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『方言文法全国地図』第1集には，助詞の形態を中心とする60枚の言語地図と，参考図として調

査地点番号地図1枚を収めた。また，このr方言文法全国地図解説1』では，まず，研究の方法に
関する解説として，研究の目的，研究の経過，調査の方法，編集の方法を述べた。次いで，それぞ
れの言語地図にづいて，項目の性格，語形の処理，語形の分類と記号の与え方を解説した。なお，
言語地図の分布についての言語地理学的な解釈は今後の課題とし，ここでは行わなかっ1た。そのほ

か，付録として，準備調査の調査地点一覧，本調査の調査地点・話者一覧，調査地点番号順都道府
県名索引（本調査），参考話者一覧（同），準備調査票および本調査票，調査票付図を収載し，最後
に「資料一覧」として，調査結果の原資料の大部分を載せた。
なお，各図の説明，および，「資料一覧」末尾の「文章による注記」の中で各地点の語形を示す場

合は，原則として調査者の報告した表記（音声記号またはカタカナ）を用いた。しかし，とくに詳
しい音声内容を示す必要がないと判断したときには，もとの音声記号を簡略表記またはカタカナに
変えて示した場合がある。

『方言文法全国地図』は全6集とし，以後，第2集（活用編1），第3集（活用編2），第4集
（表現法編1），第5集（表現法編2），第6集（表現法編3）を順次刊行していく予定である。
この解説を執筆したのは，言語変化研究部第1研究室の佐藤亮一，沢木幹栄，小林隆であり，ま
た，各付録のうち，「資料一覧」を除く部分は白沢宏枝が作成した。「資料一覧」の作成は全員が担

当したが，とくに，沢木幹栄と白沢宏枝の努力によるところが大きかった。また，解説（方法）の
英文概要は非常勤研究員のW．A．グロータースが執筆した。

1989年3月

r方言文法全国地図』第1集編集・作図・資料整理の担当者
国立国語研究所言語変化研究部第1研究室

佐藤亮一（室長）
小林

隆（研究員）

沢木幹栄（主任研究官）
白沢宏枝（研究員）

W。A．グロータース（非常勤研究員）

このほか，多数のアルバイターの協力を得た。その中で，河西秀早子からは，とくに長期にわ
たって助力を受けた。
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『方言文法全国地図』は，文法裏象に関するこれまで

る。

の研究に地理的視野を与えることを目的として作製され

（4）全国共通語の基盤とその成立過程を明らかにす
る。

た。

東京のことばを基盤として成立している現代日

これまでの方言文法研究は，各方言における個々の文

本共通語が，方言としてどのような地域に分布している

法事象の特徴や文法体系の特徴を，共通語と対照しつ

のか，また，どの程度他の地方の方言を加味しているの

つ，あるいは，方言独自に記述するものが主であった。

かについて考察し，現代共通語成立の経緯を文法事象に

本書の刊行の目的は，これまでに記述されている各地の

関して明らかにする。

文法事象が，どこに，どのような広がりをもって分布し

（5）文献研究による日本語の歴史と方言分布との関連

ているかを，全国的な視野で明らかにすることによっ

について考察する。一この分野の研究は『日本言語地

て，以下に記すような分野の研究あるいは教育に貢献す

図』（1966〜74刊）の刊行後，語彙に関して急速に伸展し

ることにある。

つつある。文献における文法事象の用例は語彙の用例よ

（1）各地の文法体系に関する研究を促進する。一本

りもはるかに豊富であり，文献研究と方言研究とを総合

書は，各種語形の文法的意味・用法に関する情報を断片

した形での日本語の歴史の解明が一段と発展することが

的ながら提供しているので，本書の刊行を契機として，

期待される。

（6）方言社：会，あるいは；方言地域出身者に関わる国

各地の文法体系に関する研究が新たな方向に伸展するこ

語教育・日本語教育のあり方について検討する。一近

とが期待される。

②

分布類型論，および，方言区画論に寄与する。

年の急速な共通語化の傾向にもかかわらず，文法事象に
関しては，各地における微妙な方言的特徴や，地域差を

本書には多数の言語地図が収録されるので，それら

背景にした都市における用法のゆれが，各年齢層にわ

の分布を総合的に分析することによって，全国的な観点

から地理的分布の類型を明らかにし，方言区画論に貢献

たって存在する。本書は，どの地域にどのような方言的

する。

特徴が存在するかを明示しており，方言地域出身者が共
通語と誤認して用いる方言的特徴や，共通語における文

（3）文法事象の全国分布を言語地理学的に解明する。

法事象のゆれの方言的背景も本書によって知ることがで

多種多様な方言語形の全国分布を考察することに
よって，それらの語形の伝播の経路，他の対立する語形

きる。文法事象が語彙よりも言語の根幹的な部分である

との闘争の歴史を究明し，各地の文法事象の成立過程を

だけに，本書は日本人を対象とする国語教育や外国人を

言語地理学的に明らかにする。また，諸方言の文法体系

対象とする日本語教育にも役立つ側面が大きいものと期

の特徴と，個々の文法事象との関連について考察し，各

待される。

地の文法体系の成立過程を構造言語地理学的に解明す

究

研
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昭和50年度末に言語変化研究部第正研究室における次
年度以降の研究テーマとして，方言文法に関する全国的
調査研究が候補にあげられ，研究室会議，研究部会議で

経

過

このテーマが提案されたのは次のような理由によるも
のであった。

（1）1906年に刊行された『口語法調査報告書』r口語
法分布図』以降，この分野に関する全国的調査の報告は

の議論を経て決定した。

一3一

ない（第2次調査が行われたが，関東大震災で資料のす

査のための準備調査票』（99ページ参照）を作成し，地方

べてを焼失した）。また，この調査は通信調査によるも

研究員ほかの協力を得て，全国各地でこの調査票による

のであり，調査項目数も著しく不十分である。

調査を実施した。調査項目数は両調査票を合わせて544，

（2）第2次大戦後の方言研究の伸展に伴って地域ごと

調査地点数は161（50ページ参照）であった。

昭和53年度には，まず，前年度に行った準備調査の結

の方言文法に関する基礎的な情報が蓄積されつつあり，
それらを統合する形での全国的調査が期待される。

果を一々の項目について分布地図の形に整理した。次い

『日本言語地図』作製のための調査研究，同書の

で11月前地方研究員代表者会議を開き，それらの分布地

編集・刊行をとおして，言語地理学的観点にもとつく全

図を参考にしつつ，本調査のための項目について検討し

国調査の方法論が著しく伸展している。

た。その結果に基づいて280項目から成る「本調査のた

（3）

『日本言語地図』は主として語彙に関する調査の

めの調査票（案）」を作成し，地方研究員（46名）に，こ

結果であり，次は音韻および文法に関する全国調査が期

の調査票を用いて試験的調査を行った上で，これについ

待される。しかし，音韻に関しては，多数の調査者によ

ての意見を報告することを求めた。また，W．八グロー

（4）

る統一的な調査は著しく困難である。

タース，佐藤喜代治，柴田武，日野資純，平山輝男，藤

比較的方言衰退の度合が小さいと言われてきた文

原与一，北条忠雄の各氏にも，この調査票についての意

法事象も共通語化の影響を強く受けつつあり，できるだ

見を求めた。さらに，国立国語研究所の担当者も，この

け早い時期に方言文法事象を収録・記録しておく必要が

調査票を用いて全国主要地点で試験的調査を行った。な

⑤

ある。

昭和51年度は，「各地方言文法調査の準備的研究」の

お，準備調査結果の分布図の中から，全国的に見て地域

差の著しいもの60枚を選び，科学研究費補助金成果報告

テーマの下に，まず，調査項目・調査方法を検討するた

書『表現法の全国的調査研究一準備調査の結果による分

めに必要な，方言文法に関する既刊文献の目録を作成し

布の概観一』1979として印刷，報告した。

昭和54年度には，まず，前年度に作成した「本調査の

た。また，この分野における地域差と個人差との関連な

どについて考察するために，宮崎県内の5地点で実験的

ための調査票（案）」に最終的な検討を加え，全部で267

小調査を実施した。さらに，「表現法の全国的地域差を

項目から成る「方言文法の全国調査・第1調査票」（114

明らかにするための調査方法に関する研究」のテーマの

ページ参照）「同・第2調査票」（119ページ参照）を作成

下に科学研究費補助金（総合B，期間1か年）を受け，

した。そして，地方研究員を中心とする各地の方言研究

1地点の個人差や，1個人の質問法の違いによる結果の

者に，この調査による臨地調査を依頼し，国立国語研究

ゆれを考察することを目的として，全国21地点で実験的

所の担当者もこの調査票を用いて調査を行った。昭和

小調査を実施した。また，昭和52年3月，国立国語研究

55・56年度も引き続いてこの調査票を用いての調査を実

所において，研究分担者・協力者が，実験的調査によっ

施した。

て得られた各地の具体的資料にもとづいて検討し，次年

特別研究費を用いての研究は昭和56年度に終了し，57

度以降の全国的規模の準備調査について見通しを立て

年度には「文法の諸特徴についての全国的調査研究一補

た。なお，これらの調査の結果の一部を，佐藤亮一・真

充調査一」のテーマのもとに，全国23地点で補充調査を

田信治・沢木幹栄「表現法の調査方法について」（国立

実施した。補充調査を実施した地点は，地点密度等の関

国語研究所『研究報告集1』1978）として発表した。

係で必要と認めた地点が大部分であるが，そのほか，話

昭和52年度以降は「方言における音韻・文法の諸特徴

者の条件不備等の理由で再調査を行った地点を含んでい

に関する全国的調査研究」のテーマの下に特別研究費

る。調査地点総数は補充調査地点を含み，全国807で

（期間5か年）を，「表現法の全国的調査研究」のテーマ

あった，（ただし，この地点の中には，諸般の事情で58年

の下に科学研究費補助金（総合A，期間2か年）を受

度以降に調査を実施した地点を若干含んでいる）。なお，

け，本格的な調査に着手した。52年度には，まず，担当

昭和55〜57年度に，準備調査結果の一部（合計180項目）

研究室で準備調査票の原案を作成し，52年9月に地方研

を『方言文法資料図集1』1981，『同2』1982，『同3』

究員代表者会議を開いて『方言文法の全国調査のための

1983，として印刷し，地方研究員等の関係者に配布し

準備調査票』（89ページ参照），および，『表現法の全国調

た。
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昭和58年度〜62年度には「文法的特徴の全国的地域差

子計算機から出力することも考えられること，さらに，

に関する研究」のテーマの下に新たに特別研究費（期間

言語地図そのものを電子計算機を用いて作製することも

5か年）を受け，本調査の結果に基づいて言語地図（草

検討すべきであると考えたことなどによる。なお，電子

稿）を作成するとともに，新たに全国14地点で体系的調

計算機への入力には，科学研究費補助金「方言研究資料

査（記述的研究）を実施した。これは，将来，個々の事

の電子計算機による作成および分析に関する研究」（一

象を対象とした言語地図を解釈する際に，体系的調査の

般B，期間3か年）の一部を使用した（この研究の成果

結果が役立つと考えたことなどによる。なお，言語地図

の一部は『方言研究と電子計算機』1986として印刷し

作成と並行して，本調査の結果のすべてを電子計算機に

た）。

入力する作業を行った。これは，文法事象が著しく体系

昭和63年度には，新たに「方言文法地図作成のための

性を有するために，言語地図を作成する際に項目間の関

研究」（期間6か年）のテーマを立て，研究報告書『方言

連を見る必要があり，そのために電子計算機が役立つと

文法全国地図1』の作製（言語地図印刷用原稿作製，解

考えたこと，全データをカードとフロッピーとに分けて

説書執筆，電子計算機による「資料一覧」の作成）を

保存することによりデータ保存の安全性が確保されるこ

行った。今後1994年度（平成6年度）までに，『方言文法

と，将来コンピューターを用いた計量方言学的な研究が

全国地図』全6集を順次刊行していく予定である。

可能になること，調査の結果を報告書として刊行する際

以上に記したように，この研究は，発足から報告書刊

に，言語地図のほかに，調査結果の一部または全部を電

行開始までに13年の歳月を要したことになる。

方

調

査

法

の

立国語研究所第1研究部話しことば研究室が作成した
『全国方言文法の対比的研究・調査1調査票』1966，お

1．調査項目・調査票

よび『同・調査W調査票』1968を参考にした。

1．1．選定の経過・基本方針

基本方針を立てた。

準備調査の項目を選定するに当たっては，次のような

まず，担当研究室が準備調査票の原案を作成，地方研

（D

全体を，用言の活用に関する項目，助詞の形態に

関する項目，表現法に関する項目の3つの分野に分

究員代表者会議を開いて検討を加え，次に示す2種類の
準備調査票を作成した。

ける。

（2）各調査地点において，上のそれぞれの分野におけ

①『方言文法の全国調査のための準備調査票』（B5

る体系の概略が把握できるよう配慮する。

版50ページ。横綴じ。水色表紙。主に活用形に関す
る項目と助詞に関する項目，合計296項目を収載）

（3）これまでの研究で，地域差のあることが判明して
いることがらについては，それらをできるかぎり調

②『表現法の全国調査のための準備調査票』（B5版52
ページ。横綴じ。黄色表紙。表現法に関する項目，

査項目にとり入れるようにつとめる。

準備調査の結果を参考にして，本調査の項目を選定す

合計248項目を収載）

るに当たっては，基本的には地域差の有無・大小を基準

調査票を2冊に分けたのは，後に「話者」の項で述べ

るように，主として話者の負担を軽減するためであり

とした。具体的に言えば，琉球（奄美・沖縄）地域を除

（調査ごとに話者を変えても良いとした），・調査票の名

いて，共通語と異なる形式が一定の領域をもって分布す

称を①と②とで変えたのは，前者は特別研究費による研

ると認めた項目は，原則的に，本調査項目として採用す

究，後者は文部省科学研究費補助金によって行った研究

ることとした。ただし，互いに関連する複数の項目にお

であったためである（本調査では調査票の名称を統一し

いて，それらの項目における各語形の分布が並行的であ

た）。なお，準備調査票の原案を作成するに当たって，国

る場合（すなわち，一つの項目の分布から他の項目の分
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布を類推できるような場合）には，その中の一つを代表

とほぼ同様の活用形を調べることとした。

なお，基本調査語には，方言として全国的に使われて

として本調査項目に採用した。

なお，琉球にのみ地域差の認められる項目を，原則と

いることが予想される語（すなわち，大部分の地域で僅

して採用しなかったのは，そうしないと，かなり多くの

一二の使われていないことが予想される語）を選んだ。

項目を本調査項目に採用しなければならなくなり，限ら

以上は，体系的な観点から，各活用形を網羅的に調査

れた期間と経費の範囲で調査を遂行することが困難であ

することを目指した基本調査語であるが，そのほかに，

ると判断されたことによる。また，そもそも準備調査項

特定の活用形について地域差の予想されるものとして，

目を選定する際に，琉球方言の文法的特色を十分に反映

「カセル」など下一段化形式の認められる「貸す」，「カ

するような項目設計がなされていないという問題もあっ

ル」「タル」「アク」「マカス」など五段化形式の認められ

た。

る「借りる」「足りる」「飽きる」「まかせる」，「シヌル」

本調査では，次の2種類の調査票を作成した。

などナ変形式の認められる「死ぬ」，「ミユル」など二段

①『方言文法の全国調査・第1調査票』（B5版31

化形式の認められる「見える」，「マチル」など上一段化

ページ。天綴じ。灰色表紙。主に活用形に関する項

形式の認められる「待つ」，「ケレ」．「ケロ」など，命令形

目と助詞に関する項目，合計146項目を収載）

にゆれや地域差の認められる．「蹴る」（この語について

②r方言文法の全国調査・第2調査票』（B5版34

は過去形と，本調査では否定形も調査の対象にした），

ページ。天綴じ。黄色表紙。表現法に関する項目，

「ダイタ」「ケーダ」「ヌーダ」「イキタ」など，音便形の

合計121項目を収載）

有無・内容に特色の予想される「出す」「漕ぐ」「売る」
「飲む」「飛ぶ」「行く」「（受け）させる」「立つ」，以上

以上に記した準備調査票および本調査票は，88ページ
以下に付録5として掲げた。

の各語について，問題部分の活用形を調査項目に加えた
（本調査では，音便形を問題にする語として，さらに，
「研ぐ」「買う」，および，「立つ」との関係を見るための

1．2．活用形項目

「建つ」と「建てる」を加えた）。

次に，3つの分野のそれぞれについて，準備調査項目
の構成と，それぞれの項目のねらいを述べ，その中から

そのほか，やや特殊な例であるが，「（書か）ない」の

どの項目を本調査項目として採用．したかを記す。

「連体形」，および，「（雨が）モレル・モル」「愛スル・

まず，活用形に関する項目では，動詞については，共

通語における上一段2拍，上一段3拍，下一段2拍，下

愛ス」「愛スレバ・愛セパ」「愛シナイ・愛サナイ」「感ズ
ル・感ジル」「感ズレバ・感ジレバ」「信ズル・信ジル」

一段3拍，五段，力変，サ変，ラ変，の各動詞の代表と

「信ズレバ・信ジレバ」のそれぞれいずれかを問う項目

して，「見る」「起きる」「寝る」「あける」「書く」「来

を，活用に関する地域差の予想される項目として，準備

る」「する」「有る」の語を基本調査語に選び，それぞれ

調査項目に加えた（ただし，これらは本調査ではすべて

の語の「否定形」「過去形」「終止形」「連体形」「意志

削除された）。

形」「推量形」「仮定形（1）」（〜するなら），「仮定形（2）」

以上に記した活用形に関する調査項目は，別表の「活

（〜すれば），「命令形」「受身形」「使役形」「〜はじめる

用形調査項目一覧」（7ページ）に掲げた。準備調査項目

形」の各活用形を調べることとした（ただし，「有る」に

の一つ一つについて，その結果をもとに分布図を作成

ついては「意志形」「受身形」「使役形」を除いた）。

し，さきに述べた基準により本調査項目を選定したが，

また，形容詞ク活用，同シク活用，形容動詞，（形容動

準備調査項目と本調査項目の関係も，この一覧表で見る
ことができる。

詞の関連としての）体言＋だ，の代表として，「高い」

この一覧表に見られるように，本調査において，たと

「めずらしい」「静かだ」「鳥だ」を選び∫それぞれの
「否定形」「過去形jr終止形」「連体形」「推量形」「仮定

えば，「起きる」「寝る」「あける」の連体形を調査してい

形（1）」「仮定形（2）」「〜なる形」「〜て（で）形」を調査す

ないのは，準備調査において，それらの動詞の終止形の

ることとした。

分布とほぼ一致していたからであり，「見る」の終止形

そのほか，使役の助動詞の「（書か）せる」と受身の助

を採用していないのは，その分布が「寝る」の終止形の

動詞の「（書か）れる」を基本調査語に加え，動詞の場合

分布と平行的であり，一方の分布から他方の分布を推定
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活用形調査項目一覧
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飽きる
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●
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○
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◎
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●
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●

