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要旨
本論文は、秋田県横手市(旧増田町)で使用される方言における連体修飾構造についての
記述的研究である。
日高(2000:96-97)によると、南秋田地方の方言では、人称代名詞「オレ(一人称)」
「オメ
ァ(二人称)」が修飾名詞であり、被修飾名詞が「具体物」である場合に属格助詞「ノ」が
(１)のように省略されるという。
(１)

a.「オレ クルマ」

私の車

b.「オメァ カサ」

お前の傘

ただし、日高(2000)では、その概略を示すのみであり、詳細は明らかではない。本研究
では、日高(2000)が述べている条件が妥当であるのかを筆者自身の調査によって明らかに
するとともに、
（1）のような属格助詞「ノ」が省略される形式(以下「省略形式」とする)
と一般的な複合名詞との形態統語論的相違点についても調査した。そして、
「オレクルマ」
などの「省略形式」は、属格助詞「ノ」が省略されているのではなく、助詞「ガ」が前の
名詞と融合してできた形式なのではないかということ検証した。
本論文では、以下のことを示す。
A.省略形式の現れには以下の４つが関係する。
a.修飾名詞の名詞句階層上の位置
b.修飾名詞への敬意の有無
c.被修飾名詞が「具体物」であるかどうか。
d.被修飾名詞が譲渡可能であるかどうか。
B.「省略形式」は、一般的な複合名詞とは形態統語論的に異なるものである。
C.「省略形式」は、助詞「ガ」が前の名詞と融合して生じた形式である。
本論文では、上の A～Ｃについて明らかにした。
まず、A について詳しく述べる。
「省略形式」が現れやすい条件として、(a)N１が名詞句
階層で上位にある (b)N１が敬意の対象でない (c)Ｎ２が具体物である (d)Ｎ２が譲渡可
能である、以上の４つが挙げられる。
次に、Ｂについて述べる。本論文では、
「N１＋∅＋形容詞＋Ｎ２」という形式が可能で
あること、
「省略形式」の場合でも各要素のアクセントの型を保つことが確認された。これ
より、「省略形式」は、複合名詞とは形態統語論的に異なるものだと考えられる。
最後に、Ｃについて述べる。
「省略形式」に現れる N１の形がこの方言の主格形式と同じ
であること、出雲方言などに見られる助詞「ガ」と助詞「ノ」の分布と、旧増田町方言に
おける「∅」と助詞「ノ」の分布が並行的であるということから、
「省略形式」は助詞「ガ」
が前の名詞と融合して生じた形式であると考えられる。
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１．はじめに
１．１．対象とする方言
本論文では、秋田県横手市（旧増田町）で使用されている方言（以下「旧増田町方
言」と呼ぶ）を対象とする。旧増田町は秋田県南部に位置している。平成１１年より
政府主導で全国的に進められた市町村合併により、平成１７年に 8 市町村が郡市一体
で合併し、現在の横手市となった。

図１

市町村合併前

(秋田県公式サイト

秋田県地図

図２

美の国あきた

市町村合併後

(秋田県公式サイト

ネットより一部修正し引用)

秋田県地図
美の国あきた

ネットより一部修正し引用)

佐藤(2000:14)によれば、秋田県の方言は次のように 3 種類に分類される（図３）。１つ
めは、鹿角・北秋田・山本の 3 郡で話される「北部方言」である。２つめは、秋田市と河
辺・南秋田の 2 郡で話される「中央方言」である。３つめは、仙北・平鹿・雄勝・由利で
話される「南部方言」である。また、鹿角地方および由利地方の方言は、他の方言領域と
区別して、それぞれ「鹿角方言」
「由利方言」の地域として特立してよい面が認められると
いう。鹿角地方はかつて南部藩に属し、また、由利地方も旧本荘・矢島・亀田の三藩に属
していたため、それぞれ旧南部領や山形県庄内地方に似た特徴がみられるからである。
本論文で対象とする旧増田町方言は、「南部方言」、その中でも「県南方言」にあたる。
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図３

秋田県の方言区画図

(佐藤:2000:14)

