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要旨 
本論文では、三重県北部（桑名市、四日市市、いなべ市、東員町など）で使用される方言

の否定辞について、アンケート調査結果をもとに主にその世代差を記述する。 

 

岸江（1990:46）によると、三重県で使用される主な否定辞の変異形として、主に「－ヘ

ン」、「－ン」、「－ヤン」、「－ヤヘン」、「－セン」が挙げられる。また、矢野（1962:20）に

よると、北勢と南勢では「－ヘン」より「－セン」が優勢で、中勢では「－ヘン」が優勢で

あるという。しかし、岸江（1990:53）の三重県一志郡香良洲町方言調査では、「－セン」は

衰退に向かっていると考えられる結果であった。 

また、鳥谷（2015:162）の大阪府で行った方言調査において、若年層における否定辞「－

ン」の使用率が急激に上昇しているという現象があるという。 

さらに、南（2013:77）によると、大阪府の若年層を対象にした方言調査において、過去

形で「－ン」がよく使用されることから、長い動詞形に否定辞「－ン」が出現しやすいと推

測できるとされる。  

しかし、南（2013）の先行研究では、「長い動詞形」の定義が明らかにされておらず、ま

た過去形以外の条件を加えた長い動詞形の調査は行っていない。 

そこで、本研究では、岸江（1990）の三重県一志郡香良洲町方言調査の結果と、現在の三

重県北部方言ではどのような相違点があるのかということと、鳥谷（2015）の調査における

現象が三重県北部方言にも当てはまるのかということを調査するとともに、南（2013）の述

べる「長い動詞形」の詳細も検討し、記述した。 

 

Google フォームを用いたアンケート調査の結果から、以下のことを記述した。 

 

【1】現在の三重県北部方言では「－セン」がほとんど使用されず、「－ヤン」が強く定着し

ている。 

【2】鳥谷（2015:162）の述べる、動詞「行く」の否定形「行かない」において、若年層に

おける否定辞「－ン」使用率が急激に上昇しているという現象が、三重県北部方言にも現れ

ている。 

【3】南（2013:77）の調査結果において過去の条件を加えた形で「－ン」が現れやすくなっ

ているという現象は三重県北部方言にも当てはまる。 

【4】南（2013:77）の述べる「長い動詞形」とは、条件を加えて否定辞の後ろが長くなる場

合と、語幹の長い動詞や可能の助動詞が入るという、否定辞の前の部分が長くなる形の両方

に当てはまるが、顕著に「－ン」の使用が増加したのは、否定辞の前に要素が加わる場合で

あった。 
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１．はじめに 

三重県の諸方言における否定辞を使った打消し表現は、共通語と比較すると他の関西方

言同様に豊富で変化に富んでいる。岸江（1990: 46-50）によれば、三重県諸方言で使用さ

れる主な否定辞の変異形として、①「－ヘン」②「－ン」、③「－ヤン」、④「－ヤヘ

ン」、⑤「－セン」などが挙げられる。 

それぞれを使った例文を挙げると、以下のようになる。  

 

    ①    明日は遊びに行かヘン。    （明日は遊びに行かない。）  

   ②    今日は買い物行かンとこ。   （今日は買い物に行かないでおこう。）  

    ③    誰も私のこと見ヤン。      （誰も私のことを見ない。）  

    ④    誰も私のこと見ヤヘン。      （誰も私のことを見ない。） 

   ⑤  今日は仕事に行かセン。     （今日は仕事に行かない。） 

 

岸江（1990）は、三重県中部に位置する一志郡香良洲町（現・津市香良洲町）の方言に

おける否定辞の使用について調査したものであるが、それによると、当該方言における否

定辞の使用には世代差が見られるという（岸江 1990: 45）。一方、南（2013）は、大阪方

言における否定辞の現れ方について調査をした結果、否定辞の使い分けに否定辞の前後の

要素の長さが関わると述べる。 

本研究は、三重県中部の方言についての岸江（1990）による指摘が、三重県北部（桑名

市、いなべ市、四日市市など）の方言にも当てはまることであるのかを検証すること、そ

して南（2013）が大阪方言について指摘した否定辞の前後の要素の長さと否定辞の使い分

けとの関係を、三重県北部の方言の場合について調査し、その詳細を明らかにすることを

目的とする。調査対象となる方言が話される地域は、以下の黒枠内の地域である。 

 

《図 1》調査対象地域（J-LIS の画像に筆者加筆）1 

 