○

●
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●
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●
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●

○

○

○
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●

○

○
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○

●

○

○

●

借りる

●

貸す

●

●
●

○ ○

○

○

●

有る

●

○

する

○

●

●

○

来る

○

●
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○

○

○

○
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○
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●

推量形
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●

○

寝る
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●
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○
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●

○

●
●

●

起きる

連体形
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●

●
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●
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oす
漕ぐ
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●

立つ

●

建つ

◎

◎
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○

●

○
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○

●

○

○
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○

○
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●

●

●

○

○
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●
●

●
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○

○

○
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準備調査のみで打ち切り
◎

準備調査・本調査とも
本調査で追加
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○

●

○

●

○

高い

●

●

●

（書か）ない

一鳥だ

○
○

○

●
○

（受け）させる，
（書か）れる

○
○ ○

●
○

（書か）せる

●

◎
○

買う

研ぐ

できると判断されたためである。一方，「起きる」と「あ

あ」〈234＞→本調査では「酒が飲みたいなあ」《116》，
「字がじょうずに書ける」〈235＞，「あの人は歌がじょう

ける」の終止形を両方とも採用しているのは，一部の地
域（九州の一部）で両項目の分布（オクル，アクルのよ

ずだ」＜236＞，「おれはうどんが好きだ」〈237＞→本調査

うな二段活用であることを示す語形の領域）が違ってい

では「おれは酒が好きだ」《117》（以上，種々の文脈にお

たためである（一段活用動詞の否定形について，「見る」

ける，対象をあらわす「が」に当たる形式を見るもの），

「起きる」「寝る」「あける」の4語とも採用している

「雨の降る日は仕事を休む」＜211＞（連体修飾の連文節中

が，これも，ミラン，オキラン，ネラソ，アケランのよ

．における「の」「が」の現れ方を見るもの），「先生が来

うな語形の分布領域に関し項目間の差が認められたこと

た」〈204＞→本調査では「先生が来られた」《100》，「ど
ろぼうが入った」〈205＞《101》，．「先生璽手ぬぐい」〈21

による）。

このように，個々の項目の地域差の有無に着目して本
調査項目を選定したために，「活用形調査項目一覧」に

5＞◎04》，「どろぼう2手ぬぐ》・」＜216＞《105》，「おれ

両手ゆぐい」〈214＞《103》，「年生璽忘れた手ぬぐい」〈2

示したように，本調査項目については，著しく体系性を

12＞，「どうぼうの忘れた手ぬぐい」〈213＞（以上，種々の

欠いた項目構成のようにも見える。しかし，上に述べた

文脈における尊卑の「の」と「が」の使い分けの有無を

ように，少くとも琉球を除く地域については，体系的に

見るもめ。あわせて連体格の「の」に当る各地の形式を

欠けている部分の分布は，他の項目の分布を参考にして

見るものを含む），．．「おれのだ」＜217＞，「ここにあるのは

補うことがある程度可能なことに留意すべきである。な

お前の手ぬぐいか」〈218＞→本調査では「ここに有るの

お，上に述べた本調査項目選定の基本方針は，活用に関

は何か」《102》（以上，準体助詞の「の」に当たる形式を

する項目だけではなく，助詞や表現法に関する項目につ

見るもの）。

●共通語の「は」に当たる各地の形式を調べるも

いても同様である。

の……「あれは学校だ」〈244＞《120》（主題提示，単文の

場合），「あの人は，色参黒い」〈243＞（同，複文の場

1．3．助詞項目

次に，助詞の形態に関する項目では，共通語の助詞，

合），「東京に行くのではないか」＜291＞《143》（「で」＋

および，それに準ずる形式（接尾辞の．一部）にってい

「は」の形式），「ビールは飲まないが，酒は飲む」

て，各方言の形式を調べた。ただし，「〜ても（でも）」

〈239＞《119》（対象，とりたて）。

●共通語の「を」に当たる各地の形式を調べるも

と「〜たって（だって）」などのように，意味・用法が類

似する複数の形式については，そのうちの一つを代表項

の……「酒を飲んでいる1＜238＞吟本調査は「酒を飲む」
．《118》（対象），「ビールを飲まずに酒を飲もう」〈240＞

目として選んだ。

（対象，とりたて），「外から帰ったら，まず手を洗いな

具体的な調査項目，および，それぞれの項目のおよそ
のねらいは次のとおりである（以下，〈

〉内は準備調

査票（89ページ参照）における項目番号，《

さい」〈265＞（対象，順序），「おれをつれていってくれ」

〈241＞《115》（対象が人間の場合。名詞との融合の有無

》内は，

その項目が本調査項目として採用された場合の，本調査

も見る），「鳥をつかまえた」〈242＞（対象が動物の場合。

票（114ページ参照）における項目番号である）。

同）ゐ

●共通語の「に」に当たる各地の形式を調べるも

●共通語の「が」（格助詞）および「の」に当たる各地
の形式を調べるもの……「花が咲いた」〈202＞，「おれが

の……「東京に行く」〈219＞，本調査は「東の方へ行け」

《106》（方向），「大阪に寄ってから東京に行く」〈22

書いた」〈2q3＞（とりたて），「これ杢お前の靴か」〈206＞

（連体修飾文節「〜の」の直前にある，と．りたての

1＞（経由・方向），「東京に着いた」〈222＞《107》（帰着

「が」），「海より山隠良い」〈207＞（比較），「誰墾来た

点），「9時に寝た」〈223＞（時刻），「花火を見に行った」

か」〈206＞（疑問詞に付く場合），「腹が減ったなあ」〈20

〈224＞《108》（目的，動詞に付く場合），「遊びに行っ

9＞（話しことばとして自然に使われる文脈を与え，助詞

た」＜225＞（目的，転成名詞に付く場合），「仕事に行っ

省略の有無などを見るもの），「雨が降って来た」〈210＞

た」〈226＞《1！0》（目的，名詞に付く場合），「東京に，遊

→本調査では「雨が降って来たぞ」《094》（同上。名詞と

びに行く」＜220＞（方向・目的），「大工になった」〈227＞

の融合の有無についても見るもの），「水が飲みたいな

《112》（変化の結果），「ここに有る」〈228＞《113》（場
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所），「どこにでも有る」（場所，「に」＋「でも」），＜229＞

定，名詞に付く場合），「食って寝るだけなら……」〈26

「あの山導主」〈230＞（場所，「に」＋「は」），「お前に貸

1＞《130》（限定・強調，動詞に付く場合），「百円しかな

してやる」〈231＞（対象，対称代名詞に付く場合），「おれ

い」〈268＞《137》（量の限定。否定を伴なう場合。），「あ

些貸せ」〈232＞《114》（対象，自称代名詞に付く場合），

きらめる⊥塑ない」〈270＞（行為の限定）1「あれっきりも

「茶わんにお茶をそそぐ」「〈233＞．（目標），「父にしかられ

た」〈250＞，「犬に追いかけられた」〈251＞《124》，「息子

う来ない」〈271＞（限度），「あしたまで待ってくれ」〈272＞
（期間の限度）。

些来てもらった」〈249＞《122》（以上，種々の文脈におけ

●例示をあらわす，共通語の「でも」「さえ」「なり

る，動作を受ける場合の動作の主），「入れるのに便利

と」「なり」「なんか」「やら」「だの」に当たる各地の形

だ」＜293＞→本調査は「行くのに便利だ」《098》（目的，

式を調べるもの……「子どもでも知っている」〈284＞

準体助詞に付いた場合）。

《142》（極端な場合の例示），「これさえ有ればいい」

●共通語の「で」に当たる各地の形式を調べるも
の・…・・「運動場で遊ぶ」〈245＞．

s121》（場所），「筆で書

〈273＞（同），「お茶でも飲もう」〈285＞《133》（二曲），

「何なりと言ってください」〈282＞（対象・範囲の例

く」〈246＞（手段），「船竺来た」〈247＞《123》（手段），

示），「傘なんかいらない」〈274＞《139》（否定すべき対象

「木が風で倒れた」〈248＞（原因），「1万円でお願いしま

の提示），「パンを食べるなり、ごはんを食べるなり、自

す」＜264＞《135》（動作の状態）。

由にしなさい」〈256＞→本調査は「パンでも御飯でも，好

●共通語の「と」に当たる各地の形式を調べるも
の……「酒がきらいだと言っていた」〈252＞（動作の内
容），「田中という人」〈253＞《099》（引用句）。

きな方を食べなさい」《128》（選択すべき対象の例示），

「筆幣紙埜たくさんもらった」＜289＞《127》（多種類
の中の一部を例示），「行くだの行かないだのぐずぐず言

●共通語の「から」「ので」「けれども」「が」（接統助

うな」〈290＞《144》（反復列挙）。

詞）「のに」「ながら」「なり」「し」．および，助詞に準ず

●強調をあらわす，共通語の「こそ」「も」に当たる各

る「がてら」「がけに」に当たる各地の形式を調べるも

地の形式を調べるもの……「今日こそ終わらせる」〈280＞

の……「雨が降っているから行くのはやめろ」〈254＞《095》

《146》（強調），「それこそめいわくだ」〈279＞（慣用句

（順接・理由，命令文の場合），「雨が降っているから行
くのはやめた」〈255＞（同，平叙文の場合），「子どもなの

的，副詞的用法），「まだ1時間もある」〈277＞（予想外の
事実の強調）。

でわからなかった」〈283＞（同，断定の．「だ．」に付く場
合），「寒いけれどもがまんしよう」〈257＞《092》（逆接の

●その他（意味・用法はさまざまであるが）共通語の
「やら」「ごと」「も」「より」「ねえ」に当たる各地の形

確定条件），「雨は降ったが，雪は降らない」＜258＞（同，

式を調べるもの……「誰やら来た」〈287＞《126》（不確

対比），「植えたのに枯れてしまった」〈259＞《097》（同，

実，疑問詞に付く場合），f何が起こるやらわからない」

望ましくない結果），「食べながら歩く」＜260＞→本調査

〈288＞《125》（同，述語に付く場合），「皮ごと食べた」

は「食いながら歩くな」《129》（動作の共存），「帰って来

〈263＞《132》（「〜もいっしょに」の意），「飲んでもよ

るなりしかられた」〈281＞（「〜とすぐに」．の意），「あそ

かった」〈286＞（助動詞の「で」＋「も」），「それよりあの

こにも行ったし」ここにも行ったし……」〈292＞（列

ほうがいい」〈278＞《140》（比較の対象），「今日ネー，お

叙），「買物がてら見物する」〈294＞《109》（併行的行

れがネー，学校に行ったらネー」〈296＞（間投助詞）。

為），「帰りがけに買物をした」〈295＞《111》（同）。

なお，終助詞，間投助詞，および，各種の助動詞につ

●程度や限定をあらわす，共通語の「ぶん」「くらい」

いては，主として，次に記す表現法に関する項目の中で

「ほど」「ばかり」「だけ」．「しか」「きり」に当たる各地

調査することとした。

の形式を調べるもの……「百円ぶんください」〈267＞
《134》（量の限定），「百円くらい使った」〈266＞《136》

1．4．表現法項目．

（およその量），「食べるくらいは何とかなる」＜269＞（例

表現法に関しては，全体を，「命令・禁止・義務」「強

示），「大きいほどいい」〈275＞→本調査は「安いほど良

調・詠嘆」「意志・勧誘・希望」「推量・伝聞・比況」（本

い」《138》（程度の例示），「雨ぽかり降っている」〈276＞

調査では「推量・様態・伝聞」），「否定」「疑問・反語」

《093》（限定・強調），「皮だけ食べた」〈262＞《131》（限

「過去・回想」「アスペクト」「仮定・確定」（本調査では
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「仮定」），「可能」「やり・もらい」（本調査では「授

体について求めようとするもの（017，018，020，021），

受」）の11分野に分け，そのほか，これらと性格が異なる

および，「行かなければならない」に対応する禁止表現

が，「あいさつ」と．「待遇」の2分野を設けた。

としての「行ってはいけない」〈016＞，「泳いではいけな

い」＜019＞に当たる各地の形式を求めるもの，さらに，

ここでは，『表現法の全国調査のための準備調査票』

「泳がないでおけ」＜022＞に当たる形式を求めるものを

（99ページ参照）の順序に従って，それぞれの項目のね

調査項目とした。

らいの概略を記す（なお，〈〉内の数字は準備調査票に
おける項目番号，《

なお，本調査では，表現類型を見る項目では，命令表

》内の数字は本調査票のうちの『方

言文法の全国調査・第2調査票』（119ページ参照）の項

現についても「やさし．く」と「きびしく」の2文体のみ

目番号である。

とし，また，「泳ぐ」に関する項目はすべて削除した。

●あいさつく001〜009＞《237〜241》

●強調・詠嘆〈024〜029＞《155〜157》

あいさつ表現の類型およびその具体形式について調査

単純な肯定として「飲む」・＜024＞，強調表現として，
「もちろん飲む」＜025＞，「おれが飲むんだ」〈026＞，「今

するものである。準備調査では，「道端での朝のあいさ
つ」〈001＞，「道端での日中のあいさつ」〈007＞，「道端で

日は飲むぞ」＜027＞を設定し，詠嘆表現として，「よく酒

の夕方のあいさつ」〈009＞，「日中に人の家を訪ねたとき

を飲むなあ」〈028＞，「ここは何と美しいのだろう」〈029＞

のあいさつ」〈005＞，「夕方人の家を訪ねたときのあいさ

を設定した。このうち，025〜027は強意の終助詞，028は

つ」〈008＞，「客を部屋に招き入れるときのあいさつ」

詠嘆・感動の終助詞，029は「〜ノウツクシサ」に対応す
るよう．な形式を含む各地の詠嘆文の類型を求めることを

〈002＞，「物をもらったときのあいさつ」＜003＞，「人の家

ねらいとしたものである。

を辞去するときのあいさつ」＜006＞，「客を送り出すとき

本調査では，025〜027の代表項目として「もちろん亘

のあいさつ」〈004＞の9場面について調査．し、このう
ち、．「朝」「日中」「夜j（〈oo9＞の夕方を改訂），「日中の

く」《155》が設定され，029は質問文を「あの花の美しい

訪問」「物をもらったとき」の5場面を本調査項目とし

こと．！」《157》と変更して採用した。＜028＞の「なあ」

た。

に当たる形式を求めるものは，過去・．回想の分野の「あ

●命令・禁止・義務〈OlO〜023＞《147〜154》

のときはおもしろかったなあ」《223》，および，待遇表現

最初に，具体的な場面を設定して，それぞれの場面で

の分野の「今日は寒いな」《244》にまわした。

使われる表現全体を求めた。まず，命令表現について

●意志・勧誘・希望〈030〜041＞《158〜164》

は，「孫を起こす」「孫に窓をあけさせる」の2場面につ

意志に関する項目では，肯定意志として「行こう」「行

いて，それぞれ「ふつう」「きびしく」「やさしく」の3

こうか」（以上〈030＞），「行こうとしたら」＜031＞，否定

文体，のべ6場面の表現を調査することとした〈010〜

意志として「行くまい」〈032＞を設定した。030は「自分

015＞。これらの項目は，オキロ（オキレ，オキヨ，オ

の気持（意志）を心の中でつぶやくとき」という条件設

キー）のような裸の命令形が，具体的な場面でどのくら

定であったが，これは話者にとってややむずかしい質問

い使われるか，オキナサイ，オキナイカ，オキタラ（ド

であることが判明したので，本調査票では，肯定意志の

ウダ），オキテ（ヨ），オキナキャダメダのような命令表

代表項目として，「東京に行こうと思っている」《158》と

現（あるいはそれらに対応する各地の方言形式）の類型

いう質問文を設定した。「行くまい」については，そのま

が各地にどのように現れるかを見るものである。

ま本調査項目に採用した。

勧誘表現では，「私のかわりに行かないか」〈033＞，

義務表現としては，共通語の「行かなければならな

．「いっしょに行かないか」〈034＞，「いり．しょ．に行こう

い」〈023＞に当たる各地の形式を求めた。

よ」〈035＞，「さあ行こう」〈036＞，「行くといいよj〈037＞，

禁止表現については，「行くな」（以下，下線は調査の

対象とした部分を示す。ただし，話者に回答を求めた部

を設定し，、希望表現では，「行きたいなあ」〈038＞，「行き

分は付録の調査票に示したように，これより長い場合が

たくてたまらない」〈039＞，「行きたがる」〈040＞，「行き

ある），および「泳ぐな」に対応する各地の表現類型

たくない」＜041＞を設定した。033〜036は項目ごとに分

（イッテワダメダ，イカナイデ，イカレナイなどに対応

布が異なることを予想したのであるが，実際にはそれほ

する形式を含む）を「やさしく」と「きびしくjの2文

ど大きな分布差が見られなかったので，本調査では
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「いっしょに行こうよ」《160》で代表させた。また，「行