１．２．対象とする言語現象
日高(2000:96-97)によると、南秋田地方(男鹿市・南秋田郡)では、人称代名詞「オレ(一
人称)」
「オメァ(二人称)」が修飾名詞であり、被修飾名詞が「具体物」である場合に属格助
詞「ノ」が(１)のように省略可能になるという。本論文で対象とする現象は、(１)のような
表現である。
(１)

a.「オレ クルマ」

私の車

b.「オメァ カサ」

お前の傘

(１)にあてはまらない場合、つまり、修飾名詞が 1 人称代名詞・2 人称代名詞ではない場
合(＝２a)、あるいは、被修飾名詞が「具体物」ではない場合(＝２b)には属格助詞「ノ」の
省略は起こらない(日高 2000:96-97)。
(２)

a.「タロウノクルマ」
b.「オレノハタケ」

太郎の車
私の畑

後述の通り、
「オレクルマ」などの形式が、属格助詞「ノ」の省略によるものであるかど
うかは検討が必要であるが、差し当たり、本論文では、（1）のような属格助詞「ノ」を介
さずに２つの名詞が修飾・被修飾関係を表しているように見える形式を「省略形式」と呼
び、議論を進める。
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本論文の目的は、旧増田町方言において「省略形式」が見られるのは、どのような名詞
の組み合わせの場合であるのかを記述するとともに、この「省略形式」の形態統語論的な
特徴を明らかにすることにある。

１．３．本論文の構成
本論文の構成は以下の通りである。まず、2 章にて先行研究のまとめを行い、本論文で
明らかにすべき問題点を整理する。３章で調査方法の説明を行い、４章で調査結果を整理
し、考察する。5 章では、
「省略形式」の形態統語論的な性質を明らかにするとともに、歴
史的な観点から「省略形式」の位置づけについて考察する。6 章は本論文のまとめである。

２．先行研究
本章では、本論文で扱う現象と、それに関する先行研究について述べる。そして、問題
点の整理をする。

２．１．「省略形式」に関する先行研究
日高(2000:96)によると、名詞句による連体修飾は、秋田方言においても標準語と同様、
(３)のように２つの名詞の間に助詞「ノ」を介することで表すことができる。
(３)

a.カミノ

サラ

b.ムシメノ

(紙の皿)

ケッコン

（日高 2000 96）

(娘の結婚)

（日高 2000 96）

一方、表 1 のとおり、南秋田地方の方言では、人称代名詞「オレ(一人称)」「オメァ(二
人称)」が修飾名詞であり、被修飾名詞が具体物である場合に属格助詞「ノ」が省略される
「省略形式」が見られる。
表１

助詞「ノ」の省略の可不可

被修飾名詞

修飾名詞
オレ(俺)

オメァ(おまえ)

タロー(太郎)

①クルマ(車)

〇オレクルマ

〇オメァクルマ

×タロークルマ

②チラ(顔)

〇オレチラ

〇オメァチラ

×タローチラ

③アバ(母)

×オレアバ

×オメァアバ

×タローアバ

④ハタケ(畑)

×オレハタケ

×オメァハタケ

×タローハタケ

[日高 2000 : 97 より筆者一部抜粋]
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一方で、修飾名詞が 1 人称代名詞・2 人称代名詞ではない場合(＝４a)、あるいは、被修
飾名詞が「具体物」ではない場合(＝４b)には、「省略形式」は見られない(日高 2000:9697)。
(４)

a.「タロウノチラ」
b.「オレノアバ」

太郎の顔
私の母

ただ、日高(2000)は、概略を示すのみであり、この「省略形式」についてこれ以上に詳
細なことは分からない。
また、
『方言文法全国地図』の第 13 図によると、秋田県を中心に、東北地方一体で「オ
レ∅＋名詞」という「省略形式」が見られる。
『方言文法全国地図』からは、本研究で対象
とする旧増田町方言あたりでも、
「省略形式」が観察されることが示唆される。しかし、や
はり、その詳細は明らかではない。

図４

「おれの(手拭)」

(方言文法全国地図
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第 13 図

一部修正して引用)