 

1 （地方公共団体情報システム機構 HP,三重県 https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/kinki/cms_164769146.html） 

https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/kinki/cms_164769146.html
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 まず、２章で主に岸江（1990）、南（2013）の先行研究についてまとめる。3 章では調

査方法について詳細を述べ、4 章で調査結果を示し、先行研究と比較しながら考察を記述

する。最後に 5 章で全体のまとめを行う。 

 

２．先行研究と本研究で扱う問題 

 

２.１ 三重県内部の地域差および世代差について 

岸江（1990）は、三重県中部に位置する一志郡香良洲町（現・津市香良洲町）の方言に

おける動詞の打ち消し表現について調査した結果を示している。岸江によれば、香良洲町

方言における動詞の打ち消し表現には世代差が認められ、老年層では「イケセン（イケシ

ェン）」（行かない）・「ミレセン（ミレシェン）」（見ない）など、エ段音で終わる動詞接続

部にセン（シェン）が続く形が見られる一方、若年層では「イカヘン」「ミヤヘン」な

ど、ア段音で終わる動詞接続部にヘンが続く形が見られるという。また、中年層には、そ

の中間的な形式である「イケヘン」「ミレヘン」という形が見られると述べている。さら

に、岸江（1990:48）は、このような世代間の差に基づいて、香良洲町方言において「イ

ケセン（イケシェン）」「ミレセン（ミレシェン）」から「イケヘン」「ミレヘン」に変化

し、さらに「イカヘン」「ミヤヘン」へ変化したとしている。 

また、岸江（1990:53）は、老年層で多く使用されている「－セン」が、中年層におい

ては急激に使用率が下がり、若年層では全く現れなくなっていることを指摘する。さらに

は、中年層から若年層において打消し助動詞「－ヤン」が現れるが、その使用率は動詞に

よって異なっていることも指摘する。岸江（1990:55）は、ここから「－ヤン」という否

定辞が新しい形式であると推測している。一方、矢野（1962:20）によると、香良洲町方

言を含む中勢方言では「－セン」よりも「－ヘン」が優勢であるが、北勢（＝三重県北

部）と南勢では「－ヘン」よりも「－セン」が優勢であるという。 

しかし、桑名市在住の筆者は、「－セン」という打消し助動詞は聞いたことが無い。し

たがって、岸江（1990）が香良洲町方言について指摘したのと同様の変化が桑名市などの

北勢（＝三重県北部）でも進み、「－セン」は他の打消し助動詞に取って代わられ、使用

率が低くなっていると予測される。また、「－ヘン」という打消し助動詞についても、三

重県北部において若年層はあまり使用していないと感じるため、「－セン」に加えて「－

ヘン」の使用率も低くなっているのではないかと予測される。 

さらに、岸江（1990:47）によれば、否定辞「－ン」は「－セン」と同様、衰退に向か

っていると述べられていたものであるが、鳥谷（2015:162）による大阪府を対象とした方

言調査では、「行かない」の方言形「イカン」が若年層において急増するという現象が起

こっていた。奈良県の調査でも同様の結果が出たという。 

そこで、現在の三重県北部方言の場合では、鳥谷（2015:162）での現象のように、否定

辞「－ン」の現れ方に大きな世代差があるのかという点も注目し、調査結果を考察する。 
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2.2 否定辞が続く形式による違い 

岸江（1990:54）は、香良洲町方言において「行くことができない」・「行くことができ

なかった」・「来ることができない」・「来ることができなかった」の不可能を意味する 4 項

目と「見ない」「見なかった」の 2 項目を比較し、前者４項目において「－ヘン」の使用

率が低く、代わりに「－ヤン」の使用率が高くなっていることを指摘している。つまり、

同じ母音語幹（一段動詞語幹）に否定辞が続く場合であっても、可能動詞に続く場合には

「－ヤン」の使用率が高くなるということである。 

さらに、南（2013:77）によると、大阪府の若年層を対象にした否定辞変異形の調査に

おいて、過去形では「－ン」が有意に多いことと認められたことから、（本先行研究の調

査では、変格活用や一段動詞の過去形を含めていないので五段動詞に限るが）長い動詞形

に西日本特有で古くから使用されてきた否定辞「－ン」が出現しやすいと推測できるとい

う。 

ただ、南（2013:77）の述べる「長い動詞形」の定義は明らかではない。ただ単に動詞

の前後が長いということが、否定辞「－ン」が現れやすくなる要因であるのか、それとも

他に詳細な条件があるのかは不明である。南（2013）が指摘した過去形以外の、他の接辞

（理由や仮定など）を付けた場合、つまり、否定辞の後ろに要素を付け足した場合と、否

定辞の前の部分が長くなる場合（語幹の長い動詞や、可能の助動詞を入れた形）など、

種々の場合に分けて調査をする必要がある。 

 

