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1 はじめに 

先行研究 (ただし，瀬上方言のもの

に偏っている) が示すとおり，甑島列

島内の伝統方言 (以下「甑島方言」) は

九州西部 (＝島嶼部を含む肥前–筑後–

肥後–薩摩–大隅にかけての地域) 方言

の一種で，肥筑方言の特徴と薩隅方言

の特徴を併せ持っている。ただし，他

方言と共通する特徴だけではなく，固

有の特徴も少なからず認められる。 

本発表では甑島方言の音韻的・形態的特徴を整理し，九州方言 (特に西部方言) の系統を精密化

する上で重要に思われるものを指摘する1。 

 

2 甑島方言の特徴 

甑島方言は次の特徴を共有している (挙例は基本的に里方言から; ●甑: 甑島方言の特徴; ●西: 九

州西部方言一般に通じる特徴; ●肥筑: 肥筑方言に―; ●肥前: 肥前方言に―; ●薩隅: 薩隅方言に―; 

●大隅: 大隅方言に―):  

(1) 甑島方言の音韻的特徴 

a. (i) ui
2に iiが，(ii) oiに eeが，(iii) aiに eeないし{j}aaが，(iv) riに iが対応 (黒木 2013)

【西】: e.g. [ɸiːte] ‘吹いて’, [teː] ‘樋’, [keː (中甑 etc.), k
j
aː] ‘貝’, [toi] ‘鳥’ 

b. [表 1] のとおり，瀬上，平良，鹿島の方言では，(i) 母音の直後の r，t，c，cj，kと，(ii) 

共鳴音の直後の d，z，zj，gに特徴的な音が対応 (上村 1970)。 

c. (i) 2型語声調言語で【西】，(ii) A型は次末尾モーラに，B型は末尾モーラに主調点 (上

村 1941)【薩隅】: e.g. ●[to
┐
i] A ‘鳥’ vs. [to

┌
i] B ‘取る’; ●[ɸu

┐
ku] A ‘拭く’ vs. [ɸu

┌
ku] B ‘吹く’ 

瀬上，平良，鹿島の方言は音韻的に近しい関係にある。音韻に関して言えば，瀬上方言と鹿島方

言は甑島方言でありながら，里方言や中甑方言などの甑島主流方言とは縁遠く (cf. 黒木 2013)，む

しろ，薩摩半島の頴娃町，山川町や屋久島，中之島の方言に近い (cf. 木部 2001)。 

(2) 甑島方言 の形態音韻的特徴 

a. 形態素連鎖の結果生じる Vi，Vu，Vaが次のように交替 (黒木 2013)【西】:  

i. ●ui → ii; ●ei, oi → ee; ●ai → ee, {j}aa: e.g. [naːʨiː] //naacu=i// ‘夏に’, [soteː] //soto=i// 

‘外に’, [jameː (中甑 etc.), jam
j
aː] //jama=i// ‘山に’ 

ii. ●iu → {j}uu; ●ou, au → oo: e.g. [tanoɕuː] //tanosi-u// ‘楽しく’, [wakoː] //waka-u// ‘若く’ 

                                                        
1 本発表で利用する甑島方言資料は次の 2種 3類から成る:  

(i) a. 発表者と共同プロジェクトの成員が 2010–13年に行なった，面接調査や談話収録で得たもの。 

b. 既刊書から得たもの (大半のピッチは不明)。 
2 日本語一般 (とりわけ古代語と現代標準語に拠る) から抽象した音素はイタリックのローマ字で表記する。たとえ

ば，kはカ行子音を，tは「テ」「ト」「タ」の子音を，cは「チ」「ツ」の子音を指す。 

r t c cj k d z zj g

瀬上 j ɾ, d̺ {d}z {d}ʑ g n ɲ ɲ ŋ

平良 ɾ t ʦ ʨ k ɾ z ʑ g, _

鹿島 ɾ d z ʑ g d z ʑ _

母音の直後 共鳴音の直後

表 1 甑島方言の音対応 



iii. ●ia, ea → jaa; ●ua, oa → aa: e.g. [ik
j
aː] //ike=a// ‘池は’, [ikaː] //ik-u=a// ‘行くわ’ 

b. 形態素連鎖の結果生じる ri が i に交替【西】: e.g. [oɾaʑiŋ] //or-a-ziN// ‘居ず’, [oɾeba] 