２．２．問題点の整理と記述の方針
上記で見たように秋田方言における連体修飾構造における「属格助詞の省略現象」つま
り「省略形式」については、日高（2000）に部分的な記述があるのみで、それを網羅的に
研究したものはない。よって、どのような場合に「省略形式」が可能であるのか、詳細に
調査・記述する必要がある。この時、ヒントとなると考えられるのが日本語諸方言に見ら
れる「ガ」と「ノ」の交替現象である。
本稿で問題とするようなある名詞句 N１がもう一方の名詞句 N２を修飾するという連体
修飾構造を作る場合、標準語や多くの方言においては一般に連体助詞「ノ」を用いて、
「N
１の N２」と表現する。一方、標準語の「ノ」に相当する部分に，他の形式が用いられる
現象は日本語諸方言に広く見られる。すなわち、助詞「ガ」を用いるものである。例えば、
出雲方言における助詞「ガ」と「ノ」の使い分けについて論じた平子（2016）では、助詞
「ガ」と「ノ」が連体修飾構造を作るのに使われる際、その使い分けには「敬意」と「名
詞句階層上の位置」が関わるとしている。
表2

出雲方言における連体助詞「ガ」「ノ」(待遇なし)(平子 2016 をもとに筆者作成)
人称名詞

親族・固有名詞

人間名詞

一人称

二人称

(同等・目下)

(同等・目下)

=ガ、=ノ

=ガ、=ノ

=ガ、=ノ

=ガ、=ノ

表3

動物

無生物

=ノ

=ノ

出雲方言における連体助詞「ガ」「ノ」(待遇あり)(平子 2016 をもとに筆者作成)
二人称

親族・固有名詞

人間名詞

(目上)

(目上)

(目上)

=ノ

=ノ

=ノ

出雲方言では、表 2 のとおり、修飾名詞が「人間」であれば「ガ」も「ノ」も用いるこ
とができ、
「動物・無生物」の場合には「ノ」しか用いられない。また、出雲方言では表 3
のとおり、修飾名詞が人間である場合、その人物が話し手にとって敬意の対象である場合
は「ガ」を用いずに「ノ」が用いられる。
後にも述べる通り筆者は、日高（2000）が「属格助詞の省略」とする「オレクルマ」な
どの「省略形式」は，実は属格助詞が省略されたものではなく、
「オレガ」の「ガ」が前の
名詞（「オレクルマ」の場合の「オレ」）と融合して生じた形式だと考えている。つまり、
この場合の「オレ」は「代名詞の属格形」とでも呼ぶべき形式であり、
「オレノ」の「ノ」
が省略された代名詞そのものではない。仮に、この連体修飾構造において属格助詞なしで
被修飾名詞に続く秋田方言の「オレ」
「オマエ」などの形式が、助詞「ガ」と前の名詞とが
融合した結果生じた「
（代）名詞の属格形」であるとするならば、その「属格形」を持つ名
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詞と持たない名詞の違い、つまり、
「助詞を介さずに修飾語になれる名詞」と「助詞を介さ
なければ修飾語になれない名詞」との違いは、他方言における助詞「ガ」をとる名詞と助
詞「ノ」をとる名詞との違いに相当するような違いであると考えられる。
以上の点を踏まえれば、
「省略形式」がどのような場合に可能であるのかを明らかにする
ためには、平子(2016)が出雲方言を対象にして「ガ」と「ノ」の使い分けのあり方を明ら
かにしたように、修飾位置に来る名詞 N１に対する「敬意(待遇)」や、N１の「名詞句階層
上の位置」が関係するか否かを検討する必要がある。
一方、日高(2000)は、被修飾名詞が「具体物」である場合に「省略形式」が可能だと述
べている。これについても、
「具体物」という条件が適切であるのかどうか検討する必要が
ある。そして、ここでは特に言及しないが、
「譲渡可能性」なども踏まえ、整理・検討すべ
きであると考える。
また、日高(2000)では、この「省略形式」の形態統語論的な性質については全く触れて
いない。すなわち、
「オレクルマ」などの「省略形式」は一見すると、２つの名詞が直接並
列していて「複合語」のように見える。しかしながら、それが属格助詞「ノ」が省略され
たもの、あるいは「ガ」が前の名詞に融合することで生じたものだとするならば、それは
一語ではなく、２つの文節からなる名詞句だと考えられる。そこで本論文では、
「オレクル
マ」などの「省略形式」において、それを構成する２つの名詞の間に形容詞を挿入した、
「名詞＋形容詞＋名詞」という形式が可能であるのかを調査し、その結果から「省略形式」
と複合名詞との間の相違点を形態統語論的観点から明らかにする。