設定した。また，きわめて強い根拠のある推量として，

くといいよ」は「行くと」の部分にイケバ，イクギーな

「行くにちがいない」〈044＞，「行かないにちがいない」

どの地域差が見られたが，これについては仮定表現の項

〈048＞の2項目を立てた。

目の中で調べることとし，この項目を本調査では削除し

以上の準備調査項目の中から，本調査では，「たぶん

た。希望表現では，〈038＞〈039＞＜041＞の3項目を本調

行くだろう」，「たぶん行かないだろう」，「役場に行くの

査で採用し，〈040＞は削除した。〈038＞では，「行きた

だろう」，「行っただろう」，「役場に行ったのだろう」，

い」に当たる各地の形式のほか，「なあ」に当たる詠嘆の

「たぶん雨だろう」の6項目を代表として選んだ。

終助詞についても，この項目で見ることにした。「行き

次に，比況（様態）については，動詞，形容詞，形容

たくてたまらない」と「行きたくない」は，共通語では

動詞に共通語の「そうだ」が続く形として，「降りそう

前部分の「行きたく」が共通であるが，地域によっては

だ」〈057＞，「良さそうだ」〈059＞，「高そうだ」〈060＞，

両項目に異なる形式が認められたので両者とも採用し

「静かそうだ」〈061＞，動詞と体言に「らしい」が続1く．形

た。そのほか，本調査では，新たに「行ってもらいた

として「行くらしい」〈056＞と「若者らしい若者」

い」《164》を調査項目として立てた（この項目は，準備

〈071＞，体言に「のようだ」が続く形として「富士山のよ

調査では，『：方言文法の全国調査のための準備調査票』

うだ」〈068＞，「富土山のように見える」〈069＞，「富士山

のく200＞の中で「『もっとゆっくり話シテホシイ』と

のような山」〈070＞の各項目を設定した。「ようだ」につ

『もっとゆっくり話シテモライタイ』のいずれを使う

いては，この語の活用形の一部も見ようとしたのであ

か」という形で調査したものである）。

る。

●推量・伝聞・比況〈042〜072＞（本調査では，推量・

上記のうち，本調査では，「降りそうだ」「良さそう
だ」「富士山のようだ」．を代表として選び，「若者らしい

様態・伝聞《165〜175》）
推量については，（D確信の有無，（2）肯定・否定，（3）現

若者」は質問文が非日常的な表現であると反省されたの

在・過去，（4）準体助詞の有無，この4つのカテゴリーを

で，「（顔色の悪い人．を見て）．あの人はどうも病気らし

考慮しつつ項目を設計した。

い」《173》という質問文に変えて採用した。

そのほか，様態に関しては，「そんなことを言うな」

「たぶん行くだろう」〈042＞……確信なし・肯定・現

在・準体助詞なし

〈072＞という文脈で「そんなことを」に当たる各地の形

「きっと行くだろう」〈043＞……確信あり・肯定・現

式を調べる項目があり，これは本調査でもそのまま採用
した。ただし，質問の流れから見て，調査票における位

在・準体助詞なし

置が不自然であると反省されたので，本調査では，これ

「役場に行くのだろう」〈045＞……確信？・肯定・現

在・準体助詞あり

を，助詞項目（『第1調査票』）の中の「行くだの行かな
いだのぐずぐず言うな」の次《145》に置いた（118ペー

「たぶん行かないだろう」〈046＞……確信なし・否定
・現在・．準体助詞なし

ジ参照）

次に，伝聞については，動詞，形容詞，形容動詞，体

「きっと行かないだろう」＜047＞……確信あり・．否定

・現在・準体助詞なし

言のそれぞれに，共通語の伝聞の「そうだ」が続く形と

「行っただろう」〈050＞……確信？・肯定・過去・準

して，「降るそうだ」〈062＞，「あの山は高いそうだ」
〈064＞，「静かだそうだ」＜065＞，「雨だそうだ」〈063＞を

体助詞なし

設定した。動詞に「そうだ」が続く形としては，ほか

「行かなかっただろう」＜051＞……確信？・否定・過

に，「昔，鬼がいたそうだ」〈067＞という項目も設けた。

去・準体助詞なし
「役場に行ったのだろう」〈052＞……確信？・肯定・

このような日常良く使われたと思われる文脈では他の伝

過去・準体助詞あり

聞表現と異なる慣用的な表現が各地にあるかもしれない

このほか，推量表現については，形容詞，形容動詞，

と考えたからである。そのほか，他人から聞いた話を，

体言の推量形として，「その山はだぶん高いだろう」

その内容を知っていると思われる別の人に伝えるときの
「あの人は外国に行くんだってね」〈066＞という表現も

〈053＞，「あの山はきっと高いだろう」〈054＞，「たぶん静
かだろう」〈055＞，「たぶん雨だろう」．〈056＞の各項目を

調査項目に加えた。
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●疑問・反語〈083〜102＞《186〜195》

本調査では，こ．れらの中から，「雨だそうだ」「高いそ

この分野では，単純疑問文と疑問詞疑問文，疑問の助

うだ」「鬼がいたそうだ」の3項目を代表として選んだ。

詞が文末にあるときと文中にあるとき，そして，述懐疑

ただし，「高いそうだ」は，準備調査では「あの入の話で

は，あの山はずいぶん高いそうだ」という文脈であった

問文，反語文，問い返し文，以上のカテゴリーにおける

が，この質問文は，その内容が現実には不自然であると

疑問の助詞（共通語の「か」や「かな」に当たる形式）．

の批判を受けたので，本調査では，これを「あの人の話

について項目を設定した。

まず，単純疑問文については，準備調査では，「今度の

では，東京はずいぶん物価が高いそうだ」《175》という

旅行に行くか」〈083＞，「行くか行かないかわからない」

質問文に変えた。「山が高い」と「物価が高い」とでは

＜084＞，「ほんとうにそんなに大勢行くのか」〈088＞（準

「高い」の意味が異なるが，現われる形式に大きな差は

体助詞＋か），「あの人は先生か」〈090＞（体言＋か），の

ないであろうと予想した。

4項目を立てたが，本調査では疑問の助詞が文中にある

●否定＜073〜082＞《196〜205》

く084＞のみを採用した（文末に疑問の助詞がある単純疑

動詞・形容詞の各活用型の代表語と形容動詞の代表語
の否定形については，『方言文法の全国調査のための準

問文は，待遇表現の項目の中で，「家にいますか」《249》，

備調査票』，および，『方言文法の全国調査・第1調査

「パンを食べますか」《253》，「東京へ行くのか」《267》

票』（本調査用）の活用形に関する項目の中で調査する

など多数調査している）。疑問詞疑問文については，「ど

ことになっている。ここでは，助動詞の「ない」および

こに行くのか」＜085＞，「誰が行くのか」〈086＞，「誰が互

形容詞の「ない」の，いくつかの文脈における各地の形

くかわからない」〈087＞，「あの人は誰か」＜089＞，「誰か

式を見ることにした。

が知っているだろう」〈091＞，「どこかにあるだろう」
〈092＞，「いっか聞いたことがある」〈093＞，「いっかはや

助動詞「ない」については，接続助詞の「て」「で」が

るだろう」〈094＞の8項．目を準備調査で設定し，本調査

付いた形の「行かなくて」＜074＞と「行かないで」
〈073＞（なお，「行かないで」の「ないで」は，助動詞

ではその中の〈087＞＜089＞〈091＞〈092＞〈093＞を代表項

「ない」の連用形と見る説もある），および，とりたての

目として選んだ。ただしく089＞は質問文を「それは何

「は」を介する表現として，「行きはしない」〈075＞，「行

か」《188》に変更した。

述懐疑問文については，「誰がやるのかな」〈095＞，「こ

きはしなかった」〈076＞，「見はしない」〈077＞，「来はし

れで良いのかな」〈096＞，．「あしたは晴れるだろうか」

ない」〈077＞，「ない」の過去形を見るための「行かな
かった」〈079＞（＜076＞も）を設定した。本調査では，こ

〈093＞の文脈で，いずれも「心の中でつぶやくとき」と

れらのうち，「行きはしない」を削除し，あらたに，形容

いう述懐表現を求める場面設定で3項目を立て，このう

詞に「ない」が付く形（の過去形）として，「高くはな

ちのく096＞を本調査に採用した。

反語文については，「そんなばかげたことはやるもの

かった」《202》を加えた。なお，「は」を介する形には，

西日本では，〜ヘソ，〜ピン，〜センなど多様な形が予

か」〈098＞，「誰がやるものか」〈099＞，「やらないことが

想されるので，やや詳しく調査することにした。

あるものか」〈100＞の3項目を立て，本調査ではその中
の〈099＞とく100＞を代表項目として選んだ。

形容詞の「ない」については，準備調査では，言い切
りの形の「ない」〈080＞，強調の形を見るための「そんな

問い返し文については，疑問詞を伴わない「また台風

ものはない」〈081＞（ここでは，アラヘンなどの形も見

が来るんだって？」〈101＞と，疑問詞を伴う「誰が来る

る），中止の形を見るための「車もないし，クーラーもな

んだって？」の2項目を準備調査項目として立て，その

い」〈082＞を項目として立てたが，本調査では，「ない」

うち，前者を本調査用に採用した。

の過去形を見るための「いや，無かった」．《203》，およ

●過去・回想〈103〜120＞《223〜230》

び，肯定疑問文（「きのう運動会は有ったか」）でたずね

まず，「インダ」「イキタ」などの予想される「行く」

られたときと，否定疑問文（「今，お前のところに車はな

の過去形「行った」〈103＞（ただし，この項目は，活用に

いだろう？」）でたずねられたときの応答の形式を，応

関する項目の〈087＞と重複している）を，次いで，各品

答詞（「うん」「いや」）を含めて見るための項目《204》

詞の打消過去についての項目を設定した。具体的には，

《205》に，項目設定を変更した。

動詞について「しなかった」＜104＞，形容詞については音
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便形の違いをも見るために「高くなかった」〈105＞と

て「進行態」〈121・124＞，「結果態」〈122・125＞，「黙然

「寒くなかった」＜107＞，とりたて形を見るために「高く

態」＜123・126＞を，「（金魚が）死ぬ」と「（火が）消え

はなかった」〈106＞，形容動詞については「静かでなかっ

る」について，「二二態」〈127・129＞と「結果態」〈128

些」〈108＞と「静かではなかった」〈109＞を立て，その

・130＞を，「（がけから）落ちる」について「三島態」

ほか，形容詞「ない」の否定形「なかった」＜110＞を設

〈131＞を，「売る」と「（運動会が）有る」について「進

けた。それらの中から，本調査では，打消過去の代表と

行態」〈132・133＞を（「有る」については，「きのう運動

して，「しなかった」（ただし，質問文は「行きはしな

会がアリヨッタ」〈134＞も）調査し，本調査では，．この

かった」《199》に変更），「高くはなかった」《202》，「無

中から，「散る」の「進行態」《231》，「結果態」《232》，

かった」《203》を選び，さらに「行かなかった」《198》

「将三態」《233》，「死ぬ」の二二態《234》，「落ちる」の

を追加したが，先に記したように，これらはすべて否定

「将三態」《235》，「有る」の「進行態」《236》を代表項

の分野に含めて調査することにした。

目として選んだ。

次に，回想表現を見るための「昔，ここにものしりの

なお，準備調査では，．このほかに，「○○さんいるか」

おじいさんが……」〈111＞（イタッタ，イタッケ，イテタ

＜135＞，（その返事とレて）［いるよ」〈136＞を調査した

などを期待）と「昔はよく雪が降ったなあ」〈112＞，「若

が，先に述べたように，，本調査では，このうちのく135＞

いころは良かったなあ」＜115＞を立てたが，本調査で

を「過去・回想」の中で調査6した。

は質問文を変更し，「昔，ここにもの知りの人が……」

●仮定・確定〈137〜153＞（本調査では，仮定《178〜

《225》（「いたなあ」に当たる形式を期待），「あのときは

185》）

おもしろかったなあ」《223》，「昔，二人で祭りに……」

まず，仮定の順接条件として，準備調査では，「あした

《224》（「行ったなあ」に当たる形式を期待）の形で調査

雨が降れば」〈139＞，

「あした雨が降ったら」〈140・141＞，

することにした。また，ごく最近感動した事実を他人に

「あの人が行くなら」〈137＞，「あの人が行かないなら」

伝える過去詠嘆表現として「あの人は字をじょうず

〈138＞，「お前が行くと」〈150＞，「お前が行かないと」

に……」〈113＞（「カクッケ」などを期待），「あの人はず

〈151＞の各項目を設定し，本調査では，このうちの

いぶん相撲が強……」＜114＞（「ツヨイッケ」などを期

く139＞〈140＞〈138＞〈150＞を代表項目として採用した。な

待）の2項目を立て，これらはそのまま本調査にも採用

お，〈140＞とく141＞との違いは，前者が「あした雨が

した。

降ったら私は行かない」，後者が「あしたはたぶん晴れ

そめほか，過去の習慣を表現する項目として，「昔，こ

るだろうが，万一雨が降ったら私は行かない」であり，

の川でよく泳いだものだ」〈116＞，経験を表現するもの

後者では，「万一の場合」を強調した文脈になっている。

として，「東京に行ったことがあるか」〈117＞と「行った

そのほか，準備調査では，反実仮想の「もっと早く行

ことがある」〈118＞，過去の事象を確認する表現として，

けば良かった」〈142＞と「あんなところに行かなければ

「あの人は，さっきまで確かにここにいた」〈119＞，完了

良かった」〈143＞，仮定依頼，仮定命令の「町に行ったら

表現として，「読んでしまった」〈120＞を設定し，このう

酒を買って来てくれ」〈149＞，「行くなら勝手に行け」

ち，〈119＞を本調査項目として選んだ。

〈147＞，ある条件が備わると，きまってある事が起こる．

また，本調査では，（友達の家の入口で）「○○さんい

という仮定表現の「あの人の家に行くと，いつもごちそ

るか」と言うときの表現を求める項目《230》を，この分

うしてくれる」〈152＞，「〜のとき」の意の「私が行った

野に含めた。これは，準備調査ではアスペクトの分野

らもう会は終わっていた」＜153＞，並列・列挙の「行くに

（〈135＞）に含めてあったもので，現在継続している事象

しても行かないにしても早く決めろ」〈148＞，仮定の逆

に「イタカ」のような「〜タ」の形式を用いる地域を明

接条件の「お前が行ったってだめだ」＜146＞，「無理に行

らかにすることを主なねらいにしたものである。

かなくても良い」〈145＞，「私が行っても良い」〈144＞の

●アスペクト〈121〜136＞《231〜236》

各項目を設定し，本調査では，そのうちのく143＞〈153＞

アスペクトについては「進行」「結果」「二二」の3態

〈146＞〈145＞を採用した。

について調査した。

●可能〈154〜177＞《210〜222》

準備調査では，「（花が）散る」「（雨が）降る」につい

この分野では，主に「能力可能」と「状況可能」の区別
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べ，とくに，「自分が他人に与える」行為の表現について

