが、なんらかの理由でノカが避けられ

るようになり5、ノのほうが無標の形式となったと見るのがいちばん無理がない。つまり、

ノカの機能がその部分であるノによって代替されているのである。そして、ノカはノダの

疑問形と考えてよいだろう。 
 ところで、タイプ I の中の、ノと異なる形式の準体助詞をもつ方言においては、それぞれ

の準体助詞の形式が同じように共通語のノカの機能を担う。宮崎県宮崎町清武町方言の例

を見ると、(宮崎 1a)のように、共通語においてノカが用いられない文脈においてはカが用

いられるが、共通語においてノカが用いられる文脈(宮崎 1b,c)においてはト、そしてその異

                                                   
4 ただし、質問ではなく、自分に納得させるような感じで下がりイントネーションで発音さ

れる場合には、男女の区別なく用いられる。 
5 理由としては、カを用いると話し手が聞き手に対して答を要求しているということが明示

され、要求は聞き手の自由を制限することから、見せかけの上だけでも避けたいという願

望があることが考えられる。最近共通語疑問文において「～ですか？」でなく「～です？」

という言い方が出始めているが、これも同様の理由によると説明できる。 
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形態と考えられるツが用いられている。 
これらの方言においても、もとの準体助詞の形式が断定の助動詞と融合して説明の要素

となり、その疑問形（ノカに相当する形式）の機能をその部分である、もとの準体助詞の

形式が担うようになったという説明が可能である。 
このように、タイプＩの方言においては、もとの準体助詞の形式がノカと同じ機能をも

つという変化を遂げる。それに対し、タイプ II の方言においては、もとの断定の助動詞の

形式が疑問文の標識として機能する（鳥取 1、静岡 1、群馬 1）。このことは、両タイプの方

言において、次のようなプロセスが起こっていることを示す。 
 
(16) タイプ I        タイプ II 

準体助詞＋断定の助動詞     音声的実現のない名詞化＋断定の助動詞 
   ↓      ↓ 

一体化（ノダ）                  一体化（ダ） 
   ↓                        ↓ 
疑問形としてノカが成立      疑問形としてダカが成立 
   ↓      ↓ 
部分（もとの準体助詞の形式）   部分（もとの断定の助動詞の形式） 
でもって全体の機能を担う         でもって全体の機能を担う 
部分による代替が起こり、その結果  部分による代替が起こり、その結果 
もとの準体助詞の形式が    もとの断定の助動詞の形式が 
疑問文の標識として機能    疑問文の標識として機能 
 
 ダが断定の助動詞であるならば、疑問の標識カとの共起は説明できない。(鳥取 1、宮崎 1、
静岡 1、群馬 1)のような文が成立するためには、疑問形としてダカが成立した上で、ダとい

う部分による代替があったと考えざるを得ない。 
 
3.2 その他の終助詞への変化 
 さらに、方言の中には断定の助動詞、もしくは断定の助動詞を含む形式が終助詞ヨに類

似した機能をもつ終助詞へと変化しているものがある。 
 群馬県利根郡利根村追貝方言を検討したところ6、用言の終止・連体形に断定の助動詞や

関連の形式が直接続く場合と、ノ・ンが続く場合の両方が見られ、それぞれについて、後

接する形式を調べると次のようになった。 
 
 

                                                   
6固定化した表現と判断したものは除いた。 
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ゼロ 16 
終助詞 17 
ダ 27 
ニ（逆接的前提） 2 

 
 

終止・連体形＋ノ・ン 

デ（理由） 3 
 計 65 

ゼロ 10 
終助詞 6 
カラ（理由） 5 
ッペ（推量） 3 
カ 2 
モノ（終助詞的） 2 
引用（ッテ） 1 

 
 
 

終止・連体形＋ダ 

ジャネンカ類7 9 
 計 38 

 
「終止・連体形＋ノ・ン＋ダ」の後がゼロ・終助詞・ダ・ニ・デである 65 例すべてが共通

語のノダあるいはノダを含む形式に置き換えて文脈の上で無理がないので、ノダは十分定

着していると言える。それに対し、用言の後にダが続いて文が終わる 10 例を検討してみる

と、3 例が疑問文、残りの 7 例はノダに訳すより、ヨに訳したほうがしっくり来る（群馬 2）。
ただし、この方言にはヨ、そしてヨの異形態と見られるイがある上、ダが使われる文脈は