３．調査概要
本論文で扱うデータは、2020 年 10 月から 12 月にかけて行った計４回の調査によって
得たデータである。調査対象は旧増田町在住の 30 代女性と 60 代女性の親子 2 名である。
調査は調査票を用いた面接調査で、zoom を通してオンラインで行った。
調査では、筆者が標準語で例文を発話し、調査協力者のお二人にその例文を方言に翻訳
し、発話していただくという形をとった。場合によっては、秋田出身の筆者の内省に基づ
き秋田方言で発話したあと、調査協力者にその表現が可能であるかを問うた上で、調査協
力者に再度方言で発話してもらうという形をとった。なお、調査協力者が「そのような表
現をする人もいるかもしれない(調査協力者は使わない)」というような回答をした場合の
データについては、今回は用いないものとする。
調査に際して注目したポイントは以下のとおりである。なお、以下、修飾名詞をＮ１、
被修飾名詞をＮ２、無助詞であることを∅で表すものとする。
(５) 調査に際しての注目したポイント
a. Ｎ１の種類(有生性の階層)により違いはあるのか
b. Ｎ１名詞への敬意により違いはあるのか
6

c. Ｎ１の長さにより違いはあるのか
d. 複数の言い方があるＮ１で、言い方により違いはあるのか
e. Ｎ２の種類(具体物であるか、譲渡可能性)により違いはあるのか
f. Ｎ２の長さにより違いはあるのか

まず、(５a)については、N１の有生性階層上の位置による違いを見るために、一人称・
二人称・三人称、固有名詞、親族名詞、人間名詞「先生」、疑問代名詞「誰」、動物をＮ１
として用意した。
(５ｂ)については、N１を「あなた(敬意なし) / あなた(敬意あり)」
「調査協力者の友人
(敬意なし) / 調査協力者の先輩(敬意あり)」
「先生(敬意あり)」とした場合の結果から、Ｎ
1 への敬意による違いを見る。
(５ｃ)については、長さが異なるＮ１の結果を比較し、名詞の長さが影響するかを見る。
(５ｄ)については、
「オラ・オラァ・オレ・ワ(私)」のように言い方が複数ある名詞にお
いて、その言い方によって違いが生じるかを検証する。
(５e)については、日高(2000)の言う「N２が具体物である」という条件について検討す
べく、N２が具体物を表すである場合と(具体物でない)場所を表す名詞である場合とを比
較し、検証する。また、
「手」
「顔」といった譲渡不可能な名詞で、
「譲渡可能性」が関係し
ているのかも検討する。
(５ｆ)については、長さが違うＮ２の結果を比較し、名詞の長さが影響しているのかを
見る。
４章以降では以上の項目に注意しながら調査した結果を整理し、旧増田町方言における
「省略形式」について記述していく。

４．調査結果
本章では、どのような場合に「省略形式」が可能であるかについて調査した結果を示す。

４．１．調査結果の概略
調査結果の概略は表４と表５の通りである。表 4 は、修飾名詞 N１に対して、敬意がな
い(同等・目下)場合の結果をまとめたものである。表 5 は、修飾名詞 N１に対して、敬意
がある(目上)場合の結果をまとめたものである。
表 4，5 において、
「ノ」とある部分は「N１ノ N２」という表現（非「省略形式」）のみ
が見られたことを、
「ノ／∅」とある部分は「N１ノＮ２」という表現（非「省略形式」）と
ともに、
「N１∅Ｎ２」という表現、つまり、
「省略形式」が見られたことを示す。なお、斜
線が引かれている部分は未調査の部分である。また、Ｎ２が「家(エ)」の場合でのみ、Ｎ
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１「私たち」を調査した。Ｎ１「サル」は、属格助詞「ノ」の他のＮ１で省略が起こりや
すかった「車」
「家」「顔」のみの調査とした。

表4
N1＼N2

Ｎ１＋Ｎ２における「省略形式」の現れ(N１に対する敬意なし)

車

家

お金

顔

（クルマ）

(エ)

(ジェンコ)

（ツラ・チラ）

私(オラ・オラ

ノ／∅

ノ／∅

手(テ)

田(タ)

畑

山

( ハ ダ

(

ケ)

マ)

母
ヤ

(カアサ
ン)

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ／∅

ノ

ノ／∅

ァ・オレ・ワ)
私たち

ノ／∅

(オラダ・ワダ)
あなた[友人]