の有無，それぞれの具体形式を見ることをねらいとし，

は，最近共通語で問題になっている身内の人間あるいは

そのほか，「自然可能」や「自発」についても調査した。

動植物への「ナゲル」の使用状況をも見ることにした。

準備調査では，まず，「書く」（五段），「着る」（上一

準備調査では，まず，第三者に授受行為を伝えるとき

段）を代表語として，「能力」の「肯定形」〈154・158＞
と「否定形」〈155・159＞，および，「状況」の「肯定形」

の表現として，「友達に本をやった」〈184＞，「友達から本

〈156・160＞と「否定形」＜157・161＞を設定し，次に，

をもらった」〈185＞，「友達が私に本をくれた」〈186＞を

「見る」（上一段），「起きる」（同），「寝る」（下一段），

設定し，次に，相手に直接伝えるときの表現として，孫
に「この本をやるよ」． q187＞と言うときと，友達に「お

「あける」（同），「来る」（口開），「勉強する」（サ変），

の各語について，（主な活用型の可能形を見ることを目

れにたばこを1本くれ」〈188＞と言うときの2場面を設

的として）それぞれの「状況」の「肯定形」と「否定

定した。さらに，身内の人間もしくは動物に与える行為

形」〈166〜177＞を設定した。さらに，可能をあらわす動

を第三者に伝えるときの表現として，「うちの孫に本を

詞「できる」の「能力・肯定」〈162＞と「能力・否定」

やった」と友達に言うとき〈189＞と先生に言うとき〈190＞，

「犬に餌をやったか」と孫に聞くとき〈191＞と，「犬に

〈163＞，．また，「自然可能」として「この万年筆はすらす

らと書くことができる」〈164＞，「自発」として「昔のつ

餌をやった」と友達に言うとき〈192＞の・4項目を立て

らかったことを思うと自然に泣けてくる」〈145＞の項目

た。

本調査では，この中から〈185＞〈188＞〈189＞〈191＞を

を立てた。

代表項目として選んだ。

本調査では，「読む」と「着る」について「能力」「状

なお，「やる」「くれる」「もらう」についてはr日本言

況」それぞれの「肯定形」と「否定形」を（《210〜217》），ま

語地図』第2集にこの項目についての言語地図がある

た，「起きる」と「来る」の「状況・肯定」《218・219》，

（73・74・76図）。これらの図における分布とわれわれ

さらに，「する」と「できる」の「能力・肯定」《221・

の調査結果との比較が期待される（ただし，文脈および

222》，「書く」の「自然可能」《220》を調査項目とした。

質問法が異なることに注意）。

●使役〈178〜183＞（本調査では削除）
準備調査では，「行かせる」〈178＞，「行かせさせる」

●待遇〈193〜248＞《242〜267》

〈179＞，「行かせてやる」〈180＞，「遊ばせる」〈181＞，「起

この分野では，場面（対者）によって，待遇価の異な
る表現を使い分けると予想される語について，代表的な

キサセロ・起コセのいずれを使うか」〈182＞，「寝サセロ

・寝セロ・寝カセロのうちどれを使うか」〈183＞の6項

場面（対者）を設定して，そこに使われる具体的な形式

目について調査した。しかし，本調査では，使役につい

を調査したゐ

準備調査では，「話者が，ふだん，そ．の土地のことば

てはすべて活用に関する項目の中で，「書かせる」《024》，

（方言）でもっともでいねいなことばづかいをする，そ

「書かせろ」《039》，「書かせた」《042》，「書かせよう」
《066》，「書かせられる」《074》，「掃除をさせる」《075》，

の土地の人物」（人物A），および，「話者が，ふだん，そ

「来させる」《076》，「あけさせる」《077》を代表として

の土地のことば（方言）で対等なことばづかいをする近

調査することにし，準備調査の〈178〜183＞は採用しな

所の人」（人物B）を話者自身に具体的に（人物AとBそ

かった（〈181＞〈182＞〈183＞は自動詞の使役形を使う

れぞれの氏名を）指定させ，それぞれの項目（語）につ

か，「アソバス」「オコス」「ネカス」のような他動詞を使

いて，「上位場面」（人物Aに用いる場合），「中位場面」．

うかを問題としているが，問題の性格が語彙的であり，

（人物Bに用いる場合），「下位場面」（話者の妻に用．いる

かつ明瞭な分布が期待されなかったので，本調査には採

場合」の3場面についての形式を求めた。
準備調査で設定した項目は以下のとおりである。

用しなかった）。

尊敬表現を含む動詞の待遇表現を質問形式について

●やり・もらい〈184〜189＞（本調査では，授受《206〜
209》

ここでは，「自分が他人に与える」（共通語め「や

見るもの……「家にいるか」＜196＞． C「ここに来るか」
＜197＞，「どこに行くか」〈198＞（この項目は「どこに」

る」），「他人が自分に与える」（同「くれる」），「自分が他

も調査の対象にした），「手紙を書くか」〈199＞，「テレビ

人から与えられる」（同「もらう」）の各表現について調

を見るか」〈200＞，「何を読んでいるか」．〈201＞，．「ラジオ
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を聞くか」＜202＞，「パンを食べるか」〈203＞，「何に乗っ

目〈248＞を設定した。

てきたか」＜204＞，「洋服は着るか」〈205＞，「そのことを

なお，準備調査では，待遇表現に関する項目の冒頭

知っているか」〈206＞，「何時に寝るか」〈207＞，「何と

で，「対称代名詞」＜193＞，「どこに行くか」〈194＞，「今日

言ったか」〈210＞，「何をしたか」〈211＞。

はいい天気だなあ」〈195＞の3項目について，話者の用

尊敬表現を含む動詞の待遇表現を命令・依頼の形式に

いる表現の種類を，話者自身が思い出すかぎり挙げさせ

ついて見るもの……「あちらの方に行け」〈212＞，「これ

た上で，それぞれの表現の待遇度（敬意度）の順位を話

を書け」〈214＞，「あれを見ろ」〈215＞，「ここに来い」

者にたずね，さらに，話者の挙げたそれぞれの表現を，

〈216＞（「ここに」も対象），「早く食べろ」〈217＞，「中に

話者がどのような人物に対して用いるか，その具体的な

入れ」〈218＞，「そこにいろ」＜219＞（「そこに」も対象），

氏名を答えさせるという，実験的な小調査を行なった

「早くしろ」〈220＞，「手紙をくれ」〈238＞，「手紙をくれ

（付録の調査票107ページ参照）。これは，次に設定した

エありがとう」〈器9＞，「手経を書いてくれ」〈240＞，「こ

「上位場面」「中位場面」に用いた人物AとBが，〈193＞．

ちらへ来てくれ」＜241＞。なお，命令形式に関しては，ほ

〈194＞〈195＞で話者の挙げた人物や，その人物に対しで

かに，罵倒の表現を得るための項目「むこうに行きやが

話者が用いると答えた表現の待遇度と，どのように関わ

れ」．〈213＞（この項目は対者の指定なし）を設けた。

るかを分析し，本調査における場面設定の参考にするた

丁寧表現や謙譲表現を含む動詞その他の語の待遇表現

めである。

を，．言い切りの形式，希望の形式，その他の形式につい

以上に述べた準備調査における場面設定に当たって

で見るもの……「私はあした東京に五≦．」〈223＞，「これ

は，昭和51年度に「表現法の全国的地域差を明らかにす

からあなたのところに行く」〈232＞，「あしたもここに来

るための調査方法に関する研究」のテーマで行った実験

る」〈224＞，「あしたは家にいる」〈225＞，「手紙を書く」

的調査（4ページ）の方法および結果を参考にした。

〈226＞，「そのことは知っている」〈227＞，「その荷物は私

次に本調査について述べる。

が持つ」〈228＞，「承知した」〈242＞，「これはめずらしい

準備調査で用いた場面設定の方法について検討したと

本だ」＜235＞（以上，言い切りの形式），「見せたいも

ころ，二つの点で問題のあることが分かった。一つは，

のがある」．〈229＞，「聞きたいことがある」〈230＞，「言い

下位場面として設定した対者（話者の妻）と，中位場面

たいことがある」＜231＞（以上，希望の形式），「これは，

として設定した対者（話者がふだん対等なことばづかい

あなたからもらったものだ」〈233＞，「これを．あなたにや

をする近所の人）との間の待遇差が予想以上に小さく，

ろう」〈234＞（以上，授受の形式），「いい天気だなあ」

表現にあまり差の現われなかったことであり，もう一つ

〈221＞，「今日は寒いね」〈222＞，「これはめずらしい本だ
ね」〈236＞（以上，終助詞の付いた形式）。

は，それぞれの場面（とくに中位場面）において用いら

れた表現形式の待遇価に項目間あるいは話者間のゆれが

人称代名詞の待遇表現などを見るもの……「これはあ
なたの傘か」〈208＞，「この傘はあなたのだ」＜209＞，「こ

大きく，これは，具体的な人物を場面（対者）設定に用
いたことに問題があるのでばないかと考えられたことで

れは私のだ」＜237＞（以上，人称代名詞および文末の形

ある（「対等なことばづかいをする」人物の設定という

式）。

指示は実はむずかしく，現実には具体人物の設定に話二

第三者に対する待遇表現や身内の人物に対する待遇表

間の待遇差が現れてしまったこと，それぞれの項目を質
問するたびに「対等なことばづかい」を答えるよう指示

現を見るもの……「父は家にいる」〈243＞，「父はすぐも
どるから，しばらく待ってくれ」．〈244＞，．「校長先生はど

しているわけではないので，話者のあげた人物に対する

こに行ったか」〈245＞。

話者の心的態度のゆれが回答に反映したことなどに要因

上の〈243＞＜244＞〈245＞は人物A．人物B，話者の妻

があるのではないかと思われる）。

以上により，準備調査で用いた場面設定の方法は，各

に対す．る．3場面について調査したが，身内の人物に対す
る待遇表現については，そ．のほか，「どこに行くか」とい

方言の待遇表現体系の大枠を把握するために必ずしも適

う表現を「父親にたずねるとき」〈246＞，「孫にたずねる

切なものではないと判断されたので，本調査では，場面

とき」〈247＞の2項目と，話者の妻が自分の夫（すなわ

（対者）の設定をやや抽象化し，原則として，次の

ち話者）に対して「どこに行くか」とたずねるときの項

〔0〕〔A〕〔B〕の3場面，または，〔A〕〔B〕の2場
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面について調査することにした（主に丁寧表現を見るた

ちらへ来てくれ」＜241＞のねらいとを代表させて新たに

めの場面Aと，主に尊敬表現を見るための場面Bを中心

設定したものである。

特定の場面について調査するもの……（父にむかっ

とし，場面Oについての項目は，対称代名詞，自称代名

て）「あしたは家にいるか」《265》（〈246＞の質問文を変

詞，間投助詞，動詞の代表語，否定表現など，〔A〕

更），「むこうに行きやがれ」《266》，「あの先生は，．いつ

〔B〕との比較に必要な代表項目にとどめた）。

〔0〕

東京へ行くのか」《267》（〈245＞の質問文を変更）。

（敬意の無い形式を求める場面として）親しい
友達にむかって言うとき。

〔A〕

（やや敬意のある形式を求める場面として）近

2．質問の形式

所㊧知り合いの人にむかって，ややていねいに
言うとき。

〔B〕

（もっとも敬意のある形式を求める場面とし

質問の形式に関しては，原則として，調査対象語形を

て）この土地の目上の人にむかって，ひじょう

含む共通語の文を提示．して，文全体，あるいは，対象部

にていねいに言うとき。

分を方言に翻訳してもらうという「共通語翻訳式jを

本調査のために選定した項目は以下のとおりである

とった。これは語彙を対象とする場合と異なり，文法項

（それぞれの項目のねらいは準備調査についての説明の

目においては，言語地理学的調査の方式として理想とさ
れる「なぞなぞ式」をとることが，いちじるしく困難な

中で記したので省略する。

〔0〕〔A〕〔B〕の3場面について調査するもの……

ことによる。この方式の欠点は，一般に，提示した共通

「お前の傘か」《242》，「この傘はおれのだ」《243》，「今

語に引きずられて，話者が日常使用している方言形を回

日は寒いな」《244》，「今日，役場になあ，行ったらな

答しないケースが「なぞなぞ式」の場合よりも多いと予

あ」《245》（この項目は間投助詞を見るものとして新た

想されることであり，これは，この言語地図の分布を解

に設定），「どこへ行くのか」《246》，（「あした，おれのと

釈するときに留意すべき点である（ただし，この点につ

ころに来るんだろう？」と聞かれて）「うん，行くよ」

いては，その後の検証調査により，異論も出されてい
る。

《247》（この「うん」の部分は応答野を見るものとして

佐藤亮一・真田信治・沢木幹栄「表現法の調査

新設），（「あれは役場か」の聞かれて）「いや，役場では

方法について」〈国立国語研究所『研究報告集1』197

ない」《248》（新設）。

8＞，加藤正信「被調査者の人数，条件，質問方法による
差」〈国立国語研究所『方言の諸相』1985＞一）。

〔A〕〔B〕の2場面について調査するもの……「今日

上記の欠点を少しでも補うために，調査者に対して

は家にいますか」《249》，「ここに来ますか」《250》，
「知っていますか」《251》，「手紙を書きますか」《252》，

は，『調査票使用の手引き』の中で，誘導：に関して次の指

「パンを食べますか」《253》，「何と言いましたか」《254》，

示を与えた。

「こちらの方へ来なさい」《255》，「この部屋にいなさ

〈一般に，方言調査にあたって，方言形式（表現）を

い」《256》（〈219＞の質問文を一部変更），「バスで行きな

話者に示して答えを誘導することは好ましくないこと

さい」《257》（〈212＞の質問文を一部変更），「あしたは家

とされる。この調査でも，少くとも話者が最初の答え

にいます」《258》，「ここに来ます」《259》，「その荷物

（第一答）を出すまでは誘導は避けてほしい。しか

は，私が持ちましょう」《260》，「珍らしい本ですね」

し，話者の第一答が標準語的であって他に方言形式が

《261》，「あなたにあげましょう」《262》，「そこに有る本

予想される場合，第一答が方言的であってもそのほか

を取ってくれませんか」《263》，「父はすぐに来ますか

の方言形式の存在が予想される場合などにあたって

ら，ちょっと待ってください」《264》（〈244＞の質問文を

は，調査部が予想形式を示してその使用の有無をたず

一部変更）。なお，《263》は，『方言文法の全国調査のた

ねることは差し支えないばかりでなく，むしろ積極的

めの準備調査』のく201＞で「『その本を取ッテクレマセ

にこれを行うべきであると考えている。ただし，その

ンカ』と『その本を取ッテクレマスカ』のいずれを使う

際に，誘導によって得た回答とそうでない回答とを区

か」として調査したものと，『表現法の全国調査のため

別して記入・報告すべきことはもちろんである。〉

次に，本調査における質問形式の具体例をタイプ別

の準備調査票』の「この手紙を書いてくれ」〈240＞，「こ
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に記す。以下に示す例では，「

」内の文を話者に提

なあい．さつをしますか。ふつう良く使う言い方を

示して，太字部分の形式を方言に翻訳してもらい，そ

教えてください。

のうち，下線部分の形式をカードに転写して，セン
ター（国立国語研究所）に報告してもらった。活用に

これも少数のケースであるが，次の例のように，複数
の形式を提示して回答を求めた項目もある。

関しては次のようである。

040

231桜の花が，今，散っている最中だとします。それ

「きのう手紙を出した」と言うときの「出した」

を見て，「今，花がチッテイル」と言いますか，

のところは，地方によって，ダシタ・ダイタな

「チリヨル」と言いますか，それとも別の言い方

ど，いろいろの言い方をします。この土地ではど

をしますか。

のように言いますか。

041

待遇表現に関する項目では，先に述べたように，原則

「手紙を書いた」の言うときの「書いた」はどう

として，以下に示す〔0〕〔A〕〔B〕の3場面（また
は，〔A〕〔B〕の2場面）を設定して質問した。

ですか。

242−0

次の例の場合は，「皮ごと食べた」の部分を方言に翻
訳してもらい，その中の「皮ごと」の部分の報告を求め

た（なお，この項目の調査のねらいはrごと」に当たる

うに言いますか。

242−A

各地の形式であり，言語地図＝53図でも，「ごと」の部分

「みかんを皮ごと食べた」と言うときの「皮ごと

か。

食べた」のところはどのように言いますか。

242−B

次のように，共通語の文を単純に翻訳するのではな

この土地の目上の人にむかって，ひじょう

にていねいに言うときはどうですか。

なお，いくつかの項目については，場面理解を助ける

く，場面についての説明を加えたケースもある。

195

では，今の言い方を，近所の知り合いの人

にむかって，ややていねいに言うときはどうです

だけをとりあげて記号化した）。

132

親しい友達にむかって，「これはお前の傘

か」と聞くとき，「お前の傘か」のところをどのよ

友達が，また台風が来るようだと言っているの

手段として話者にあらかじめ用意した絵カード，または
文字カード（129ぺ7ジ参照）を見せながら質問した。

で，あなたは驚いて，「何，また台風が来るんだっ

て？」と問い返すとします。そのとき，「来るん

各項目の配列は，原則として，分類された各分野を一

だって」のところをどのように言いますか。

つにまとめ，それぞれの分野の中では意味的に関連があ

165友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」

り，自然な流れの中で質問が進行するように配慮した。

と聞かれ，迷いながら「たぶん行くだろう」と答
えるとき，どのように言いますか。

なお，小数のケースであるが，次の例のように，調査

3．調

査

者

対象部分の共通語形式を提示せずに，場面あるいは文脈
『方言文法全国地図』作製のための資料は，調査者自

の一部を示して話者に回答を求めた項目もある（共通語

そのものに多様な表現があり，その中の一つに限定し

身が現地に行き，一定の条件に合う国老を選び，共通の

て，その形式（表現）に当たる方言形式を求めることに

調査票を用いて，面接調査を行って得たものである。

調査を担当したのは，国立国語研究所員（のうち，方

問題があると思われる項目について，このような方法を

言研究を専門とする者），国立国語研究所地方研究員

とった）。

（国立国語研究所が一定期間，担当の都道府県を指定し

224昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い
出しながら，その友達に言います。「昔，2人で祭