//or-eba// ‘居れば’, [oimosu] //or-i-mos-u// ‘居ります’ 

c. 連声形動詞の形成過程で，2種類の音韻規則を適用 (黒木 2012)【西】: e.g. ●//jom-!te// → 

//jou-de// → [joːde] ‘読んで’; ●//kak-!te// → //kai-te// → [k
j
aːte] ‘書いて’ 

d. 終止-連体動詞の末尾音節 ru と指示名詞・1 人称名詞の末尾軽音節 re が，後続形式の影

響で coda化 (＝モーラ音素化; 尾形 1988; 黒木 2012; 2013)【西】: e.g. [toɾu, toika, totːo, 

tonːa] //tor-u, tor-u=ka, tor-u=to, tor-u=na// ‘取る, ―か, ―の, ―な’ (中甑), [koi, koino, koɾeː, 

koɾaː] //ko-Re, ko-Re=no, ko-Re=i, ko-Re=a// (大文字は形態音素) ‘此れ, ―の, ―に, ―は’ 

e. 形容詞 ru・si 語幹の末尾音節が //-ka―// の影響で coda 化【薩隅】: e.g. [waɾuː, waika] 

//waru-u, waru-ka// ‘悪く, ―い’, [uɾeɕuː, uɾekːa] //uresi-u, uresi-ka// ‘嬉しく, ―い’ 

f. 形容詞 CViCVi語幹の末尾音節が //-ka―// の影響で coda化【大隅以外の西】: e.g. ●[nagoː, 

naŋka] //naga-u, naga-ka// ‘長く, ―い’; ●[takoː, takːa] //taka-u, taka-ka// ‘高く, ―い’ 

g. 短母音終わりの名詞は，向格助詞として //=i// を，取り立て係助詞として //=a// を取る 

(黒木 2012; 2013)【西】: [kokeː] //ko-ko=i// ‘此処に’, [kokaː] //ko-ko=a// ‘此処は’ 

(3) 甑島方言の形態的特徴 

a. 動詞の活用類型は少なくとも 5種類 (子音型，二段型，四段型，準子音型，準三段型)【西】:  

b. 次のとおり，形容詞の活用類型は 1 種類しかない。派生動詞語幹 //AS-kar-// (AS: 形容

詞語幹) の造語力の高さもあって，形容詞と呼べるのは，AS-ku相当の準体形式 //AS-u// 

と AS-i相当の終止-連体形式 //AS-ka// のみ【西】:  

c. VS-!te (VS: 動詞語幹) に代表される連声形動詞は s語幹 (s終わりの語幹。以下同様) で

も生じる【西】: e.g. [keːte] //kes-!te// ‘消して’, [jeːta] //os-!ta// ‘押して’ 

d. [表 2] のとおり，特徴的な形式を数多く有している。 

[表 2: 7(, 10), 12] は甑島方言独自の特徴である。[表 2: 7] は，前舌母音語幹に //-u// を接尾させる

肥前方言と対比させると，分かりやすい:  

表 2 甑島方言の特徴的な形式 

標準語 甑島方言 共通する方言 例

[1] VS(-r)-e- VS(-i)-Ø =ga #nar - 薩隅 [kak
j
iga#nai] //kak-i-Ø=ga#nar-u// ‘書ける’

[2] VS(-i)-nagara VS(-r)-u ~FULL 薩隅以外の西 [aguiagui] //agu-r-u~FULL// ‘上げながら’

[3] VS(-a)-zu VS(-a)-zi N 西 [kakaʑiŋ] //kak-a-ziN// ‘書ける’

[4] VS(-i)-ni VS(-i)-kai 西 [kak
j
ik

j
a{ː}] //kak-i-kja{a}// ‘書きに’

[5] AS-kereba AS-kar-eba 西 [nakareba] //na-kar-eba// ‘無ければ’

[6] VS-!tara VS-!tara 肥前 [agetaiba] //age-!taR-eba// ‘上げたら’

[7] VSV-j -oo VSu -u 甑 [aguː] //agu-u// ‘上げよう’, [kuː] //ku-u// ‘来よう’

[8] ADN=nara ADN=gii 肥前 [aguig
j
iː ] //agu-r-u=gii// ‘上げるなら’