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

(オメ・オメェ)
あいつ(アレ・
アレェ)
チアキちゃん/
ナオコ[友人]
父(オド・トサ
ン)
弟(シャデェ)
誰(ダレ・ダレ
ェ)
サル

表5
N1＼N2

あなた[目上の人]

ノ

Ｎ１＋Ｎ２における「省略形式」の現れ(N１に対する敬意なし)
車

家

お金

顔

手

田

畑

山

母

（クルマ）

(エ)

(ジェン

（ツラ

(テ)

(タ)

(ハダケ)

(ヤ

(カア

コ)

・チラ）

マ)

サン)

ノ／∅

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ／∅

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

(アダ・アンダ・オタク)
ハナヨさん/ケイコさん
[先輩]
先生(センセイ)
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４．２．調査結果の詳細
以下では、3 章でみた(５a)から(５ｆ)の項目ごとに、調査結果について論じる。
(５a) N１の名詞句階層上の位置と「省略形式」の現れ
日高(2000:96-97)では、人称代名詞「オレ(一人称)」
「オメァ(二人称)」が修飾名詞であ
る場合に属格助詞「ノ」が省略可能、つまり「省略形式」が可能だとされていた。筆者の
調査では、それらに加え、N１が「アレ(三人称)」「ダレ(疑問代名詞)」である場合に、す
べての「具体物」のＮ２との組み合わせで「省略形式」が見られた。また、すべての「具
体物」のＮ２との組み合わせで「省略形式」が見られなかったものの、Ｎ１が「チアキチ
ャン/ナオコ(固有名詞)」
「ハナヨサン/ケイコサン(固有名詞)」
「トサン・オド(親族名詞)」
「センセイ(人間名詞)」の場合に、「省略形式」が見られる場合があった。一方、「サル」
が N1 の場合には、「省略形式」が全く見られなかった。
以上のことから、
「Ｎ１＋ノ/∅＋Ｎ２」の場合に、
「省略形式」の現れやすさには N１の
名詞句階層上の位置が関係すると言える。具体的には、以下のような階層性が認められる。
(６)

代名詞>親族名詞・固有名詞>親族名詞・固有名詞以外の人間名詞>非人間名詞

（6）は N1 がより右側にある名詞である場合に「省略形式」が現れやすいことを意味す
る。このとき、N1 が代名詞である場合に最も「省略形式」が現れやすい一方、N１が「サ
ル」など非人間名詞である場合には「省略形式」が全く見られなかった。つまり、非人間
名詞である場合には「省略形式」が一切認められないと言えそうである。
(５ｂ)N１への敬意と「省略形式」の現れ
次に、表 4 と表 5 の結果を比較し、N１への敬意の有無が「省略形式」の現れやすさに
関係するかを見ると、全体としては、Ｎ１に対して敬意がある場合には、敬意がない場合
と比べて、
「省略形式」が生じにくくなっていると言えそうである。
例えば、表 4 のＮ１が「オメ(敬意なし)」である場合と表 5 のＮ１が「アダ・アンダ(敬
意あり)」である場合とは、どちらも聞き手を指す二人称代名詞が N１であるが、この時
「オメ(敬意なし)」では、具体物のＮ１すべてで「省略形式」が見られた一方、
「アダ(敬意
あり)」では、
「車」「家」「お金」でのみ「省略形式」が見られた。なお、Ｎ１に対して敬
意があるにもかかわらず、
「省略形式」が見られた「あなたの車」や「あなたのお金」の場
合でも、
「あなた」の指す人物が、あまりにも目上過ぎる人である場合には「省略形式」が
用いにくいという。これより、Ｎ１が敬意の対象であるかが「省略形式」が許容されるか
否かに関係していると考えられる。
また、N１がどちらも固有名詞である、N１が「チアキチャン/ナオコ(敬意なし)」であ
る場合とＮ１が「ハナヨサン/ケイコサン(敬意あり)」である場合とを比較すると、敬意の
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ない「チアキチャン/ナオコ」の場合にＮ２が「車」
「家」
「お金」の場合に「省略形式」が
見られた一方、敬意のある「ハナヨサン/ケイコサン」の場合でもＮ２が「家」「お金」の
場合には「省略形式」が見られた。N１が固有名詞である場合には、N１に対する敬意の有
無が「省略形式」の現れやすさにあまり関係していないようにも見える。しかし、調査協
力者によると、N1 が固有名詞の場合においても、その人物があまり親しくない(敬意があ
る)人物である場合には「省略形式」が用いにくいという。
最後に、Ｎ２が「センセイ(敬意あり)」の場合を見ると、Ｎ２が「車」の場合のみ「省
略形式」が見られた。
以上より、N１への敬意の有無が「省略形式」の現れに関係しており、Ｎ１に対して敬
意がある場合には、敬意がない場合と比べて、
「省略形式」が生じにくくなっていると言え
そうである。
なお、聞き手が敬意の対象である場合でも、(７)のように「省略形式」が見られたため、
聞き手に対する敬意の有無は、
「省略形式」が許容されるか否かに関係しないと考えられる。
(７) a.