て方言の調査研究を委嘱した者。主として方言研究を専

りに……」その次にどのように言いますか。

門とする大学の教官），地方研究員協力者（地方研究員

147朝いつまでも寝ている孫にむかって，起きるよ

が推薦し，国立国語研究所が調査員として認めた者，方

うにやさしく言うとき，どのように言いますか。

言研究を専攻する大学院生など）のほか，国立国語研究

所が特定地点の調査を臨時に委託した者（各地の方言研

148それでも起きないので，起きるようにきびしく

究者）であった。その数は，準備調査のみを担当した者

言うとき，どのように言いますか。

237朝，近所の目上の人に道で出会ったとき，どん

20名，準備調査・本調査の両方を担当した者49名，本調
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調査者別調査地点数
準備調査担当者
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（準備調査）本調査担当者

査のみを担当した者24名，合計93名である。

地点密度（面積地点密度）を目指した。しかし，北海道

調査者別調査地点数を以下に掲げる。なお，具体的な

は本土よりも地点密度を小さく，琉球諸島（奄美・沖縄

各調査地点が，それぞれどの調査者によって調査された

諸島）は本土よりも地点密度を大きくとった。これは，

かは，本調査については，付録2「調査地点・話者一

北海道は主として明治時代以降に本土各地より移住した

覧」（本調査）で見ることができる。

人々によって方言が形成されたため，方言の地域差が他
と比べて小さく，また琉球列島は他の地域に比べて地域

差が著しく大きく，日本語の歴史を解明する上でも重要

4．調

査

地

点

な事象が多く見られることが知られているからである。

地点密度に関してわれわれのとったこの処置は『日本言
準備調査を実施した地点は合計161，本調査における

語地図』の場合と同様である。

調査地点総数は807であった。本調査の実施地域は北海

そのほか，一定の人口・面積を有する島・および，ζ

道全域から沖縄諸島までの日本全国を覆っている。島螺

れまでの研究によっていちじるしく特色のある方言であ

部も，一定以上の人口を有するものは調査対象地域に含

るζとが知られている地域は，できるかぎり調査地点に

めるようつとめた。本書の言語地図は，この807地点に

加えるようにつとめた。

以下に，都道府県別調査地点数を掲げる。参考のため

おける調査結果を収載したものである。

調査を企画するにあたって，われわれは調査地点総数

に，④人口比地点密度（10万人あたりの調査地点数），◎

の目標を800とした。．これは語彙を中心として調査した

面積比地点密度（1，000㎞2あたりの調査地点数）を付記

『日本言語地図』（1966〜74）の調査地点総数（2400）の

した（人口・面積は，本調査期間の中間に当たる1980年

3分の1に当たる。われわれが『日本言語地図』よりも

の資料に依った）。

．表に見られるように，面積地点密度は沖縄県が14．2で

地点密度を小さくしたのは，文法事象は語彙よりも地域
差の小さいことが予想されたからであり，地点総数を設

とびぬけて大きく，北海道が0．4でとびぬけて小さい。

計するに当たっては，各地の地域言語地図集の中の文法

ほかには，東京都の5．6，長崎県の5．4，鹿児島県の4．1な

事象に関する言語地図が参考になった。

どが比較的大きい。これらは，．伊豆諸島，対馬・壱岐・

五島，奄美諸島ほかなど，島についての密度が大きいこ

なお，調査地点を選定するにあたっては，全国一様の

都道府県別調査地点数・地点密度
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とによる。人口地点密度が著しく小さいのは東京都・神

話者の項目間の回答形式の異同について知ることが必要

奈川県，大阪府，埼玉県，千葉県，福岡県などの大都市

である。互いに関連する項目において，ある項目で話者

をかかえた都府県である。

Aの答えた形式と他の項目で話者Bの答えた形式が違っ

なお，具体的な調査地点名は，付録1の「調査地点一

ている場合，ABが同一地点の話者であっても，その違

覧（準備調査）」（50ページ），および，付録2の「調査地

いがその方言の体系的な違いを意味しているのか，それ

点・話者一覧（本調査）」（53ページ）に掲げた。また，

とも単なる個人差にすぎないのか判別することは困難で

検索の便宜のため，付録3の「地点番号順都道府県名索

ある。したがってすべての調査項目を同一の話者につい

引（本調査）」（76ページ）を作成した。

て調査することが望ましい。しかし，われわれの調査で

は，項目全体を調査するのに少なくとも4時間を要する
ために，高年層話者の疲労を考慮すると，調査の途中で

5．話

十分な休養時間をとることが必要となり，それだけの長

者

い時間にわたって調査に応じてくれる話者を探すことが
困難な場合のあることが予想された。そこで，われわれ

話者には各地点1名あるいは2名の高年層の男性を選
んだ。高年層を選んだのは，この調査が，各地で現実に

は全体を『第1調査票』と『第2調査票』とに分割し，

話されていることばのうち，比較的古い言語（高年層の

それぞれの調査票ごとに話者を変えても良いことにし

用いる共通語まじりの伝統的方言）を採集することを目

た。ただし，互いに関連する項目はできるかぎり同一の

指したものだからである。ただし，文法事象の謂査は語

調査票に収めるよう配慮し，同一の調査票は同一の話者

彙の場合よりも高い言語内省能力が要求される。した

で通して調査することを調査者に求めた。

調査者に求めた話者選定の具体的な条件は次のとおり

がって，あまり高齢者は望ましくない。そこで調査時に
おける話者の年齢は60歳〜75歳の範囲であることを目標

である。

とした。

①生年（年齢）・性

1925年（大正末年）以前に生れた男性。ただし，1925

男性を選んだのは，まず性別を一定にするためであっ
た。ある地点で男性を，隣の地点で女性を選んだのでは

年は認め得る最下限を示したものであり，原則として，

比較が困難である。とくに待遇表現にかかわる項目では

調査官において60歳〜75歳の範囲であることが望ましい．
（1925年生れの話者は，調査発足の年に54歳である）。

男女差が大きいことが予想される。言語地理学的解釈に

②居住歴

たえる言語地図を製作するためには，資料の質はできる

あざ
15歳まではよその土地（他の市町村やよその字）で生

かぎり統一しなければならない。ただし，高齢者の場
合，男性よりも女性の方が共通語化の程度が小さく，伝

活したことのない人。それ以後よそで生活したとしても

統的な方言形式をより多く回答する傾向があるとも言わ

その期間が10年以内の人。

れている。しかし，女性は多くの場合，他の地域で生育

③そのほか，話者としてふさわしい次のような条件を備

し，結婚後，その地点に移り住んでいるため，その地点

えた人。

のみに住みつづけ，その地点の方言を代表する女性を探

a）ふだん，その土地の方言を使って生活している。

し出すことはかなり困難である。そこで，われわれの調

b）言語感覚が鋭く，質問に対して適切な答えをす

査では話者を男性に統一することにした。しかし，実際

る。すなわち，意味のニュアンスの違いに鋭敏で，

の調査では，どうしても適当な話者が得られないため

方言と標準語の区別，敬語の用法，表現（語形）の

に，止むを得ず女性を対象として調査した地点が，807

新古・使用頻度などについての意識がはっきりして

地点中7地点あった（うち，1地点は男性も調査。な

いる。

c）歯が抜けて発音がはっきりしないとか，耳が遠い

お，付録2「調査地点・話老一覧（本調査）」参照）。

次に，話者を2名でも良いとしたのは次のような理由

などのことがない。

d）その他，調査に協力的である，反応が早い，むだ

による。文法事象は著しく体系性を有しているために，

それぞれの地点で項目間の関連について考察し，他の地
点との体系的な違いの有無を見るためには，まず，同一

一20一

話をしないなど。

話者の職歴，学歴，階層などは特に決めなかった。た

者

生

年
年2425262728293031323334353637383940414243441234567891011η1314123456治
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大

十二＝P
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話

だし，求めることばはその地点の一般的な職業・階層の
昭

1 1

ことばであることに留意するよう調査者に要望した。
1 1

以下に，話者生年の分布を示す。話者の異なり数は
1 1

901名。その中に，条件に合わない生年の者（1926年以降

に生れた者）が12名あった。1904年生れ（本調査開始年
に75歳）から1918年生れ（同61歳）に分布が比較的集中
し（この部分が全体の人数の約77％を占める），「60か日

75歳の範囲が望ましい」とした条件に近い結果を得たと

言える。最高年の話者は1891年生れの2人（調査時に89
歳と90歳），最若年は1931年生れの2人（調査時に50歳
と52歳）であった。

それぞれの話者の職歴は，付録2の「調査地点・話者
一覧（本調査）の中に示した。ただし，ここで用いた職
業分類は，話者の言語歴への影響を検討するためのもの
として，独自の方式によって行った。各職種の人数は次
のとおりである。かっこ内の数字は職歴が口業（たとえ
ば農業のみ）の者の数を示す。合計が話者の数（901名）
を越えるのは，複数の職歴を持つ者が多いからである。
a

b
c

農林業…………・……・・……・…………・…・446（287）

漁業………………・・……・・…………・・……67（32）
商業・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

一・・一・・…

一・6一・・一・一149（

76）

（商店経営者のほか，単に「店員」とあるものを
含めた）
d

職人………・………・…・・……………・……・52（26）

（大工，左官，印刷工，理容業，畳屋などのほ
か，単に「工員jとあるものを含めた）
e

僧侶・神官……・…………・…………・……15（7）

f

教員・………………・一…………・…・……・138（93）

g

公務員……・…………・……………・…・・…・133（39）

h

特別公務員………・………・………・………54（

（fとhを除く公務員）
1）

（市町村議員，市長，町長，教育長，助役，収入
役）

i

会社員・団体職員………………・……・…・112（30）

（国鉄職員，農協・漁協職員，同組合長などを含
む）

j

その他………………・・……・・…………・一52（15）

（人夫，石炭採掘工，鉱山索道夫，管理人，医
師，針灸師，塾経営者などを含む）
k

無職（職歴なし）・・…・…………・・………・1（1）

x

不明………・…………………………・・……

8（8）

農林業の数が比較的多いものの，全体に占める割合は
約36％にすぎない（ちなみに『日本言語地図』では，農
林業が全体の63％を占める）。一方，教員，公務員，特別

公務員の数が目立ち，この点も『日本言語地図』の話者
の職業分布には見られない特色である。

1 1

一21一

1 1
1 1
1 1 1

（高年層の用いる共通語まじりので伝統的方言）を採集
することを目指したものである。

なお，調査地点のことばであっても，話者自身が使わ

6．調査の対象としたことば

ない他の人のことばは区別して，注として記録するよう
指示した。また，同一の項目で複数の表現

次に，調査の対象としたことばの性格について述べ

・語形が回答

された場合には，それらの回答の間にどのような用法

る。

調査の対象とすることばは，その土地生れ育ちの高年

（意味・文体・新古・使用頻度など）の違いがあるかと

層の話者が近所の人々と話をするときに使うことばと

いう点について，できるだけ詳しく調査し，記録するよ

し，とくに指定した項目（待遇表現に関する項目など）

う求めた。

以外は，話す相手（対者）は「話者とごく親しい同年配
の友人」とした。

7．調査の依頼と謝意

現代の日本人は，高年層の者を含めて方言と共通語と
を使い分けており，日常のくつろいだ場では共通語ま．じ

条件．に合った話者を探し出す仕事は調査者にまかせ

りの伝統的な方言を使い，あ．らたまった場や，よその土

地の人と話をするときには方言まじりの共通語を使うの

た。調査老が，現地調査に先立って，現地の公共機関

がふつ．うである。そして，伝統的方言保持の度合は，一

（役場・教育委員会・学校など）にあてて．，国立国語研

般的に言って高年層の者ほど大きい。この調査は，各地

究所所長名の依頼状を出す希望のある場合を考えて，下

で現実に話されていることばのうち，比較的古い言語

記の公文書を用意し，相当数が利用された。

国酒庶第1

号

年

日

昭和

月

殿
国立国語研究所．長

氏

名

方言調査に対する協力依頼について
国立国語研究所では，方言文法・表現法について，全国的な規模で方言調査を実施しております。北は北海道
から，南は沖縄の島島まで1全国ほぼ800地点で，約50人の調査員（国立国語研究所員および同所地方研究員）が
調査をいたします。調査の結果は報告書ζして刊行し，日本語甲骨・国語教育等ρ資料として，各方面で活用し
ていただく予定です。（参考までに，これまでに行った準備調査結果の一部を同封いたしました）．

つきましては，このたび御地を調査地点として選ぶことになり．

が＿月

日に参るζとにな

りました。御多忙中のところ，まととた恐縮ですが，方言の話者として，下記の条件に合う方を御紹介いただき
たく，なにぶんの御協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1．御紹介いただきたい方
次のような条件を満たしている男の方をひとり，または，ふたり御紹介ください（調査に4時間ほどかかり
ますので，できれば，ふたりの方から2時間くらいずつお話をうかがいたいと思います）。
（1）満60歳から75歳までの男性。

（2）（地点名）

あざ
で生まれ，満15畿まではよその土地（他の市町村やよその字）

で生活したことのない人。

（3）それ以後，よそ（他の市町村）で生活したとしても，その期間が合計10年以内の人（出かせぎや兵隊隼活
も，．よそでの生活にはいります）。

（4）ふだん，その土地の方言を使っている人。

一22一

必要な条件は以上の四つです。いうまでもありませんが，耳の遠い人，歯が抜けて発音のはっきりしない人な
どは調査には向きません。以上の条件にかなった方ならどなたでも結構です。とくに方言について研究レている
人，興味を持っている人である必要はありません。
2．

どういうことを調べるか

調査員が直接お目にかかって口頭で質問します。

（例）

「さきに起きるなら，飯を作っておいてくれ」と言うときの「起きるなら」のところは，地方によっ

て，オキルナラ，オキラバ，オキルンヤッタラなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのよう
に言いますか。

といったものです。このような内容のことを全部で約300項目についておたずねします。
3．

どこで調べるか

どこでも結構です。御指定のところに参ります。

なお，調査は1対1で行います。ふたりの話者の方を御選憂くださる場合，拳れそれの方に別々にお会いいた
しますので，そのように御連絡ください。

また，調査に協力してくれた話者に対しては，国立国

．の希望がある場合，研究所から下記の礼状（公文書）を

語研究所としてささやかな記念品を用意し，また調査者

出すことにした。

国研庶第
昭和

号

年．．ヒ

月旨湘

殿
国立国語研究所長
氏
さきごろ，当研究所の

．

．

名．

が御地にまいり，方言調査をいたしましたが，その折には，お忙し

いところをいろいろと御協力くださり，まことにありがとう．ございました。．貴重な資料を得ることができました

ことを，心から感謝しております。ただいま，全国から集まった資料とあわせて整理しておりますが，かならず
日本語のために有益な結論が得ちれることと思います。
とりあえず，書面をもって御礼申しあげます。

れは，将来，各地の音声（アクセント・イントネーショ
ンを含む）を比較研究する際に役立つ資料を，この機会

8．記

に得ておこ．

録

､と考えたことによる（なお，企画の際には

予想していなかったことであるが，この録音テープは，
調査票に記入し報告する際の表記には，可能なかぎり

調査結果を分析する際に，しばしば効果的な役割りを果
した。文法事象に関する調査セは，

国際音声符号を用いることとした。ただし，音韻論的な

b者が調査票に指定

区別，および，特徴的な方言音声が識別できる程度の，

したとおりの文脈で回答したかどうかがきわめて重要で

いわゆる簡略表記で十分であるとした。止むを得ない場

ある。報告された内容にその点に関する疑問のあるとき

合には表吾的仮名を用いても良いが，その際，個々の仮

には，録音テrプを聴取し確認することができた。調査

名のあらわす音声が共通語．と異なる方言音声であ．るとき

項目の一部ではなく，全項目につい．ての録音の提出を求

には，それについての説明を添えることを求めた。国際

めるべきであ6たと，今は考えている）』

次に，注記として多用することが予想される事象につ

音声符号を用いた調査者にも，必要に応じて表記の方針
について説明するよう求めた。
なお，調査項目の一部（項目番号091ん157）．は調査時

に録音し，その録音テ」プを提出するように求めた6こ

いては，一定の注記略号を設けて調査票に記録し，報告

する場合にもその記号を使用するよう指示した。設定し
た注記略号は以下のとおりである。
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〈………〉