 

2.3 本節のまとめ：問題点の整理 

上述の先行研究における他方言に関する調査結果や不十分な点を考慮し、三重県北部方

言における動詞につく否定辞について、本研究では、特に以下の点を明らかにすることを

目指した。 

 

（1）世代を若年層と中年・老年層に分け、それぞれの世代で使用される否定辞の種類

と、世代間での相違点。 

 （2）鳥谷（2015）による大阪府を対象とした調査において、若年層の間で否定辞「－

ン」の使用が急増している現象が、三重県北部方言においてもみられるか。 

（3）否定辞の前後に要素を付け足して長くすることで、否定辞「－ン」が現れやすく

なるのか。 

（4）南（2013）の述べる、「長い動詞形」の詳細。（どのような条件を加えると、否定

辞「－ン」が現れやすくなる傾向があるのか。） 
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３．調査方法 

 Google フォームを使ったアンケート調査を実施した。 

調査項目は、下一段活用動詞である「寝る」の否定形を使用し、不可能や仮定、理由とい

った条件を加え、全部で 61 の例を挙げた。また、語幹の部分が長い動詞として「集める」

の否定形と、不可能の条件を加えたものを合わせて、19 の例を挙げた。これらの合計 80 の

例それぞれに、「頻繁に使う」「時々使う」「あまり使わない」「自分は使わないが、よく耳に

する」「自分は使わないが、時々耳にする」「初めて聞いた」の６つから選択してもらった。 

 

           
 《図 2》  三重県北部方言調査アンケート サンプル画像 

 

 

 アンケートは 71 名の方に協力していただくことができた。そのうち、20 代が 59 名、40

代が 5 名、50 代が 5 名、60 代が 2 名という内訳である。20 代 59 名を若年層、40 代から

60 代の 12 名を中年・老年層とする。 

 

 

 

4. 調査結果と考察 

 本節では、まず、標準語の「寝ない」「集めない」に対応する動詞の単純な否定表現（非

過去否定形）についての調査結果を用いて、三重県北部方言における否定辞の世代差のあり

方を記述する。その後、否定辞に前後する要素の「長さ」に注目して調査結果を整理し、三

重県北部方言における否定辞の現れ方について、否定辞に前後する要素の「長さ」の観点か

ら考察する。 
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4.１ 否定辞の使用に関する世代差の概観：非過去否定形から 

まずは、以下の二つの質問の回答から、現在の三重県北部方言における否定辞の現れ方の

一般的な特徴を述べる。 

①「「今日は寝ない。」と身近な人に言う場合、「寝ない」の部分を方言でどのように言い

ますか。」 

②「「切手は集めない。」と身近な人に言う場合、「集めない」の部分を方言でどのように

言いますか。」 

 

 

         
《図 3》「寝ない」「集めない」否定辞別平均使用率 2 

 

 

まず、「－ヘン」という否定辞は、岸江（1990）の香良洲町方言調査において若年層（現

在の中年層にあたる）を中心に広く使用されていた。 

しかし、今回の調査では否定辞「－ヘン」の使用率（「頻繁に使う」「時々使う」の回答を

合わせた割合）はそれほど高くなく、矢野（1962）や岸江（1990）の調査とは異なってい

る。岸江（1990）の調査では、「行かない」・「ありはしない」・「来ない」・「見ない」という

４種類の動詞否定形における若年層（現在の中年層にあたる）の否定辞「－ヘン」の平均使

用率が 85.1％であったことに対し、今回の調査では「寝ない」「集めない」という 2 種類の

動詞否定形において「－ヘン」を使った形の使用率は、若年層で約 50%、中年・老年層で約

60%である。 

これは、岸江（1990）が面接調査をしているのに対して本調査がアンケート調査であるこ

とや、調査項目である動詞が異なることから、正確な比較とはなっていない。しかし、使用

率としては下がっていると言えるであろう。 

 