[9] ADN=node ADN=de{e} 薩隅 [agetade{ː}] //age-!ta=de{e}// ‘上げたので’

[10] ADN=noni ADN=tee 甑? [agenteː] //age-N-u=to=i// ‘上げないのに’

[11] ADN=kedo ADN=ba Q te 肥筑, 大隅 [nakabatːe] //na-ka=baQte// ‘無いけど’

[12] ADN=da roo ADN=joo 甑 [naka{i}joː] //na-ka{r-u}=joo// ‘無いだろう’

[13] N=niwa N=i =ni {=a } 西 [dazaiçiː ɲaː] //dazaifu=i=ni=a// ‘大宰府には’



(4)  上げよう   下りよう   見よう    来よう   しよう 

甑島   [  aguː      oɾuː      (m
j
iɾoː)    kuː      suː  ] 

// agu-u     oru-u     (mir-oo)   ku-u     su-u ] 

肥前   [  ag
j
uː      oɾ

j
uː      m

j
uː      k

j
uː      ɕuː  ] 

// age-u     ori-u      mi-u      ki-u     si-u  ] 

 

3 甑島方言内での特徴 

次のとおり，里，瀬上，長浜の方言は独自の特徴を更に有している:  

(5) 里方言 ((5e) 以外は黒木 2012; 2013に拠る) 

a. (i) tja が cja と，(ii) dja が zja と対立する (中甑士族方言と平良方言も; 黒木 2013): e.g. 

●[ut
j
aː] ‘歌に; 打てば’ vs. [utaː] ‘歌は’ vs. [uʨaː] ‘打ちは’; ●[ɸud

j
aː] ‘札に; 筆は’ vs. 

[ɸudaː] ‘札は’ 

b. 非語頭の ruに [i] が対応: e.g. [tai] ‘樽’, [ʣai] ‘笊’, [k
j
iseː, k

j
isei] ‘キセル’ 

c. 終止-連体動詞の末尾音節 ruはほぼ [i] で実現: e.g. [toi] //tor-u// ‘取る’, [toika] //tor-u=ka// 

‘取るか’, [toito] //tor-u=to// ‘取るの’, [toina] //tor-u=na// ‘取るか’, [tonːa] //tor-u=na// ‘取るな’ 

d. 二重母音終わりの名詞も，向格助詞として //=i// を，取り立て係助詞として //=a// を取

る: e.g. [toːiː] //toi=i// ‘鳥に’, [maːjaː] //mai=a// ‘鞠は’ 

e. [表 3] のように，二段型の ori/u- ‘下り(る)’ に三段型の //ori/u/e-// が対応。 

(6) 瀬上方言 (上村 1965と尾形 1987a–1988bに詳しい) 

a. 語中の siに [i] が対応: e.g. [haija] ‘柱’, [nagːoik
j
i] ‘中甑’ 

b. 高舌母音で終わる語の次末尾音節が軽音節であれば，その母音を長くする: e.g. [waːg
j
i, 

wagːe] //waki, waki+ke// ‘脇, 脇毛’, [kuːju, kuiŋa] //ku-j-u, ku-j-u=ga// ‘来る, ―よ’) 

c. 形態素境界の直前に位置する高舌母音終わりの軽音節が coda化: e.g. [joŋka] //jom-u=ka// 

‘読むか’, [toiga] //toj-u=ka// ‘取るか’, [kakːa] //kak-u=ka// ‘書くか’ 

d. 形態音韻的交替が著しい: e.g. ●[hagːoŋ] //hak-i-Ø+moN// ‘履き物’ (cf. [haːgu] //hak-u// ‘履

く’, [moŋ] //moN// ‘物’); ●[taʣumeː] //tac-u=mee// ‘立つまい’, [tobːeː] //tob-u=mee// ‘飛ぶま

い’, [kag
w
ːeː] //kak-u=mee// ‘書くまい’ 

e. 前舌母音終わりの名詞は取り立て係助詞として //=i// を取る: e.g. [toːg
j
iː] //toki=i// ‘時

は’, [igeː] //ike=i// ‘池は’, [k
j
iteː] //ki-!te=i// ‘来ては’ 

f. [表 3] のように，二段型の oki/u- ‘起き(る)’ に子音型の //okij-// が対応。 

g. [表 3] のように，ire以外で終わる re語幹に E語幹が対応: e.g. [ku{j}eɲiŋ, kuiɾe] //kuE-ziN, 

表 3 甑島方言の動詞 

里方言

下り(る) 起き(る) 入れ(る) くれ(る) 噛まれ(る) 寝られ(る) 買(う) 借(る)