話者の説明は，〈

〉で囲む。

（………）

調査者が加えた説明は，（

〔………〕

調査の場にいあわせた第三者が加えた説明は，〔

＃

）で囲む。
〕で囲む。

だいぶ考えてから答えたことを示す。

ゆ

語形（表現）を与えて誘導した結果得た回答であることを示す。

？

その答えに疑問があることを示す。

①②③

話者が回答した順序を示す。

多

下

11

上

11

少

︶︶︶︶︶

新

（複数回答における）比較的古い表現。

︵︵︵︵︵︵

古

新しい表現。

多く使う表現。
少なく使う表現。
ていねいな表現。
ぞんざいな表現。

）共通語的・標準語的表現。

共

①②③

回答された順序を示す。

〈上〉〈新〉

話者が，比較的ていねいな表現であ

り，その土地では比較的新しい表現であ

9．調査結果の報告

ると答えたことを示す。

調査者が，この表現は共通語的であっ

（共）

調査票に記録された調査結果は，1地点ごとに，さら

て，その土地本来のものではないと判断

に1項目ごとに，指定したカードに転写してセンター

したことを示す。

（国立国語研究所）に提出することとした。カードの保

存，コピー，また，調査結果の整理の際に，担当者が臨

話者が，（3種の回答の中で）これを比

〈多〉

較的多く使うと答えたことを示す。

時の書き込み（および，その消去）をする便宜等を考慮

．同席の第三者が，誘導した結果得られた

〔ゆ〕

して，転写の際の用具には鉛筆以外の黒色のものを用い

表現であることを示す。

るよう指示した。

カードの見本と，調査者に示したカードへの記入例は

〈

話者が，疑いながら（自信なさそうに）

？〉

答えたことを示す。

次のとおりである。

〈この土地で…〉

準

項目番号

方言文法全国調査

地点番号

話者が加えた説明であるこ
とを示す。．

{

調査結果とともに，センターに提出を求めたも
の，および，提出に際しての指示は以下のとおり

回答（注言己）

ikltakunai

①〈上〉〈新〉（共）

ikito

②

〈多〉

③

〔ゆ〕〈？〉

mai

ikito：naka

である。

（1）第1調査票記録票（報告用）

1枚

第2調査票記録票（報告用）

1枚

（「記録票」とは調査年月日，調査者氏名，

〈③はこの土地で使う者もいるが，自分はあまり

調査地点名，話者氏名，話者の生年・経歴な

使わない〉

どを記入するもので，調査の現場で記入する

「記入・保存用」とセンターに提出する「報
曲用」とがある。127ページ参照）

上の記入例における注記略号の意味は次のとおりであ

（2）

（3）

る。

一24一

調査結果を記したカード
調査地点に×印（線の交差する点が調査地点）を

記した5万分の1地形図。なお，2人の話者を調査

て，調査者にその提出を強要するのがためらわれる

し，それぞれの地点が地図上で識別できる程度に離

ことなどの理由による。

れているときには，2箇所に印をつけ，その区別の
わかるような処置をすること。

このようにしてセンターに集められたカードの総
数は，約24万枚であった。われわれは送られてきた

（4）録音テープ（それぞれのテープに地点名・話者名

・話者の生年《西暦・元号いずれでも》・調査者氏
名・調査年《西暦》を記入しておく。外箱には記入
不要。）

カードを1枚1枚点検し，特殊な音声記号や注記内
容など必要な部分をコード化した上で，その内容を
コンピュータに入力した。コンピュータ入力の目的

は，文法事象がいちじるしく体系性を有するため

（記入例参照。）

に，調査結果の分析に当たって複数の関連項目を相

（5）表記についての説明（必要に応じて）

互に参照する必要があり，そのためにはコンピュー

なお，調査票の原簿はセンターに提出せず，調査

タの利用がきわめて能率的であると考えられるこ

者の手もとに保管し，センターから調査内容につい

と，報告書の刊行に際して，言語地図のほかに調査

て質問があれば，調査票にあたって回答するよう要

結果のすべてを「資料一覧」（後述）という形で，コ

望した。調査票を回収しなかったのは，かつて関東

ンピュータから出力し，公開したいと考えたこと，

大震災の折に，当時の国語調査委員会が収集した全

入力したデータは将来，方言区画論をはじめとする

国調査の結果が灰儘に帰した事実にかんがみ，調査

種々の計量方言学的な研究に貢献しうること，さら

結果を分散保存した方が安全であると考えたこと

に，近い将来，言語地図の製作それ自体を全面的に

（この処置は『日本言語地図』でもとられている），

コンピュータを利用して行うことを検討したいと考

調査票の原簿は，いわば調査結果の下書きであっ

えたこと，などによる。

録音テープ記入例（裏面にわたっても可）

C

高知市福井町50（石井は同町30）
山田太郎（明40）・石井次郎（大3）
佐藤亮一調査（1979）

この部分は空欄に
しておく。

（・当方で地点番号
を記入する。）

O

o
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集
編

方

の

法

（b）．語形め処理（意味的，および形態的に，さらに

回答された語形が話老自身の使用語であるかどう
かについて採否が問題になった語形の処理など）。

1．編集の基本方針

〔c）語形の分類と記号の与え方（語形分類の基本方

針，および，どのような語形特徴に注目し，それ

調査結果を整理分類し，．言語地図集を編集するに当

に対してどのような記号特徴を付与したかについ

たって，われわれは次のような基本方針を立てた。

〔この言語地図集は，採集した各地の言語資料の地理
的分布を客観的に提示することを基本とする。言語地

ての詳細な説明）。

．上記の基本方針について詳しく説明を加える。

一般に言語地図作製に関して，その資料性を重視する

図作製に当たっては資料性の保持に．とくに留意する。〕

この基本方針に従って，次のような具体的な編集方針
が打ち出された。

立場と，．．作図者の解釈を優先させる立場とが存在する。

たとえば，各種の語形変種が錯綜して分布し，そのまま

（1）報告された各種語形がそれぞれの言語地図に登載

では分布領域が判然としないが，いくつかの語形変種を

するものとして適切なものであるかどうか判断する

統合してそれらに一定の記号を与えると分布が見えてく

際に，作図者，あるいは項目による不統一が生じな

ると判断される場合，．語形間の距離と記号間の足巨離の並

いよう，一定の語形採用規則を作成する。

行性を多少こわしても，その分布が目立つような記号を

（2）できるだけ詳しい語形変種を地図上に示す。具体

的には，語形の統合に当たって，微妙な音声的な差
異は捨象するが，音韻レベルの統合は極力避ける。
（3）語形の統合に当たっては作図者ぞあるいは項目に

与えるというのは，後者の解釈優先の立場である。この
』立場では∫作図者が国語史的に重要であると判断した事
象に対してうとくに目立つ記号を与えることもある。し
たがって，解釈優先の立場で作図した場合に1ま，同一の

よる不統一が生じないように，．一定の統倉規則を作

項目の図であっても，作図老によって分布についての印

成する。

象がかなり異なる言語地図が作製される前能性が大いに

（4）語形を記号化するに際しては，語形間の距離（語

ありうるbこれに対して，．資料性重視の立場では，作図

形の類似度）と記号間の距離（各語形に与え準記号

者の解釈が地図の読者に影響を与えることのないように

の類似度）が対応するように，最大限の努力を払

配慮し，読者が自由に解釈しうる言語地図を先ず提示

い，作図に当たって，作図者の解釈が加わることは

し，挙琴に応じでその地図g利用者が，．独自の解釈地図

極力避ける。

を別に作製すれば良いとする。『日本言語地図』では，作

（5）報告された原資料を，「資料一覧」．（報告された語

図者によって，あるいは項目によって態度が多少異なる

形の全体，見出し語形の下にまとめられた音声的変

が，どちらかと言えば解釈優先の立場（少なくとも解釈

種を含む異表記のすべて，各語形に付された注記の

図を認める立場）をとっている。これに対して『方言文

一覧）として，言語地図とともに公開する。まとめ

法全国地図』では，資料性重視の立場をとることにし

られた音声的変種は凡例の見出し語形のわきにもこ

た。

ただし，この両者の立場のいずれをとるかについて

れを提示する。

（6）言語地図に関する解説は次の3点について行な

は，研究者の言語研究観によるところが大きいと考えら

う。

れ，この点に関して，われわれの間で互いに対立する議

（a）項目の性格（調査のねらい，どの部分を地図化

論がかわされた上での結論であった。そもそも語形に記

したか，地図化しなかった部分の語形変種の例

号を与えるということは一種の抽象化であり，厳密な意

示，関連する項目の指摘など）。

味で，語形問の距離と記号間の距離を並行させることが
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果して可能かという根本的な問題も残されている。した

ているものである。ただし，一定の条件を備えていれ

がって，理念としては統一的な立場をとることにしたも

ば，その土地の主たる話者以外の人物（同席者ほか）の

のの，作図の実際に当たっては作図者の言語研究観の相

向答した語形も採用した場合がある。「その語形には補助

違が影響した場合のありうることも，一言つけ加えてお

記号を付けて，主たる話者の回答と区別する．ことにし

きたい。

た。

本書において音韻レベルの統合を行わなかったのも，

以下，具体的に説明する。

資料性重視の立場によるものである。そのために，図に
よっては見出し語形の数が非常に多くなり，凡例にかな

報告された語形の採否に関しては，次の3項のいずれ

りのスペース（『日本言語地図』の凡例スペースの数倍）
を要することとなった（ちなみに，『日本言語地図』では

かに分類して処理した。

㈲．無条件で（補助記号を付けずに）地図上に登載す

凡例のスペースがかなり制約されているため，項目間の

る語形。

語形変種の多少によって語形統合の基準が大きく異なる

⑧

結果になっている）。・

参考話者の回答（同』地点における他の話者の回
答）として，補助記号を付けて地図上に登載する語

もっとも，資料性重視の立場をとる以上，音声的変種
も見出しとして分出すべきだという考え方も当然ありう

形。

◎

る。しかし，そのためにはさらに数倍の凡例スペースを

地図上に登載しない語形（この語形は注として

「資料一覧」に記載する）。

要することになり，文法事象の言語地図という本書の性
格から，そこまでは必要がないと判断した。調査企画の

㈲⑧◎のそれぞれに含めた語形は次の条件に該当する
ものである。

段階で，調査結果の表記は「音韻論的な区別および特徴

㈲

無条件で（補助記号を付けずに）地図上に登載す

的な方言音声が識別できる程度の，いわゆる簡略表記で

る語形……一定の条件に合う話者が自．分が使う（も

十分である」とした（23ページ参照）という事情もあっ

しくは昔使った）として回答した語形で，質問の主

た。なお，「資料一覧」には，地図に採用したすべての語

旨に合っていると判断されるもの（ただし，質問の

形の原表記を地点番号とともに明示したので，もし必要

主旨からかなりずれているが誤答には至らないと判

であれば，この資料を利用して音声的特徴の分布図を作

断されるものは，「その他」として採用した）。

製することも可能である。

上記における「一定の条件に合う話者」とは次の

・・

報告された各種語形．の採否に関する規則を作成したの

条件のいずれかを備えた者である。

も，『．日本言語地図』では，この点た関して（検討会を開

ω

性6出生年・居住歴が調査時に指示した条件に

いて一々のケースについての処理を決めたものの），作

合っているごと。すなわち，1925年目大正末年）

図者間，あるいは項目間の不統一が避けられなかったと

以前に生れた男性で，15歳まではよその土地（他
あざ
の市町村やよその字）で生活したごとがなく，そ

の反省に基づくものであった。

なお，本書においては，作製した言語地図の分布につ
いての言語地理学的な解釈は原則として行わないことに

れ以後よその土地で生活したとしても，．その期間

が10年以内であること。

した。これは，本書が資料の提示を旨としていること，

（2）上記①の条件からはず．れていて．も，次の者は

文法事象の言語地理学的解釈については，方法論的に未
解決の部分が大きくゴ慎重な検討が必要であることなど

「許容の範囲」にあると認定する。

⑦1934年（昭和9年）以前に生れた者（当初の

のためである。本格的な解釈は今後の課題としたい。

条件からの距離が9年以内の者）。

㊥15歳までの間によその土地に住んだとして
も，その期間が4年以内の者（ただし，同一市

2．語形の採用規則

町村内の移動は無視する）。

㊦
基本的には，言語地図に採用した語形は，一定の条件
を備えた話者自身の回答した語形で，質問の趣旨に合っ

㊤
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16歳以後よその土地に住んだとしても，その

期間が19年以内の者（同上）。

上記の条件をすべて備えた女性。

く）。

（B）参考話者の回答として，補助記号を付けて地図上

㈲

に登載する語形。

相の異なる語形。

（1）第1調査票と第2調査票の話者が異なる場合

④

の，他方の話者の回答語形（たとえば，第1調査

話者の居住地ではなく，他の土地（隣接の市町

村を含む）で使うとして報告された語形。

票について調査した話老の回答の一部に調査者が

（5）出生年や居住歴が調査依頼時の話者の条件（B

疑問を感じ，念のため，その項目について，第2

−3を参照）に合わない同席者の回答語形。また

調査票の話者にも質問したときの回答）。

は出生年や居住歴が不明の同席者の回答語形。

（2）その土地で，自分より上の世代の者が使うと話

⑥

者が指摘した語形。

話者の回答とは別に，調査者が自分の知識に基
づいて，「話者の回答は十分ではない。この土地

（3）以下に示す④㊥の条件をともに満たす同席者の

にはこういう表現もあるはずだ」として報告した

回答語形。

④

「若者のことば」「幼児語」汝性語」など，位

語形。

生育地（0−15歳の居住地）が主たる話者と

（7）調査者または同席者が誘導した語形について話

ほぼ同一の大字と考えられる範囲にあること。

生年および居住歴が調査依頼時の話者の条件

者が，自分が使用するかどうか，あいまいな態度

に合っていること（1925年以前に生れ，15歳ま

を示した場合。ただし，誘導なしに話者があいま

ではよその土地に住んだことがなく，それ以後

いな態度を示しつつ自信なさそうに回答した語形

㊥

の採否は，分布などを勘案して決める。

よその土地に住んだとしても，その期間が10年

以上の採用規則に照らしても採否の判断に迷うものに

以内の男性）。

ついては検討会（担当者全員の合議）によって決めた。

ただし，上記参考話者の回答は，語形の性格に
よっては，これを採用しなくとも良いとした。その
採否は担当者の判断にまかせたが，おおむね，つぎ

3．語形の統合規則

の基準によった。

（D

主たる話者の回答語形（A）が共通語形で，
3．1．表記レベルの統合

参考話者の回答語形（B）が二言形の場合→B

調査結果：の報告の中に用いられた音声表記は，その使

も採用。

われ方に個人差がかなりあった。そこで，われわれは，

（2）主たる話者の回答語形（A）が哩細形1で，

参考話者の回答語形（B）が狸言形2の場合→

いくつかの音声表記をまずまとめることにした。音声表

Bも採用（ただし，痴言形1と僅下形2の語形

記の統合に当たって，

〔〜定の地域差があると認められており，かつ，多く

の差が著しく小さい場合を除く）。

の調査者が表記し分けていると判断される表記は割出

（3）主たる話者の回答語形（A）が二言形で，参

し，それ以外は統合する〕

考話者の回答語形（B）が共通語形の場合→B

ことを原則とした。また，分出した音声は「音声内容」

は不採用。

として凡例に（見出し語形の横に）示すことにした。

なお，参考話者の回答として地図に採用した同席

上記の統合原則の適用例は次の三つに分けられる。

者などは，その氏名・経歴を付録4の「参考話者一

1．音声記号として等価とみなされているもの（例

覧（本調査）」（84ページ参照）に示した。
◎

［Φ］と［F］，［璽］と［曾］。前者は［Φ］に，後者は回

地図上に登載しない語形。

（1）誤答（質問の主旨から完全にずれていると判断

にまとめた）。

2．音声記号として等価ではないが，一定の地域差も

される語形）。

（2）話者の理解語。すなわち，話者が「自分は使わ

認められておらず，すべての調査者が書き分けてい

ないが他人が使う」「使う人もいる」「聞くこと

ないもの（例［a］と［α］。これは［a］にまとめた）。

（聞いたこと）がある」として回答した語形（た

3．一定の地域差があるとされているが，多くの調査
者が書き分けていないもの（例亡u］と［田］。これは

だし，Bの補助記号付き採用に該当するものを除
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［u］にまとめた）。