2「寝ない」・「集めない」の否定辞ごとの使用率を平均した値。 

（例：「ネーヘン」使用率＋「アツメヘン」使用率÷２＝「－ヘン」使用率） 
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また、若年層よりも中年・老年層の使用率が高くなっており、使用率は下がってきている

と言える。 

「－セン」という否定辞は、どちらの世代においても「頻繁に使う」・「時々使う」という

回答がほとんど認められなかったことから、岸江（1990）と筆者の予測の通り、他の否定辞

に取って代わられたと言える。しかし、「あまり使わない」・「自分は使わないが、よく耳に

する」・「自分は使わないが、時々耳にする」という回答が予測より多かった。これら３つの

回答を選んだ対象者の出身地と現在住んでいる地域は様々で、地域差によるものとは言え

ないと考えたが、これらの回答を選んだ対象者の両親の出身地はほとんどが三重県内であ

った。 

したがって、両親や祖父母、地域住民などが「－セン」を使用している可能性があり、中

年層や老年層ではわずかに使用されていることが考えられる。 

否定辞「－ヤヘン」は中年・老年層の使用率が高く、若年層と比較して 2 倍の使用率とな

っている。これは、岸江（1990）の調査において、現在の中年層にあたる若年層の「－ヤヘ

ン」使用率が増加していたことと一致していると言えるが、その後、減少に転じたというこ

とになろう。 

続いて、「－ヤン」という否定辞は、どちらの世代でも 90%を超える高い使用率である。

したがって、現在の三重県北部方言においては、世代を超えて「－ヤン」が強く定着してい

ると言える。 

最後に、「－ン」という否定辞であるが、中年・老年層の中では 40%を切っているのに対

し、若年層では約 70%と、「－ヤン」の次に高い使用率となっている。 

これは、鳥谷（2015:162）による大阪府や奈良県を対象とした方言調査において、「行か

ない」の方言形「イカン」が若年層において急増するという現象が、現在の三重県北部方言

においても起こっていることを示唆する。 

 

以上のことから、三重県北部方言の否定辞の世代差と特徴についてまとめると、以下のよ

うになる。 

 

（5）岸江（1990）の推察と筆者の予測の通り、「－セン」は衰退している。 

（6）「－ヘン」の使用率が下がってきている。 

（7）「－ヤン」が強く定着している。 

（8）「－ン」が若年層の間で多く使用されており、鳥谷（2015:162）の大阪府を対象とした

調査と同じ、若年層で否定辞「－ン」の使用が急増するという現象が三重県北部方言にも起

こっていると言える。 
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４．2 否定辞前後の要素の「長さ」と否定辞の現れ方：基本否定形との比較から 

 次に、否定辞に前後する要素の「長さ」に注目して調査結果を整理し、三重県北部方言に

おける否定辞について、否定辞に前後する要素の「長さ」の観点から考察する。 

 まず、4.2.1 では、下一段動詞「寝る」否定形と、同じく下一段活用で「寝る」よりも語

幹が長い動詞「集める」を比較する。主に「－ン」の現れ方に注目する。 

4.2.2 では、「集めない」（非過去否定形）と「集めなかった」（過去否定形）を比較し、否定

辞の後ろに要素がある場合に、どのように否定辞が現れるかを整理する。 

4.2.3 では、「寝ない」（基本否定形）と「寝ることができない」（不可能形）と「寝ることが

できなかった」（過去不可能形）を比較し、否定辞の前に要素（可能の助動詞）が入る場合

と、否定辞の後に要素（過去形）が入る場合の両方の否定辞の現れ方について検証する。 

4.2.4 では、「寝ない」（基本否定形）と「寝なければ」（仮定）と「寝なかったので」（理由）

という条件を付けた場合を比較し、否定辞の後ろに過去形以外の要素を付けた場合の否定

辞の現れ方について整理する。 

 

 

4.２.1 下一段動詞「寝ない」と「集めない」の比較 

4.1 と同様の質問に対する回答を比較し、下一段動詞「寝る」と、同じく下一段活用で語

幹の長い動詞「集める」において、否定辞の現れ方に差がないかを見る。 

 

  
《図 4》「寝ない」否定辞別使用率           《図 5》「集めない」否定辞別使用率 

 

 