強調したい場合と考えられるので、「強調の終助詞」と呼んでおく。 
ダ＋終助詞の場合は 6 例あるが、そのうちの 2 例はダッタ、残りの 4 例はノダに相当す

ると考えるよりは上の「強調の終助詞」と考えたほうがよいものである（群馬 3）。 
ジャネンカの類の場合は、終止・連体形の後に続く場合はノジャナイ（カ）に相当する

と考えたほうがよい（群馬 3a）が、名詞の後と形容動詞の語幹の後に続く場合はジャナイ

（カ）に相当すると考えたほうがよい（群馬 3b）（ただし、一例だけ終止・連体形の後にン

ジャネンが続く例（群馬 6）がある）。 
推量のッペは、終止・連体形に直接続く例が 14 例、ダッペが終止・連体形に直接続く例

が 3 例ある（群馬 4）。この 3 例はすべて昔のことを知らない話者Ｋが昔について述べてい

るので、ダッペがノダローに相当すると考えてよい。終止・連体形＋ノ・ン＋ダッペの例

はない。 
理由のカラは、終止・連体形に直接続く例が 26 例、ダカラが続く例が 5 例ある。この 5

例も、ノダカラで置き換えてよい例である。（群馬 5）も、話者 O が敬老会の座興にお金を

                                                   
7 ジャネンカ類に限り、名詞に直接続くものも分析の対象とした。 
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出して人を呼んだことを「損した」と言ったのに対して、その会と関係のないＫが発言し

たので、「いいからね」よりは「いいんだからね」が適切である。終止・連体形＋ノ・ン＋

ダカラの例はいちばん若い話者Ｋの発話に 2 例見られる。 
また、ノカの例は一例もないが、ダカの例が一例（群馬 1）見える。 
このように見るとこの方言は、ジャネンカ、ダッペ、ダカラ、ノカなど、断定の助動詞

ダが他の形式と共起した場合には概ね共通語のノダを含む形式に相当する機能をもち、他

の形式と共起しない、もしくは終助詞とのみ共起する場合にはノダではなく強調の終助詞

としての機能をもっていることになる。この分布は次のように説明するのが最も自然であ

ろう。この方言はタイプ II の方言で、連体形とダが融合してノダにあたる機能をもつ形式

が成立していた。また、この形式とッぺ、カラなどがしばしば共起していた。その後、ノ

を使って文を名詞化するようになったが、ダ＋ッぺ、ダ＋カラ、ダ＋カなどはすでに連体

形に後接する形式として一体化していたため、以前と同様使われ続けている。他の要素が

後接しない、もしくは終助詞のみが後接する文脈においては、ダのもとの機能がノダによ

って担われるようになったため、それらの文脈におけるダは強調という新しい機能を果た

すようになった。つまり、もともとタイプ II の方言であったが、現在は文を名詞化する準

体助詞が定着しており、複合的な要素にのみ過去の痕跡が認められるという段階にある。 
 
4.まとめ 
 本発表では、日本語の方言において断定の助動詞がどのような変化を遂げているかを調

べ、そこから変化において働くプロセスを考えた。また、このような分析は日本語がどの

ような段階を経て連体形をもつ体系からもたない体系へと移行して行ったかについて示唆

を与えてくれる点が重要であろう。さらに、本発表では、ある形式がある文脈に頻繁にあ

らわれることによって再分析が起こるとしたが、これは文法化研究において提案されてい

るプロセスと同じものである。「文法化」という変化を「語彙的意味をもつ要素が文法的機

能をもつようになる過程」と定義するならば、文を名詞化する機能と断定の助動詞の融合

は文法化の範疇に入らないであろうが、文法的機能をもつ要素がモダリティや発話意図に

関わる要素へ変化していくという文法化以降のプロセスを想定するならば、一方向性の仮

説をさらに追及していくことができるかもしれない。 
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＊ ここの共通語訳は杉浦による。 

 

石川県石川郡白峰村白峰『全国方言資料 第３巻 東海・北陸篇.』自由会話 1, 2 話者生年 1893 年、1892 年 

鳥取県八頭郡奥谷『国立国語研究所資料集 10 方言談話資料集(6)』鳥取県 自由会話 1 話者生年 1904,1901,1932 年 
(1) a.ナニユーダ オジーチャン 

何を言うの おじいちゃん 

b.ナニガ クエマスダ トテモ 

（量が多すぎて）なんで 食べられますか とても 

宮崎県宮崎郡清武町大字今泉『国立国語研究所資料集 10 方言談話資料集(6)』宮崎県 話者生年 1890,1902,1914 年 

(1) a. オクラオバサンガタ ハヨー デケヨリャシェンカッタカー。（p.175） 

オクラおばさんのところ 早く 出来てはいなかったか。 

b. ジブンノタネジャッタツ。（p.172）[疑問] 