｛列

上記の統合例に対して，たとえば［e］と［e］とは，一定

■
の地域差があり，かつ，多くの調査者が，この二つの音

［ts］

＝

［tS］

［dz］

＝

［dZ］

●有声化，口蓋化，唇音化の大小は区別しない。

例［d］＝［t1

声を意識的に書き分けていると判断されたので，第1段

［1］

階の分類では両者を異なる音声内容を表すものと．して分

＝

［9］＝［ヒ］

［亀］

［d3］

［kw］＝［kW］

＝

［gv司

［d考］

＝［gw］

●鼻音

出することにした。

このようにして分出されたそれぞれの音声表記は，い
わぽ，方言学的に意味のある音声内容である。われわれ

＊

［N］＝［m］＝［n］＝［0］（モーラ音素の場

合）

は，さらに次の段階で音声レベルの統合（いくつかの音

例

声変種を音韻論的観点からまとめて見出し語形を立てる

（ただし琉球地区の語末の［一m］は分出する→後

作業）を行ったが，その場合，まとめた音声変種（すな

［haNbUN］＝［hambuO］

述）

わち，方言学的に有意味な音声変種）を凡例の見出し語

＊．［N］＝［〜］＝［m］＝［n］＝［9］

形のわきに表示することにした。たとえ．ば。第1図冒頭

子音が［d］［b］［dz］［d3］のとき）

の＜ga＞ga，

f列

Ya，〈oa＞ua，

Ngaのように。

以下に，統合した異表記を示す。「＝」で結んだ表記

［naNgara］

＝

（ただし，後続の

［na〜gara］

＝

［naOgara］

＊［N］＝［N］＝［〜］一［m］一［n］＝［0］

（後続の子音が［d］［b］［dz〕［d3］以外のとき）

は，それらをまとめてジ「＝」の左側の表記でその音声内

例［maNma］ニ［ma−ma］＝［mamma］

容を代表させたことを示す（たとえば，［i］二［1］＝
［1］は，［i］と［1］と［1］を［i］としてまとめたこと

＊

［（一）VNC一］；［（一）VC一］（語中の鼻音の場

合。なお，V＝母音一般，

を表す）。なお，大文字のCは子音一般を，大文字のVは

修耐

母音一般を意味する。

［aNdo］

＝

C＝子音一般）

［記。］

［aNto］

＝

［翫。］

［maNma］＝［m宮ma］

母音
●母音一般
［i］一［1］一［！］

［u］＝［田］

＊

［a］一［α］

［（一）VN］＝

［早］一［曾］

［（一）V］＝

例［aN］＝［aN］＝［乞］＝［a司
［saN］一［sa・］一［誼］一［sa司

［o］＝［o］
⊥

［（一）VN］．；

［（一）V司（語末の鼻音の場合）

●

●独立性の弱い母音を表していると考えらる母音の小

＊

［（一）VN（一）］＝［（一）VN（一）〕＝［（一）VV

（一）］（後部分が［s］［1］などの摩擦音か母音

字は大字に変えて表示し，［（］や［》］はこれを表示

の場合）

しない。

例

［ae］＝［ae］

例［・Nse：］＝［・・se・］一［。品se：］

［ae］瓢［論］

［SaNeN］

［au］蒲｛a司
＊

子音

［dz］

＝

［z］

［SaNeN］

＝

［Sa乙eN］

●無声子音のあとの母音の無声化は表示しない。

●破擦音＝摩擦音
1列

＝

［o］＝［マ］

［d3］

＝

［3］

有声子音のあとの無声化は分出する。

（これについては，九州各地や高知県などに両者

f列

［kalite］

＝

［kalite］

が音韻論的に対立する地域が存在するから，両者を

［daruka］と［darりka］は分出

表記レベルはもちろん，音声レベルでも統合すべき

●無声化している母音（無声子音にはさまれた母

ではないという見方が当然ありうる。しかし，一部

音）を表示していないと考えられる表記につい

の地域を除き，上記の地域を担当した調査者の多く

ては，その母音を復活させて表示する。

が両音を書き分け（聴き分け）ていないと判断され
たので，止むを得ず，両者をまとめて示すことにし

伊り

［ka∫ite］

＝

［ka∫te］

●その他
［9］

た。）

＝

［9］

［1］＝［t］

●破裂音と破擦音の中間音は分出しない。
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［Φ］

＝

［F］

［r］＝［f］＝［〔］

〔h］

＝

［h］

＝

［x］

［b］

＝

〈i＞（［i］［司），〈e＞（［e］［6］）……琉球地区以外

［B］

●＜？i＞／〈i＞（［i］［ji］）…一琉球地区

音節ほか
・［。i］一［ni］
［Φu］＝［hu］

●〈？1＞／＜j＞……琉球地区

［gi］一［hi］

●

（琉球地区を除く）

●〈a＞（［a］［？a］［∂］）

●半長音・半促音は分出しない。
イ列

［ke：ta］

［itta］

；

二

〈e＞（［e］［皇］［je］）／〈ε〉（［ε］［」ε］［ae］）

●〈o＞（［o］［g］）／〈っ〉……中越型開合地区

［ke・ta］

〈o＞（［o］［g］［っ］〉……中越型開合地区以外

［itta］

●〈o＞／〈φ〉（［φ］［㏄］）

なお，一部の仮名書きについては，調査者の表記につ
いての特別な説明がないかぎり，その仮名を共通語的に

●＜0＞／〈WO＞

発音したときの代表的な音声を表しているものとみなし

●＜U＞（［U］［U］）／〈y＞

●〈？U＞／〈U＞（［U］［WU］）・…・・琉球地区

て処理した。たとえぽ，
［i］＝イ，［ki］＝キ，［li］＝シ，［tli］＝チ，

●＜？ゆ／＜w＞・・…琉球地区

［ni］一寸のように。
子音

3．2．音声レベルの統合

●［d］，［dzゴ（見出し表記は＜z＞），［d3］（見出し表記は〈zj＞），

同一音価の異表記や，同一の音声内容と判断した表記
をまとめたあと，次の段階として，いくつかの音声変種

［b］の前の鼻音

を一つの見出し語形の下にまとめた。音声変種の統合は

〈d＞／〈Nd＞／〈Nd＞

次の基本原則によって行った。

＜Z＞／〈Nz＞／〈NZ＞

〔広い地域にわたって音韻論的対立が予想される音声

＜乞j＞／＜Nzj＞／〈Nzj＞

は，そのような対立のないと思われる地域を含めて全

＜b＞／〈Nb＞／〈Nb＞

国的に分出する。音韻論的対立が狭い地域に限られる

●語末のモーラ音素
〈一N＞／＜一m＞……琉球地区

場合には，その地域のみの分出とする。それ以外の音

●その他

声は統合する。〕

上記の基本原則については，次の例外規則を設けた。

＜k＞／＜kw＞，

〔音韻論的対立がなくとも，その音声が，言語地理学

〈9＞（［9］［Y］〉／＜0＞（［0］［・g］）

的に見て，語形変化の過渡期的段階のものと解釈され

＜9＞（［9］［c］），

る場合には分出する。〕

＜r＞（［r］［司［1］）

〈k＞（［k］［k⊆］）

〈s＞／〈θ〉……琉球地区

例［se］と［⊆e］の中間地域にある［le］

〈s＞（［s］［θ］）……琉球地区以外

〔ha］と［wa］の中間地域にある［Φa］

〈dz＞（［dz］［δ］）

なお上の原則に従って分出した音声は見出し語形とし

〈h＞／〈Φ〉（［Φ］［f］）……f汚こ球地区

て〈〉に入れて凡例に掲げることにした。
以下に個々の統合規則を示す。〈

〈g＞／〈gw＞

〈h＞（［h］［Φ］）……琉球地区以外

〉は見出し語形と

〈C＞／〈C

して表示する音声，（）は，その見出しの下にまとめら

〉（［C

］［？C］）・…琉球地区

れる音声的変種（凡例にも表示するもの）であることを
示す。また，見出しとして分出する音声は「／」で示す
音節

（たとえば〈i＞／〈1＞は両者を分出することを表
す）。なお共通語等において，音韻的対立のあることが

●

〈se＞（［se］［le］），

明らかな音声については掲出を省略する（〈レ／＜e＞，＜k＞

●

〈ru＞（⊂ru］［rり］）／〈r＞／〈ri＞（［ri］［rl］）

f列

／〈g＞など）。また，前項で記した表記レベルで統合した

〈ze＞（［dze］［d3e］）

＜karu＞／〈kar＞，

〈karita＞，／〈karta＞

●以下は琉球地区

表記は，あらためて示すことはしない。

＜si＞（［li］）／〈S江〉（［〜i］）／〈§i＞（［si］）／〈§i＞（［si］）

母音・半母音

〈zi＞（［d3i］）／〈z1〉（［d31］）／〈ζi＞（［dzi］〉／

・〈i＞／〈1＞，〈e＞／〈6＞……琉球地区
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〈ζi＞（［dzi］）／〈di＞

擬音

〈ci＞（［tli］）／〈C了〉（［t∫1］）／〈Gi＞（［tsi］）／

一N（一）

例

−N−

＜gi＞（［tsi］）／〈ti＞

長音

〈CU＞（［tSU］）／〈C廿〉（［ts廿］）／〈tu＞

f列

（一）VV（一）

例

maNma
naNgara

keeta，

ikoo

最後に，凡例の見出し語形，および，その見出しの下

＜zu＞（［dzu］）／〈z廿〉（［dzU］）／〈du＞

にまとめられた音声的変種の示し方について説明する。

●以下は琉球地区以外

たとえば，第1図「雨が」において，〈gu＞のように見

＜si＞（［li］［∫i］［si］圃）

出し語形のみが掲げられている場合は，その中に代表的

＜zi＞（［d3i］［d3i］［dzi］［dzI］）／〈di＞

音声（＜gu＞の場合は［gu］）のみが含まれ，他の音声的

〈Ci＞（［t〜i］［tli］［tSi］［tSi］［ti］）

変種（たとえば［g切［w］など）は認められなかった

＜CU＞（［tSU］［tsU］［tu］）

ことを意味する（ただし，3．1でまとめられた同一音

〈zu＞（［dzu］［dzU］）／〈du＞

声と判断した異表記，および同一音価の異表記は表示し
ていないことに注意）。これに対して，複数の音声的変

3．3．凡例における見出し語形の表記

種を一つの見出し語形の下にまとめた場合には，＜ga＞

このような手順で統合された語形（各種の音声的変種

ga，Yaのように示した。なお，たとえば第16図「（ここ

を全国的な音韻論的観点からまとめたもの）に対して，

に）有るのは」における〈si＞＜jaccaa＞〈jazja＞のような

われわれは一定の記号を与え，地図化した。この語形を

見出し語形の場合，それぞれの見出し表記のあらわす代

見出し語形と呼ぶことにする。

表音声は，［li］［jatsa：］［jad3a］であることに注意して

見出し語形の表記には国際音声記号を基調とする小文

ほしい（それぞれの見出し表記があらわす代表的な音声

字ローマ字表記を用いた。また，それらが音声記号とレ
ベルの異なるものであることを強調するために，〈

は上に示したとおりである）。

〉

また，第1図「雨が」において，〈（amεa）〉のように

に入れて示すことにした。

見出し語形を（）内に入れて示した場合は，その項目

以下に見出し表記の例を掲げる。なお，〈

〉は省略

における地図化対象部分（第1図では「雨が」の「が」）

し，その表記が音声表記と大きく異なるものについて
は，〔

以外にその前部分または後部分を含めて見出しとしたこ

〕内に代表音声（その見出しの下にまとめた複数

とを示す（これは，対象部分とその前後の部分が融合し
ており，対象部分のみを切りとることが困難であると判

の音声のうち代表的なもの）を示す。
i，e，ε，

a，⊃，φ，

pu，

pja，

pjo，

me，

ma，

mo，

do，du，

dja，

o，

pju，

mu，

y，

bi，

mja，

djo，

u，

ja，

jo，

ju，

be，

ba，

bo，

bu，

mjo，

dju，

mju，

te，

wa，

pi，

bja，

ta，

pe，

bjo，

to，

bju，

di，

de，

po，

mi，

da，

断した場合にとった処置である）。〈（AME）〉のように

見出しに大文字のローマ字を用いたものは，その地図が
対象としている個所以外の形態について，音声レベルよ

ci［tli］，ce［tse］，ca［tsa］，co［tso］，

cu［tsu］，cja［t∫a］，cjo［tlo］，cju［tlu］，si［∫i］，se，

su，

pa，

sa，

so，

sja［∫a］，sjo［〜o］，sju［lu］，zi［d3i］，ze［dze］，za［dza］，

り上位の統合を行った語形であることを示す（たとえ．
ば，〈（AME）〉は，

ame，amiなどの語形をまとめたもの

である）。

zo［dzo］，zu［dzu］，zja［d3a］，zj6［d30］，zju［d3u］，ni，
ne，

na，

kjo，
Oi，

no，

kju，
Oe，

ho，

nu，

kwa，

Oa，

nja，

gi，

Oo，

njo，

ge，

Ou，

nju，

ga，

Uja，

go，

Ojo，

ki，

ke，

ka，

ko，

ku，

gu，

gja，

gjo，

Oju，

Owa，

hi［gi］，he，

gju，

kja，

4．語形の記号化

gwa，
ha，

hu［Φu］，hja［ga］，hjo［⊆o］，hju［gu］／（以下は琉球

4．1．記亨化の原理

地区のみに見られるものの一部h，δ，？i，？u，？ja，？jo，
？ju，？wa，

k

o，k

ti，

u，

k

tu，

ja，

gi［tsi］，

k

jo，

k

Si［si］，ζi［dzi］，

ju，

k

wa，

k

i，

k

e，

k

以上に述べた原則により採用・統合した語形は，記号
a，

に変換して地図上の調査地点に記載した。記号を用いた

hwi［Φi］，hwe［Φeコ，hwa

のは，分類した語形の相互関連性，および分布のありさ

［Φa］……

促音一C一
−t（語末）

まを見せるのに最も適切な方法と考えたためである。

例

itta，

例

it（［ip］［ik］随］などを含む）

ippai

語形の記号化にあたっては，何よりも語形の体系性を
記号の体系性に反映させ，語形間の距離と記号間の距離
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その塗りつぶし方を変えたりダ線を付加したりするなど