まず、注目されるのは否定辞「ン」についてである。特に中・老年層において、「ネン」

よりも「アツメン」の使用率が顕著に高い。このことから、南（2013:77）が明らかにした

「長い動詞形」に「－ン」が出現しやすいということが、三重県北部方言にも当てはまるこ

とが示唆される。また、特に「ネン」の使用率に見られる世代差からは、特に変異形「ネン」

において若年層の使用率が顕著に高いということから、鳥谷（2015:162）若年層の「－ン」

による大阪府を対象とした方言調査で明らかになった、「行かない」の方言形「イカン」が

若年層において急増するという現象と同様の現象が起きていると考えられる。 
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 次に、「－ヘン」という否定辞の使用率を見ると、「アツメヘン」の方が若干高いことが分

かる。また、岸江（1990）の調査結果と比較すると使用率はかなり下がっており、中年・老

年層と比較して若年層の方が使用率が低い傾向にあることから、「－ヘン」という否定辞は、

ゆるやかに衰退に向かっていると考えられる。 

「－ヤヘン」という否定辞を見ると、特に若年層において「ネヤヘン」が「アツメヤヘン」

よりも使用率がかなり高くなっている。また、「ネヤヘン」は「ネーヘン」よりも使用率が

高いのに対し、「アツメヤヘン」は「アツメヘン」の半分以下の使用率である。特に若年層

において、語幹の長い動詞の場合には、否定辞「－ヤヘン」が用いられにくい傾向があると

言えそうである。 

一方、中年・老年層では「－ヤン」の次に「－ヤヘン」の使用率が高く、岸江（1990）の

調査において若年層、つまり、現在の中年層にあたる層でかつて「－ヤヘン」使用率が増加

していたことと一致していると言える。岸江（1990）の調査と対象地域は異なるが、同様の

傾向がみられている。 

 

以上を整理すると、 

（9）南（2013）が明らかにした「長い動詞形」に「－ン」が出現しやすいということは、

三重県北部方言にも当てはまる。 

（10）鳥谷（2015:162）による大阪府を対象とした調査で、若年層の間で「－ン」が急増

する現象と同様の現象が起きている。 

（11）「－ヘン」はゆるやかに衰退していると考えられる。 

 

しかし、（9）において、語幹の部分が長いことが条件であるのか、否定辞の前の部分が長

くなることが条件であるのか、現時点では判断できない。そのため、4.2.3 で、基本否定形

の「寝ない」と、否定辞の前に可能の助動詞を加えた形「寝ることができない」を比較して

整理する。 

なお、本調査の結果では、「－セン」「－ヤン」については、それらが「寝る」か「集める」

のどちらに続くかによって、使用率に大きな差はないと思われる。 

 

 

4.２.２ 「集めない」（基本形）と「集めなかった」（過去形）の比較 

 ここでは、南（2013:77）による大阪府の若年層を対象にした否定辞変異形の調査におい

て、過去形で「－ン」が多く出現したという現象が、三重県北部方言においても起こってい

るのかということを検証する。 
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4.1 で示した質問②と、質問③「「切手は集めなかった。」と身近な人に言う場合、「集めな

かった」の部分を方言でどのように言いますか。」の二つの質問の回答を整理し、比較して

いく。3 

 

《図 6》「集めない」否定辞別使用率 

 

 
《図 7》「集めなかった」否定辞別使用率（「－カッタ」形） 《図 8》「集めなかった」否定辞別使用率（「－ダ」形） 

 

 

まず、否定辞「－ン」に注目する。基本形「アツメン」と過去形の「アツメンカッタ」・

「アツメンダ」を比較すると、若年層の「アツメンカッタ」のみわずかに使用率が上がった

が、それ以外である「－ン」を使用した形は、使用率が下がる結果であった。 

しかし、若年層において基本形の「アツメン」では、「アツメヤン」の次に使用率が高い

形であったのに対し、過去形の「アツメンカッタ」では、「アツメヤンカッタ」と使用率が

並んでいる。「アツメンダ」では使用率が下がっているものの、中年・老年層でも「－（ナ

ン）ダ」形より「－カッタ」形の使用率が高いことから、重視すべき形は「－カッタ」形で

ある「アツメンカッタ」だと言えるであろう。 

 