オラエサキテタンセ。 「私の家に来てください。
」
（先生、初対面の人に対して)

b.

アレエサイッタンスギャー。 「あいつの家に行ったんですか？」(先生に対して)

c.

ダレエサイクンスギャー。

d.

チアキチャンエサイッタンスギャー。

「誰の家に行きますか？」(先生に対して)
「チアキちゃんの家に行きましたか？」
(先生に対して)

(５ｃ)N１の長さと「省略形式」の現れ
調査では、
「チアキチャン(固有名詞)」の場合も「ナオコ(固有名詞)」の場合も、
「省略形
式」が許容されるか否かに差はなかった。つまり、
「省略形式」が許容されるか否かは、名
詞の長さによるものではないと考えられる。
(５ｄ)N１に複数の形式がある場合
表の(

)内に示したとおり、今回調査したＮ１の中には同じ意味を表すのに複数の形式

が用いられるものもある。
ここでは特に「オラ」と「オラァ」のように語末の母音が短いものとわずかに伸びるも
のとの差を見る。まず、全体的な傾向としては「省略形式」の場合に「オラァ」「ダレェ」
などのように語末の母音がわずかに伸びる傾向にあった。しかし、その場合でも「オラ」
「ダレ」という形式が許容されないわけではない。また、
「オレ」の場合には「オレェ」と
はならない。以下に例を示す。「*」は不自然な表現を示す。
(８) a.
b.

オラ(ァ)

クルマ

オラノクルマ

c. *オレェ

クルマ

「私の車」
「私の車」
「私の車」
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このことから、少なくとも語末の母音が伸びるか否かと「省略形式」が許容できるか否
かとの間には直接的な関係はなく、語末の母音が伸びるか否かは他の条件によるものと考
えられる1。
(５e)Ｎ２が具体物か否か
日高(2000:96-97)では、Ｎ２が「具体物」であることが「省略形式」が許容される条件
であり、Ｎ２が「具体物」ではない場合には「省略形式」が許容されないとされていた。
しかし、表５からは、Ｎ２が「具体物」でない場合にも、わずかながら「省略形式」が許
容された。例えば、「オラァ

カアサン(私の母)」という形式が許容された。

ただ、表５からは、やはりＮ１が「具体物」である「車」「家」「お金」「顔」「手」の方
が、
「具体物」でないほかの名詞と比べて、明らかに「省略形式」が許容されやすいと認め
られる。日高(2000:96-97)の述べるように、N２が「具体物」であることは、「省略形式」
が許容される条件の一つであると言えそうである。
次に、同じ「具体物」の名詞の中でも、譲渡不可能である「ツラ・チラ(顔)」「テ(手)」
と譲渡可能である「クルマ(車)」
「エ(家)」
「ジェンコ(お金)」とに分けて結果を比較すると、
後者の方が「省略形式」が起こりやすいことが分かる（表 4）。つまり、Ｎ２が譲渡不可能
な名詞である場合には、譲渡可能な名詞である場合に比べ、
「省略形式」が許容されにくい
ということである。
なお、N２が場所(具体物ではない)を表す名詞の場合に、
「省略形式」が許容されにくか
った理由としては、Ｎ２が場所を表す名詞である場合に以下の(９)のような「家（エ）」を
伴う「オラエ」あるいは「オラノエ」という形式を用いる表現が定着していることが考え
られる。
(９)