自分の種だったの。 

c. モー キメチャット。（p.174）[疑問] 

もう 決めてあるの。 

静岡県静岡市南字中村『国立国語研究所資料集 10 方言談話資料集(5)』静岡県 1 話者生年 1911,1913,1915 年 

(1) a.ヤルダカナート オモッテタ。（p.258） 

やるのかなーと 思ってた。 

b.アノトキニャー モモサンチアタリャー ヤッパ アノー ツイタッケダカ。(p.260) 

あの時には 百さんの家あたりは やっぱり あの ついたのか。 

c.アノ トーサン シンダダカヤ。(p.263) 

あの 父さん 死んだのかい。 

群馬県利根郡利根村追貝『国立国語研究所資料集 10 方言談話資料集(1)』群馬県 1,2 話者生年 A1907 年、O1907 年、

T1920 年、K1940 年 

(1)  O ソースト マー ハー サッツァ アキテッカラダカラ フル 

そうすると まあ もう さんざん 飽きてからだから 降る 

（間） トキニ ナルダカモ ワカンネーケド フルヨ。(p.154 l.8-9) 

時に なるのかも わからないけど 降るよ。 

(2) a.Ｋ アノ マエノ ヒ カ カジガ アルト イツモ フ アメガ フ 

あの 前の 日 火事が あると いつも 雨が 降 

ルッチュノワ オラ ハジメテ キータヨ。 

るっていうのは おれ 初めて 聞いたよ。 

Ｔ ムカシカラ ユッテルダ。 （Ａ ムカシカラ ユッタダ。） (p.156 l.9-11) 

昔から 言ってる｛？んだ。⁄よ。｝ （昔から 言った｛？んだ。⁄よ。｝） 

b.Ａ オランゾガ ワケーシニ ナッテ ソーケンシバヤチュナ アズマ 

俺なんかが 青年に なって 壮健芝居というのは 東 
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カンデ イッカイ ヤッタカナー。 

館で 一回 やったかなー。 

（ＡとＴの間で東館がいつできたか、どこへ移築したかの話がしばらく続く） 

Ｏ アズマカンチュデ オラー チドリカラ アノーネー エ エーガ  

東館という（ところ）で おれ 千鳥から あのね 映画 

ミー キタダ。(p.184 l.8-p.185 l.8) 

見に 来た｛？んだ。⁄よ。｝ 

c.Ｔ ソレカラ コナイダネー オーハラニ カジガ アッタイネー。 

それから この間ね 大原に 火事が あったよね。 

（Ａ ンー。） アノ カジガ アッタ カジノ アクルヒ アメガ フ 

（んー。）  あの 火事が あった 火事の 明くる日 雨が 降 

ルッタカラ アメー マッテタケド フラナカッタネー。 

るって言ったから 雨 待ってたけど 降らなかったね。 

Ａ フッタッペー。 

降っただろう。 

Ｔ フッタッケカ。 アントキ アメ フッタッケ チョット。 

降ったっけか。あの時 雨 降ったっけ ちょっと。 

Ａ フッタッペー。 

降ったろう。 

（中略） 

Ｔ アー ソカ チョット フッタダネ。 

あー そうか ちょっと 降った｛よね∕？んだね。｝ 

(3) a.Ｋ タイコナン ハタイタジャネン。 ヤッタジャネン。(p.160 l.3) 

太鼓なんか 叩いたんじゃないの。やったんじゃないの。 

≠太鼓なんか 叩いたじゃないの。やったじゃないの。 

b. Ｋ ジンジャトカ ソーイ トコジャネン。(p.175 l.5) 

神社とか そういう所じゃないの。 

(4) Ｋ マ ソレガ ナツノ ユイーツノ タノシミダッタダッペネー。(p.179 l.8) 

ま それが 夏の 唯一の 楽しみだったんだろうねえ。 

(5) Ｋ モットモ ケーローカイダラ ソレァー アレダ ヨロコンデ ヨ 

もっとも 敬老会なら それは あれだ よろこんで よ 

ロコブ シトガ イレバ イーダカラネー。 (p.184 l.3-4) 

ろこぶ 人が いれば いいんだからね。 

(6) Ｔ アーイ コター ヒマー ツクルンジャネンカイ。(p.182 l.7) 

ああいう ことは ひまを 作るんじゃないのかい。 