3 なお、過去否定を表す形式には、標準語に倣った新しい形の「－カッタ」と、伝統方言形の「－ダ」の 2 種類があ

る。真田（2009）によると、1990 年に行った調査では、「－ナンダ」形は主に老年層でよく使用される傾向があるのに

対し、「－カッタ」形は若年層で使用されることを指摘し、今後、大阪府全域で「－ナンダ」形が後退・衰退し「－カ

ッタ」形がこれに取って代わるであろうと予測している。筆者の内省では、三重県北部においても過去の助動詞「－ナ

ンダ」や「－ダ」が使用されていると感じている。したがって、アンケート項目には「－カッタ」形と下一段動詞に接

続されやすいと感じる「－ダ」の形を入れた。しかし、今回は否定辞についての調査であるため、「－カッタ」と「－

ダ」で使用される否定辞に大きな差が出た場合のみ言及する。 
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したがって、三重県北部方言でも若年層においては、過去形にすることで「－ン」という

否定辞が現れやすくなると考えられる。しかし、4.2.2 で「寝ない」と「集めない」を比較

した結果ほど大きな差はみられなかった。 

 また、否定辞「－ヘン」では、過去形も基本形と同様、若年層よりも中年・老年層の方が

使用率が高い。そして、「－ヤン」という否定辞は、過去形にしても使用率が高く、基本形

と同様にどちらの世代でも定着していることが分かる。さらに否定辞「－ヤヘン」は、過去

形にしても世代で異なる変化は見られなかった。 

 

なお、「－カッタ」形と「－（ナン）ダ」形を比較すると、否定辞「－ン」を使う形にお

いてはどちらの世代でも「－カッタ」形の方が多かった。中年・老年層において他の否定辞

ではすべて「－（ナン）ダ」形が優勢であったにもかかわらず、「アツメンカッタ」は「－

カッタ」形が優勢であった。これは「アツメン」という基本形自体が短いため、「－カッタ」

形の方が字数の長さにおいて自然だったのではないかと推察する。 

また、「－ヘン」と「－ヤヘン」を使った過去形では、どちらの世代も「－（ナン）ダ」

形の方が使用率は高い。そもそも「集める」は語幹の長い動詞であるため、「－カッタ」形

を付けると長くなりすぎてしまうことが要因であると推測する。 

 

 以上を整理すると、以下の通りである。 

（12）若年層に限るが、三重県北部方言においても過去形にすることで「－ン」が現れやす

くなっていると考えられる。しかし、その差は小さい。 

（13）「－ン」以外の否定辞においては、過去形にしても世代差に大きな変化はなかった。 

 

 なお、否定辞「－セン」については、基本形と同様に「頻繁に使う」「時々使う」という

回答がほとんど認められなかったため省略している。これは、以下すべての項目においても

共通しており、以下では結果の提示を省略することとする。 

 

 

4.2.3 「寝ない」（基本形）と「寝ることができない」（不可能）と「寝ることができなかった」（不

可能過去）の比較 

「寝ることができない」を表す「ネレン」は、動詞「集めない」と同様、否定辞の前の部

分が長い形である。しかし、「ネレン」の否定辞の前の部分が動詞語幹＋派生接辞からなる

のに対して、「アツメン」は動詞の語幹自体が長いものであった。 

4.2.1 において、「ネン」と比較して語幹の長い「アツメン」の使用率が顕著に高かったが、 

もし、これに加えて「ネレン」の使用率が基本形と比較して高くなっていれば、語幹の長い

動詞であることよりも、否定辞の前の部分が長い場合に「－ン」が現れやすいと言える。さ

らに、「寝ることができない」と「寝ることができなかった」を比較することで、より長い



11 

 

形の場合には否定辞の使用にどのような特徴があるのかということを結果に基づいて整理

する。以上 2 点が、本項目の目的である。 

4.1 で示した質問①と、質問④『「今日は寝ることができない。」と身近な人に言う場合、

「寝ることができない」の部分を方言でどのように言いますか。』、⑤『「昨日は寝ることが

できなかった。」と身近な人に言う場合、「寝ることができなかった」の部分を方言でどのよ

うに言いますか。』という質問に対する回答を整理し、比較していく。 

まず、最初に「寝ない」と「寝ることができない」を比較した結果を見る。 

 

 

  
《図 9》「寝ない」否定辞別使用率         《図 10》「寝ることができない」否定辞別使用率4 

 

 