オラ=ノ/∅

エ=ノ

タ

「私の家の田」

この背景には、田んぼや畑が個人の所有物というよりも家単位での所有物であるという認
識が強いことがあるものと考えられる。
(５f) N２の長さと「省略形式」の現れ
表 4 のＮ２が「車(クルマ)」の場合と「家(エ)」の場合を比較すると、結果に差はない。
その他の名詞を見ても、Ｎ２の名詞の長さによって「省略形式」の許容度に変わりはない
と考えられそうである。

1

なお、N１の形式が「省略形式」であるか否かに全く影響しないというわけでもない。
「あ

なた(目上の人)の車」では、「アダ・アンダ」では「省略形式」が許容されたものの、「オ
タク」では「省略形式」が許容されなかった。
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５．議論
本章では、
「オレクルマ」などの「省略形式」について、その形態統語論的な性質と歴史
的な由来について考察する。まず、5.1.で、本論文で問題としている「省略形式」と一般的
な複合名詞との形態統語論的な相違点について述べる。次に 5.2.で、先行研究では「助詞
の省略」とされてきた「省略形式」は、助詞「ガ」が N１と融合して生じた形式である可
能性があることを述べる。

５．１．一般的な複合名詞との形態統語論的な違いについて
「オレクルマ」などの「省略形式」は一見すると、２つの名詞が直接並列していて「複
合語」のように見える。しかしこの「省略形式」は、一般的な複合名詞とは形態統語論的
に異なるものであると考えられる。その根拠を以下に述べる。
まず、筆者の行った調査では、以下の（１０）のように、「N１＋∅＋形容詞＋N２」
という形式が可能であることが確認された。
(１０)

オラァ

アケェ

クルマ

ダレェ

ベテコイ

「私の赤い車」

クルマ

「誰の小さい車」

複合名詞の場合は、２つの語が複合して１つの語となっており、名詞と名詞の間に形容
詞が入ることはない。つまり、(１０)のような「N１＋∅＋形容詞＋N２」という形式が可
能であるということは、複合名詞と「省略形式」は形態統語論的に異なるものであるとい
うことである。
また、
「省略形式」のアクセントは以下のようであった（“［”がピッチの上がり目を、“］”
がピッチの下がり目をしめす）。
（１１）

a.

オ［ラ］ノ

c.

オ［レノ

クルマ

クルマ

b.

オ［ラ］

d.

オ［レ

クルマ
クルマ

一般的な複合名詞の場合は、２つの語が複合して１つの語となり、複合名詞のアクセン
トは、その各要素のアクセントが単純に組み合わさったものとは別のものになるのが普通
である。少なくとも、複合語 XY のアクセントは「X ノ Y」のアクセントとは普通異なる。
一方、本論文で問題としている「省略形式」である（１１b）「オラクルマ」のアクセン
トは、
（１１a）
「オラノクルマ」のアクセントをそのまま引き継いでいる。
（１１c）と（１
１d）の関係も同じである。これは、「オラクルマ」のような「省略形式」は、１語になっ
ておらず、
「オラノクルマ」と同じく２つの文節が続いたものであることを示唆する。つま
り、
「オレクルマ」などの形式は、やはり一般的な複合名詞とは形態統語論的に異なり、２
つの文節が連続したものだと考えられるのである。
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５．２．「省略形式」は助詞「ガ」の融合形式である
一見、助詞が省略されたように見える「オレクルマ」などの「省略形式」であるが、そ
の修飾要素である N１（この場合は「オレ」）は、日高が言うような無助詞形あるいは助詞
が省略されたものなのではなく、歴史的には助詞「ガ」と N１が融合してできた形式であ
ると考えられる。ここでは、その根拠を述べる。
まず１つめの根拠は、この方言における「省略形式」に現れる N１の形が、
「～ガ」に遡
ると考えられる当該の方言の主格形式と同じであることである。
日高(2000:90)によると、秋田県内の諸方言における主格形式は基本的には無助詞である
が、
「タローァ

キタ(太郎が来た)。」のように、前の名詞と助詞「ガ」が融合して「―ァ」

となる形式も見られるという。筆者の調査でも以下のような結果が確認された。
(１２)

オラァ

イグガラヨ。

「私が行くよ。」

(１２)の「オラァ」についても、助詞「ガ」が「オラ」と融合し、
「オラァ」となってい
るのではないかと考えられる。そして、この「オラァ」という形式は、(１３)のように「省
略形式」にも現れる形式である。
(１３)