(-a)-zu oɾeʑiŋ ok
j
ijaɲiŋ i{j}eɲiŋ ku{j}eɲiŋ kamaeɾ

j
iː nejaeɾ

j
iː kawaɾ

j
iː ka{w/j}aɾ

j
iː

(-i)-Ø oi 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認

-!te oɾete ok
j
itːe i{j}eɾe kuiɾe kamaite nejaite koːte katːe

(-r)-eba oɾ
j
iɾeba ok

j
i{j}eba iju{j}eba kuju{j}eba kamaueba nejaueba kaeba kaeba

(-r)-u oɾui ok
j
iː ju ijuːju kujuːju kamauː nejauː kau kau

(-j)-oo oɾuː ok
j
ijoː ijuː kujuː kamauː nejauː kaoː kaoː

瀬上方言 長浜方言



kuE-te// ‘くれず, ―て’ 

h. 所動接尾辞は基本的に二段型の //(-j)-aje/u-// であるが，連声形動詞を作る時に限り，子

音型の //(-j)-aj-// も使う: e.g. [osa{j}eɾe, osatːe] //os-aje-!te, os-aj-!te// ‘押されて’ 

i. //VS(-i)Ø+jo-// で可能を，//VS-e=i#e-N-// で不可能を表す: e.g. [kaʥːoga] //kak-i-Ø+jo-ka// 

‘書ける’, [aŋeː#jeŋ] //age-e=i#eN// ‘上げれない’ 

j. //VS(-j)-u=gue#ij-// で必要性を表す: e.g. [hoiŋue#itːona] //hos-u=gue#ij-u=to=na// ‘干す必要

があるのか’, [kagːu{j}e#ijaŋ] //kak-u=gue#ij-a-N-u// ‘書く必要はない’ 

k. 連用形式 //CCL=ba// (CCL: 終止形式) で順接条件を表す: e.g. [kagoːba] //kak-oo=ba// ‘書

けば’, [aŋuːba] //agu-u=ba// ‘上げれば’, [joga{i}joːba] //jo-ka{j-u}=joo=ba// ‘良ければ’ 

l. 連用形式  //ADN=de{e}=te// (ADN: 連体形式 ) で逆接条件を表す : e.g. [aŋeɾaneːte] 

//age-!ta=dee=te// ‘上げても’, [naganeːte] //na-ka=dee=te// ‘無くても’ 

(7) 長浜方言 

a. 母音の直後の rに無音が (raには [wa, ja] も) 対応: e.g. [nou] ‘乗る’, [kue] ‘くれ (give 

me)’, [koːɸu] ‘殺す’, [ʦu{w}a] ‘面’, [towaŋ] ‘取らない’, [wakajaŋ] ‘分からない’ 

b. 共鳴音の直後の d，z，zjに [ɾ, d ] が対応: e.g. [oɾ
j
iː] ‘お爺’, [mjika  uk

j
i] ‘三日月’, [çinɾ/  a] 

‘死んだ’, [m
j
iɾao] ‘水棹’ 

c. sに [ɸ, ç, h] が対応: e.g. [kaːɸu] ‘カラス’, [çiaŋ] ‘知らない’, [sahaŋ] ‘刺さない’ 

d. [表 3] のように，ire 以外で終わる re 語幹に E 語幹が対応: e.g. [kamaeɾ
j
iː, kamaite] 

//kam-aE-ziN, kam-aE-te// ‘噛まれず, ―て’ 

e. [表 3] のように，r語幹が w語幹に半ば合流。 

(5b–d) と (6b) は音韻規則ないし語形成規則の単純化を示唆している。(5e)，(6e, i–l)，(7c) は近

隣方言に類例がないので，革新と言えるだろう (なお，(5e) のような三段型は，大分県南部から宮

崎県にかけて広く分布している)。 

 

4 おわりに 

甑島方言の音韻的・形態的特徴は，九州方言の中で見ても，特筆すべきものである。九州方言の

系統論を左右する革新的変種が 120km
2弱の離島内に点在しているという点は，注目に値する。 
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