まずは否定辞「－ン」に注目する。非過去不可能形である「ネレン」は、どちらの世代で

も 8 割を超える高い使用率であった。「ネン」と比較するとどちらも使用率は上がっている

ことが分かり、中年・老年層は特に顕著に増加している。つまり、否定辞の前に可能の助動

詞が入った場合に「―ン」という打消し助動詞の使用率が上がっている。 

したがって、4.2.1 において「ネン」と「アツメン」を比較した結果とあわせて考察する

と、語幹の長い動詞を使った場合と、否定辞の前に可能の助動詞が入った場合の両方で「－

ン」の使用率が上がったことから、否定辞の前の部分が長くなると「－ン」という否定辞が

現れやすくなるのではないかと考えられる。 

他の否定辞「－ヤヘン」と「－ヤン」においては、基本形と非過去の不可能形を比較して

も、特に世代差は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

4 「－ヘン」の打消し助動詞の形である「ネㇾヘン」が無いのは、アンケート調査項目に入れ忘れてしま

ったためである。そのため、不可能の条件を加えた時の否定辞の現れ方は、「－ヤヘン」・「―ヤン」・「―

ン」の 3 種類を整理する。 
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続いて、「寝ることができない」（非過去の不可能）と、「寝ることができなかった」（過

去の不可能）を比較した結果を整理し、考察する。 

 

 

《図 11》「寝ることができない」否定辞別使用率 

 

 

 
《図 12》「寝ることができなかった」否定辞別使用率①  《図 13》「寝ることができなかった」否定辞別使用率② 

 

 

まず、否定辞「－ン」を使った形では、非過去の不可能形「ネレン」と過去の不可能形「ネ

レンカッタ」では使用率が変わらず、「ネレンダ」は使用率が下がっている。4.2.2 と同様、

「ネレンダ」はどちらの世代においても使用率が「ネレンカッタ」より低く、「－カッタ」

形が優勢だと考えられるため、重視すべきは「ネレンカッタ」であると言える。さらに、「－

ヤヘン」と「－ヤン」の両方において、過去形にすると使用率が下がっている傾向がある。

「－ン」以外の否定辞の使用率が下がっているのに対し、「ネレンカッタ」の使用率は基本

形と変わらない。そして、一番使用率の高い否定辞「－ヤン」との差を縮めている。 

 つまり、過去形にすることで、「－ン」という否定辞が現れやすくなる傾向があると言え

る。 

したがって、南（2013:77）の大阪を対象とした方言調査において過去形に否定辞「－ン」

が現れやすいという現象が、現在の三重県北部方言でもみられると考えられる。 

否定辞「－ヤヘン」と「－ヤン」は、過去形にすることでの世代間における大きな変化は

みられなかった。若年層では「－カッタ」形が多く、中年・老年層では「－（ナン）ダ」形

が多く使用されていることが分かる。また、「ネレンダ」に注目すると、どちらの世代も「ネ
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レンカッタ」と比較して使用率が低い。図 8 の「アツメンダ」の使用率が低かったことと合

わせて、否定辞「－ン」は「－（ナン）ダ」形の前に接続しにくい傾向があると推察する。 

 

以上を整理すると、 

（14）否定辞の前の部分が長くなる場合に、「－ン」が現れやすい。 

（15）過去の条件を加えると、否定辞「－ン」が現れやすくなると言える。 

（16）南（2013:77）の、過去形で否定辞「－ン」が現れやすくなるという現象は、三重

県北部方言においてもみられると考えられる。 

 

 

 

4.2.４ 「寝ない」（基本形）と「寝なかったので」（理由）と「寝なければ」（仮定）の比較 

 南（2013:77）は大阪を対象とした方言調査において、過去形で「－ン」の使用が基本形

よりも多かったことから、「長い動詞形」に「－ン」が現れやすいのではないかと述べたが、

4.2.3 において、三重県北部方言でも同様の現象がみられた。 

ここでは、過去形以外の条件を加えた形では、南（2013:77）の述べる「長い動詞形」に

「－ン」が現れやすくなる現象が起こるのかという点を検証する。 

4.1 で示した質問①と、質問⑤『「昨日寝なかったので、とても眠い。」と身近な人に言う

場合、「寝なかったので」の部分を方言でどのように言いますか。』と、質問⑥『「昨日寝な

ければ、遅刻しなかったのに。」と身近な人に言う場合、「寝なければ」の部分を方言でどの

ように言いますか。』の 3 つの質問に対する回答を整理し、比較していく。5 

 まず、基本形「寝ない」と理由の条件を加えた「寝なかったので」を比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 なお、彦坂（2005）は『方言文法全国地図』（以下 GAJ）のデータから、理由を表す接続助詞として「－デ」が、