オラァ

クルマ

「私の車」

(５ｄ)で述べたように、この方言では「オラ」とともに「オラァ」という形式が「省略
形式」の N１として現れる。そして、
「オラ」か「オラァ」かは予測不可能であり、基本的
にどちらも許容される。以上を総合して考えると、
「省略形式」に現れる N１の形は、その
前の（代）名詞と「ガ」が融合したものであるという可能性が認められる。
２つめの根拠は、その分布、つまり「省略形式」と「N１+ノ+Ｎ２」との使い分けのあ
り方である。例えば、平子(2016)は、出雲方言における助詞「ガ」と助詞「ノ」の使い分
けとして、
「敬意(待遇)」と「名詞句階層上の位置」を挙げている。本論文の 4 章でも述べ
たが、旧増田町方言における「∅」と助詞「ノ」の分布にも「敬意(待遇)」と「名詞句階層
上の位置」が関係しており、それは出雲方言における助詞「ガ」と「ノ」と並行的な関係
にあると言える。例えばＮ１に対して敬意がある場合にはどちらの方言でも「ノ」が用い
られるが、敬意なしの場合には、出雲方言では「ガ」が用いられ、秋田方言では「∅」で
ある。また、Ｎ１が名詞句階層上で上位の場合には、出雲方言では「ガ」が用いられる一
方、秋田方言では「∅」であり、名詞句階層上で下位の場合にはどちらの方言も「ノ」が
用いられる。このように、出雲方言などに見られる助詞「ガ」と助詞「ノ」の分布と、旧
増田町方言における「∅」と助詞「ノ」の分布は並行的であると言える。このことは、上
述のように、
「省略形式」に現れる N１の形が、その前の（代）名詞と助詞「ガ」が融合し
たものだということを示唆する。
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つまり、一見、助詞が省略されたように見える「オレクルマ」などの形式は、無助詞な
のではなく、助詞「ガ」と融合してできた形式であると考えるのが妥当と言える。
５．３．本章のまとめ
本章では、
「省略形式」について、形態統語論的な性質と歴史的な由来について考察した。
そして、以下のことを明らかにした。
まず、5.1.では、
「省略形式」は一般的な複合名詞とは形態統語論的に異なり、複合名詞
のように１語にはなっておらず、２つの文節が続いたものであることを示した。
次に、5.2.では、
「省略形式」に現れる N１の形が、その前の（代）名詞と助詞「ガ」が
融合したものであり、助詞が省略されたものなのではなく、歴史的には助詞「ガ」と N１
が融合してできた形式であることを示した。

６．おわりに
本論文では、秋田県旧増田町方言の連体修飾構造について記述した。それをまとめると
次のようになる。
（１４）本論文で明らかにしたこと
A.「省略形式」の現れには以下の４つが関係する。
a.Ｎ１の名詞句階層上の位置
b.Ｎ１への敬意の有無
c.Ｎ２が「具体物」であるかどうか。
d.Ｎ２が譲渡可能であるかどうか。
Ｂ.「省略形式」は、一般的な複合名詞とは形態統語論的に異なるものである。
C.「省略形式」は、助詞「ガ」が前の名詞と融合して生じた形式である。
本論文では、上の A～Ｃについて明らかにした。
まず、A について詳しく述べる。
「省略形式」が現れやすい条件として、(a)N１が名詞句
階層で上位にある (b)N１が敬意の対象でない (c)Ｎ２が具体物である (d)Ｎ２が譲渡可
能である、以上の４つが挙げられる。
次に、Ｂについて述べる。本論文では、
「N１＋∅＋形容詞＋Ｎ２」という形式が可能で
あること、
「省略形式」の場合でも各要素のアクセントの型を保つことが確認された。これ
より、「省略形式」は、複合名詞とは形態統語論的に異なるものだと考えられる。
最後に、Ｃについて述べる。
「省略形式」に現れる N１の形がこの方言の主格形式と同じ
であること、出雲方言などに見られる助詞「ガ」と助詞「ノ」の分布と、旧増田町方言に
おける「∅」と助詞「ノ」の分布が並行的であるということから、
「省略形式」は助詞「ガ」
が前の名詞と融合して生じた形式であると考えられる。
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