三重県や中部地方において使用されているとしている。筆者の内省でも、どの世代においても広く「－デ」が使われて

いると感じる。そのため、標準語形である「－カラ」とともに調査項目に入れた。しかし、本研究では否定辞をみてい

るので、「－カラ」と「－デ」における結果の違いについて詳しくは言及しないこととする。 
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《図 14》「寝ない」否定辞別使用率 

 

  
《図 15》「寝なかったので」否定辞別使用率①     《図 16》「寝なかったので」否定辞別使用率②6 

 

  
《図 17》「寝なかったので」否定辞別使用率③    《図 18》「寝なかったので」否定辞別使用率④ 

 

 

 まず、否定辞「－ン」に注目する。基本形「ネン」と比較して、理由の条件を加えた 4

つの形において、中年・老年層ではすべて使用率が顕著に上がっている。また、若年層に

おいても、一番使用率の低い形である「ネンダラ」以外は、使用率が否定辞「－ヤン」の

次に高い。 

 

6 否定辞「－ン」を使用する「ネンダラ」という形は、内省で聞いたことがなく違和感を覚えたことと、

先行研究にも「ネンダラ」という項目は無かったため調査項目に入れなかった。 
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 したがって、理由の条件を加えた場合でも、特に中年・老年層において、南（2013）の

述べた「長い動詞形」に「－ン」が現れやすくなるという現象がみられると言えるだろ

う。 

否定辞「－ヘン」と「－ヤヘン」についてはどの形でも若年層、中年・老年層ともに使

用率に大きな差はみられなかった。また、否定辞「－ヤン」であるが、これまでと同様に

否定辞の中で一番使用率が高い。若年層では「ネヤン」と理由の条件を加えた形を比較す

ると、どれも使用率は低くなっている。つまり、「－ン」という否定辞以外の「－ヘン」・

「－ヤヘン」・「－ヤン」が、基本形と比較して使用率がどれも下がっている傾向がある。 

 

 続いて、「寝ない」と「寝なければ」を比較する。 

 

《図 19》「寝ない」否定辞別使用率 

 

  
《図 20》「寝なかったら」否定辞別使用率①        《図 21》「寝なかったら」否定辞別使用率② 

 

 

 まず「－ン」という否定辞をみると、中年・老年層において仮定の条件をつけた形で

は、基本形と比較して使用率が顕著に増加している。 

したがって、三重県北部方言の中年・老年層においては、仮定の条件をつけた場合でも

南（2013）の述べる「長い動詞形」に「－ン」が現れやすくなるという現象がみられると

言える。若年層ではどちらの形も使用率が下がっているが、基本形の使用率が既に高いた

め、差が出なかったと考えられる。 
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 若年層では、全ての否定辞において理由の条件を加えると使用率が下がっていたが、否

定辞間で大きな変化はなかった。 

 中年・老年層においても、「ネーヘン」で使用率が少し上がっているものの、重要な変

化は見られなかった。 

 

 以上をまとめると、以下の通りである。 

 

 （17）三重県北部方言においては、南（2013）の述べる「長い動詞形」で否定辞「－

ン」が現れやすくなるという現象が、理由や仮定の条件を加えた場合でもみられると言え

る。 

 （18）上記の現象は、特に中年・老年層に顕著に見られる。 

 

 

 

5．おわりに 

 「－ン」という打消し助動詞を使った形は、南（2013）の述べた通り、否定辞の前後に要

素を付け足した長い動詞形で出やすく、その現象は語幹が長い場合や可能の助動詞が入る

場合に顕著に現れた。そして、これらの現象は中年・老年層に顕著であった。若年層では、

鳥谷（2015）の調査で、若年層において「－ン」の使用が急増した現象と同様の現象が起こ

っており、否定辞「－ン」が全体的に高い使用率であった。したがって、南（2013）の述べ

る現象が若年層で見られにくかった要因は、基本形の「ネン」や「アツメン」の使用率が既

に高かったことにあると考えられる。 

主に岸江（1990）先行研究を基にして、現在の三重県北部方言における否定辞の使用がど

のように変化しているのかを整理し、考察した。本調査の結果から、「－セン」や「－ヘン」

が衰退している点では岸江（1990）の調査と同様の変化が起こっていると考えられ、さらに

「－ヤン」が新たに定着していること、そして、若年層では「－ン」が新たに定着しつつあ

ることが分かった。本研究では下一段動詞のみを調査の対象としていたが、他の動詞も調査

をすることでより明確にすることが今後の課題である。 
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