とが並行的に対応するよう努めた。すなわち，語形の類
似度あるいは相違度に応じて，記号の方でも形や色の類

の方法でバラエティーを生み出していった。結局，この

似度・相違度を調節したのである。そして，この原則に

地図集のために用意した記号は，34頁に掲げた形および

従った上で，地理的分布が明瞭にうかび上がるように記

大きさの異なる527個の記号である。また，実際にはそ

号を工夫した。

れらの記号のうちいくつかを組み上わせて1つの記号と

この記号化の原理は，基本的には『日本言語地図』の

して用いることもあった。記号の大きさは，調査地点密

方法を踏襲したものである。しかし，『日本言語地図』で

度との関係で，『日本言語地図』より大きいものを使用

は分布の特徴をきわだたせるために，語形間の距離と記

している（『日本言語地図』の記号一覧は，徳川・グロー

号間の距離との対応を，往々にして壊してしまうことが

タース編『方言地理学図集』148・149頁を参照）。

さらに，これらの記号は色と向きによって語形の違い

あったが，この地図ではそれを避けるようにした。あく

まで，似た語形には似た記号を，異なった語形には異

を表現できるようにしてある。色は，赤・澄・茶・緑・

なった記号を与えるという原則を重視し，それと分布の

水色・紺の6色であり，向きは記号の形によって異なる

明瞭化とが抵触する場合にも，可能なかぎり前者の原則

が最大で45度ずつ回転させた8方向である。このうち色

を優先させたのである。その他，記号に時代性や地域性

については，『月本言語地図』の8色から桃色と黄緑の

など一定の特性を担わせることをしなかったのは『日本

2色を除いた。これは，記号の色は，『日本言語地図』と

同様にこの地図集においても語形の大まかなグループを

言語地図』と同じである。

示すのに用いたが，文法項目では語彙項目に比べて語形

記号化に際し，このように他のいかなる条件にもまし

て語形間の距離と記号間の距離との対応を重視したの

の種類の少ないことが予想され，したがって色の種類も

は，この地図が資料性を強く打ち出したものであるから

少なくて済むだろうと判断したためである。しかし，色

にほかならない。ある特定の分布を目立たせるような記

を全く廃止することはしなかった。たとえ，『日本言語

号の与え方や，通時的系統を色濃く反映させたような記

地図』と比べて語形の種類が少ないとはいえ．，このよう

号の与え方を避けたのは，それらが地図の読者に一定の

な全国にわたる地図では語形の数は相当にのぼる。それ

見方を強いる度合が強く，その分，地図の資料性を損う

らの語形を体系付けて記号化するには，やはり色は重要

ことになるのではないか，と考えたからである。それら

な要素なのであり，それを欠くことは，記号の表現力を

の記号の与え方は，この資料的地図に対して特定の目的

著しく弱めることになると考えたのである。

結局，この地図集に使用した記号の要素は，形（塗り

をもって分布を把握したり，あるいは，通時的解釈を加

つぶし方も含む）・大きさ・色・向きの4つということ

えた後に，その結論を示すためにとられるべき方法で
あって，資料的地図の次にくる段階での記号の与え方と

になる。そして，その中では，色を最も大きな次元の分

言えよう。

類に使い，向きを最も小さな次元の分類に用いることが
多かった。

なお，関連する複数の項目に同じ語形が現れる場合

ところで，この地図集では，語形の体系性と記号の体

は，それぞれの項目内における記号の体系性をくずさな
いことを前提として，できるだけ項目間で統一的な記号

系性との対応は別として，一個の語形と一個の記号との

の与え方がなされるよう努めた。

対応は基本的には恣意的なものであるが，中に特定の意
味と結び付き一定して用いられる記号があるので以下に
紹介しておく。

4，2．記号の種類
各地点の語形を示すのに用いた記号は，『日本言語地

N

無回答を表す。

図』にならい図形的な記号とした。ただし，上で述べた

＊

ような語形の細かな差異と体系性を忠実に記号で表現す

†

るという方針のもとでは，『日本言語地図』の240個の記

〈その他〉としてまとめられた語形を表す。

語形を表す記号の右肩に付けて，その語形が話
者以外の人（同席者，話者の父母など）の言葉で

あることを表す。

号は少なすぎた。そこで，この地図集ではさらに記号の

（

数を増やすことにした。その際，全く新たな形の記号を

2つ以上の語形の記号の上に付けて，その地点

で複数の語形が回答されたことを表す。

作り出すのではなく，『日本言語地図』の記号をもとに，

一32一

この他，記号の色では，紺を分布の狭い諸々の語形に

の境界）のみを示した。そして，そこに経線・緯線に基

使うことが多い。また，記号の形では，極小の円形記号

づく細かな網をかぶせたが，これは各調査地点の位置を

や直線記号など単純なものを，分布の広い語形によく使

知るためのシステムであり，後であらためて説明する。

用している。

『日本言語地図』と大きく異なるのは凡例の位置であ
る。『日本言語地図』では，この地図集の質問文の位置に

4．3．記号のプロット

凡例が置かれていたが，今回は地図のわくの右側に新た

どの記号がどの語形を表すかは凡例に示してある。そ

にB4版縦長のわく（地図のわくの2分の1の大きさ）

して，地図上には，各調査地点の位置にその地点の語形

を設け，そこに凡例を掲げた。これ砥『日本言語地図』

と対応する記号をおいた。そのとき，．記号の重心がちょ

と異なり，この地図集では見出し語形の音声内容も示す

うどその調査地点の位置にくるようにした。1地点に複

ようにしたこと，記号が大きいこと，語形の長いものが

数の記号を並べる場合には，それら記号の列のまん中の

あることなどの理由により，凡例．のスペースを十分確保

あたりが地点の位置になるようにした。また，その際の

しておく必要があったためである。．また，『日本言語地

配列は，凡例での順序に従い左から右ぺと横一列にして

図』縮刷版では，凡例の文字が細かく見にくさを生じた

ある。

部分があったことを反省しての処置でもある。

なお，調査地点の込み合ったところでは，1地点に複

さて，凡例を地図のわくの外側へもっていったため

数の記号を配列しなければならないような場合，記号が

に，地図の左上部が空白となったが，ここに項目名や質

重なり合ってしまう恐れがある。、そのときには，地点相

問文などを示すことにした。そして，地図全体のバラン

互の位置関係を壊さない程度に，地点の位置をややはず

スをとるために，日本列島は，『日本言語地図』のものに

して記号をプロットした。また，1つの項目を2枚の地

対して約9度立ててある。

図に分けて示した8・9図，34・35図，36・37図では，

なお，以上説明した白地図の体裁は，印刷段階のもの

特殊な記号の配列の仕方をした点がある。その点につい

であり，草稿作製段階に記号スタンプを使って押印した

ては，各図の解説，とりわけ8図の解説の〔語形の分類

際の白地図は，このB3版の白地図を2倍にしたB

と記号の与え方〕馳の項を参照してほしい。

の大きさ（つまり『日本言語地図』初版と同じもの）を

2版

使用した。

5．白

地

5．2．地点番号システム

図

この地図集では，『日本言語地図』で考案された地点

5．1．白地図の体裁

番号システムを，そのまま用いた。このシステムは経線

と緯線，具体的には国土地理院発行の5万分の1地形図

各調査地点の回答語形は記号の形で地図に示したこと

はすでに述べた。ここでは，その記号をプロットする土

のわくを利用したもので，調査地点の番号を全国一貫し
た方法で付けうるシステムである。具体的な地点を調査

台となった白地図について説明する。

この地図集の白地図は，基本的に『日本言語地図』縮

者・調査時にかかわらずつねに同じ番号によって表すこ

刷版のスタイルを踏襲している（『日本言語地図』では

とができ，また，その地点を地図上に見出すことも容易

この白地図を「方言調査基礎図」とも呼んでいた）。すな

であるという利点により，このシステムは『日本言語地

わち，B3版横長の長方形のわくの中央に，日本列島の

図』以降の方言地図で広く普及した。このシステムの意

本州から九州までを横たえ，北海道はその上方に，琉球

義・方法および注意点（例えば，5万分の1地形図では

はその下方に，実際の位置関係をく． ｸして収めた。『日

島の部分など正規のわくをずらして1枚の地図に収めて

本言語地図』の初版の大きさであるB2版としなかった

いることがあるから，そのわくがこのシステムのわくと

のは，今回の調査地点が約3分の1であるために，それ

かならずしも対応しない場合があるなど）については，

ほど大きな日本地図を必要としなかったからである。な

次のものに詳しい一一本図第1集の「調査地点番号地

お，日本列島の縮尺は約280万分の1である。また，日本

図」に付した説明，『日本言語地図解説一方法一』33・34

列島は海岸線・湖岸線と，都府県の境界（北海道は支庁

頁，および『国立国語研究所年報』9（1958，12）56〜61
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『方言文法全国地図』の記号

1．面記号

1，1．小記号

◆◆◆◇◇◇◇〈〉〈〉Φ

●OO●0⑦eθ◎◎

◇◇

00①◎◎（うΦ⑰eO
■99Q（孕（ラQ
φφφφφφφ

■■竃■目口Eヨロロ巨幽［［口匿囲2コ

禽◎妓GしQ．Qゑ⑤G、Q

心中

E≡ヨ［コ

66060◎⑥（beO

噌■［中

」7」7召7▲7∠7石7∠置7」ヲ五27」σ

乙〜5〜561〜〜6〜5〜〜〜〜

∠ブ

，1

d6dd

●0⇔0ΦOΦ⇔eO

】図単単

鳳皿貝篭q

●o

6666（多6

画人園人口

▲▲△▲△△▲△△△

直Ω出血血

△△△△△△

†ΨΨΨ

YY

↑↑

▽∀

ヌ1ヌ

本本本本本本面心

自前図〜コ

▲森

《A《《《《《《
▲▲△▲A△△△△△

冒留留

▲4L

4L冷傘冷牟・4Σ

▲△

∠卜∠卜

★★☆☆

「『

■■占断四〇國口日回

業

藤十

YY

V》VV

囹国乱囲田国乱囹Ea皿

22

■〈〉

直直★☆◆〈〉

▲△

る＆

YY

》）ΨΨ

H．図AAAA企会

［Zl言口
甲甲甲［孚［奪阜甲

1．2．極小記号

申中申申申申中

●

員員貝只．風，鼠，回、」艮貝∫ユ

一34一

o

▲

1

図

L3。大記号

●o●eθ◎o

，dd召d

鳳胤qqq

◎（うeO

貞臼薗鼠口
直Ω畠血△

φφφφ（〉

††Ψ↑↑

敷◎jaQQ

▼▽▽

6606合◎◎
Φe6

凋凋濁

乙6乙るδ
●0Φ○

22

冒胃留

尊十

「「r

●0

YY

V「》VV

▲▲△△△△△
△△△
▲△▲△
■回■□日白白
回囹図日□
甲甲甲甲甲
申申申申中

》）ΨΨ

●0

9Q

虚0

》》

幽幽

五雲

2．線記号

＞Y

十＊

⊥

lrlliT↑†守↑
7

員皆皆凪」コ

T

〒

r「

「r

∠∠∠z∠z

■□［コ

申中

†ウ

∠z〃∠z

噂申中

3．その他

」7π」【7∠コ7∠置7∠＝7

＊N†（

一35一

V

O（♪

主な記号の名称

1．面記号

亭

三つ葉形記号

●

Y

盃形記号
狐形記号

べた

×

腰掛形記号

中白

胴

矢印形記号

半ぬき

点

鳥形記号

中黒

2

鍵穴形記号

白丸入り

冒

蝶形記号

ぬき

■

扇形記号

一本線付き

禽

桜形記号

二本線付き

★

細心形記号

二本脚付き

◆

手裏剣形記号

涙滴形記号

崇

歯車形記号

紡錘形記号

★

星形記号

擶円形記号

尋

十字形記号

曲玉形記号

「

T形記号

正三角形記号

Y

Y形記号

二等辺三角形記号

Y

脚付きU形記号

平二等辺三角形記号

v

V形記号

正方形記号

u

U形記号

菱形記号

NH形記号

長方形記号

A

矢じり形記号

平行四辺形記号

A

ブーメラン形記号

三山行四辺形記号

企

ペン先形記号

小刀形記号

図

蝶ネクタイ形記号

欠け正方形記号

▼ばち形記号

リボン形記号

†あやめ形記号

爪形記号

●

分銅形記号

9

いちょう形記号

1丸形言日建

傘形記号

》若葉形記号

喜

太陽形記号

2．線記号

﹀十＊⊥lT→†01→→T−〒−V亭9／乙∠

∀

●Oe◎◎○●φ敷
●●● ▲・▲▲■◆■8 ノ 圏噴画畠†→

円形記号

軸き草形記号

広V形線記号
十字形線記号
雪形線記号
水田印線画号
直線記号
二股形右記重
点印形右記号
十字架形右記号

ぜんまい形線記号
黒丸付き線記号
白丸付き線記号

黒四角付き線記号
白四角付き線記号

r

片手付き線記号

了

両手付き線記号

狭V形線記号

舵音叉形線記号
基音叉形線記号

鍬形線記号
太鍬形線記号

3．その他

亀甲形記号

花びら形記号

一36一

＊

アステリスク

†

ダが一

一

アーク

頁。

ここでは，このシステムによる具体的な調査地点の位

6．製

置の探し方について，簡単に述べておく。この地図集の

図

法

巻頭に示した「調査地点番号地図」を参照しながら，以
下の説明を読んでほしい。さて，各調査地点には6桁の

ここでは第1集における，地図作製の技術的な面につ

数字，例えば6533．61，が与えられているが，これが地点

いて述べる。製図の過程は，研究室での原稿作製段階

番号と呼ぶものである。このうち，最初の2桁の数字，

と，印刷所（大蔵省印刷局）での印刷段階との，大きく

上記の例では65，が日本列島にかけられた大きなワクの

2つに分けられる。

1つを指す。どの数字がどのワクを表すかは，それぞれ

まず，研究室での原稿作製は手作業によって行った。

のワクの左肩の位置に，ワクと同じブロンズ色で数字を

すなわち，分類されたカードの語形を凡例に従って記号

示してあることによりわかるようになっている。例え

に置き換え，1地点ずつ白地図に記入していった。その

ば，65は近畿地方のあたりにかけられたワクである。次

際，前述の527個の記号のゴム印と，6色のスタンプイ

の2桁の数字，上記の例で言えば33，は先のワクを縦横

ンク（シャチハタスタンプ台）を用意し，それを使って

10等分して得られる100個のマス目の1つを表す。実は，

手作業で押印するという方法をとった。この原稿作製段

このマス目が国土地理院の5万分の1地形図の範囲と対

階の方法は，『日本言語地図』と同様である。

応している。巻頭の「調査地点番号地図」ではそれぞれ

次に，印刷段階では，印刷用の原版として，地図で使

のマス目の番号をマス目の1つ1つに黄色の文字で示し

用した色ごとに記号をプロットしたフィルム版を作っ

てある。それを見るとわかるように，左上すみのマス目

た。その際，『日本言語地図』では研究室において手作業

が00であり，横へ01，02，03，…となり，1つ下の列に

により，記号の形をしたシール（LJ−TONEspecial）を

移って10，11，12，13，…，次の列に移って20，21，22，

フィルムに張り込んでいったが，今回はこの段階に印刷

23，…，こうして，一番右下すみのマス目が99というこ

所の機械を利用した。つまり，527個の記号のパターン

とになる。各項目の地図にはこの黄色の文字は示されて

を，あらかじめベクトルプロセッサーVP500（大日本ス

いないが，上のシステムに従い，例えば33ならば，左上

クリーン製造）で機械用に加工しておく。そして，その

すみのマス目を基準にして下へ3つ，右へ3つ進んだマ

情報をカドグラフ507（同上製造）に移行し，この機械を

ス目が33であることは容易に知られる（前述のワクに与

使って各記号を画面上で地図の上にプロットしていく。

えられた数字もこれと同じシステムによっている）。そ

それをマスキングフィルム上に出力・描画し原版を作っ

して，6桁の数字の最後の，小数点以下の2桁の数字

ていくという方法をとった。この方法の導入により，研

は，今述べたマス目を同じ原理でさらに100個に分割し

究室での作業が軽減されたことは確かである。ただし，

たうちの1つのマス目を表す。ただし，そのマス目は白

カドグラフという機械は，自動的に記号をプロットする

地図には示されていないので，およその見当で位置を見

わけではなく，人間が1地点ずつ記号を入力していくわ

定めることになる。

けであるから，結局のところ，フィルムに記号のシール

さて，このようにして，マス目はいくらでも細かくし
ていくことができるが，『日本言語地図』およびこの地

を張り込むことと根本的には変わらない作業であること
になる。

製図過程の本質的な機械化のためには，コンピュー

図集のための調査の地点密度では，小数点以下2桁の数
字のところまでで十分である。結局，地点番号とした6

ターに入力した各地点の語形などの情報をもとに，機械

桁の数字は，1枚の5万分の1地形図の範囲を100個に

が自動的に地図を描くという方法の開発が必要である。

分割したうちの1つのマス目を表し，その数字をもっ

そのような試みは，現在までも行われていないわけでは

て，そのマス目に含まれる調査地点の集落の番号とする

ないが，処理しうる情報量や併用語形のプロットの方法

ということになる。なお，例とした6533。61の調査地点

などさまざまな問題があり，第1集に利用することはで

は具体的には京都市左京区上高野木下町を示す。各地点

きなかった。地図というものには，見やすさという条件

番号が示す調査地点の具体的名称は，「調査地点・話者

が肝要であり，その条件を『日本言語地図』は相当に満

一覧」を参照のこと。

たしていたと思われるが，そのレベルを機械による能率
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3．地図化の際に，調査者の報告から該当の部分（地

化を優先することにより引き下げてしまうことに，われ

図名でアンダーラインを引いた部分）を，一定の手続き

われは今のところ慎重であったと言えよう。

にしたがって切りだしだ。切りだし方になお検討を要す

ただし，製図過程の自動化については，われわれも大
蔵省印刷局と共同で開発を進めており，できれぽ第2集

ると考えられることもあった。読者にも判断の材料を与

以降にその成果を取り込んでいきたいと考えている。

る意味から，切りだす前の資料を示す必要がある。

4．生の資料を公開することによって，読者が新たな
観点から地図をつくるてだてを提供できる。また，地図

7．

以外にも，資料をもとにして新たな研究が可能である。

「資料一覧」について

この言語地図では資料性を重視した作図方針をとって
解説書の末尾に「資料一覧」を掲載した。

いるが，このように地図だけでは十分な情報が得られな

これは，調査の場で得られた語形を調査者の報告した

いことがあるので，生の形の資料を示すことには意味が

とおりの表記で示し，さらに話者および調査者が語形に

あると考えた。資料を示すにあたって，語形の表記など

対して与えた注記を付け加えたものである。

は実質的に手を加えていない。音声学の記号として等価
なもの

ここで語形と言っているのは，各調査項目で調査員に

（Nとn，iと孟，

FとΦなど）はどちらか一方に統

報告を求めた部分である。「資料一覧」では各項目の先

一したが，それ以外は報告のとおりであり，そのために

頭にそれを記載した。また，各図の質問文で太字で示し

音声記号とかたかなによる表記が同じ資料のなかに混在

た部分がそれである。調査者によっては報告を求めてい

することになった。なお

ない部分も報告した場合があるが，この「資料一覧」で

を表しているが，今回の調査員のなかでこの2つの記号

は原則として本来報告を求めた部分のみを掲載すること

を使い分けていると考えられる人はいないので，上記の

にした。

原則からはずれるが，便宜的に同じ記号として扱い，
「資料一覧」では

このように，生の形の資料を示すことには，次のよう

［a］と［α］は本来違う音声

［a］として示すことにした。

調査者によって同じ記号やかたかなが異なった意味で

な理由がある。

1．この言語地図の語形見出しは，すこしずつ異なる

使われることがあったり，逆に表記上は異なっていても

複数の語形を一定の原則にもとづいて統合した結果得ら

実際の音声はほとんど同じと考えられたりすることがあ

れたものであり，細かな音声の違いは無視している。し

る。記号の使い方の体系が調査者によって千差万別であ

かし，場合によってはこうした微妙な差が意味をもって

るためであるが，このことは「資料一覧」を利用するに

くることも考えられる。

あたっていくら注意しても注意しすぎることはない。こ
の資料がこのような制約を持っていることを十分に理解

2．地図化した語形の前後や文脈が知りたいことがあ

したうえで慎重に扱っていただきたい。

る。

以下に注意すべき表記の例を示す。

たとえ．ば，「食いながら」という項目の場合，地図化さ

1．音韻表記が使われていることがある。

れているのは「ながらjの部分だけであり，「食い」の部

（例

分は原則として地図からはわからない。しかし，実際に

cluu＝［tlu：］，si＝［li］）調査員番号09，41，

57の調査員の報告などで多く見られる。

は「食い」にあたる語形はクイ，タベなどさまざまであ

2．かたかなによる表記

り，どの語形が使われるかによって「ながら」の部分に

イ．ケァ，セァ，テァ…＝［kε，sε，tε．．＿］

影響があらわれるかもしれない。また，実際にはそのよ
うな影響がなかったとしても，ないことを検証するため

ロ．カェ，サェ，タェ…＝［ka∋，

の資料は提示したい。

ハ．

コェ，

ソェ，

トェ…＝

sお，

［kφ，sφ，

tεe＿．］
tφ＿．＿．］

また，同じ項目で，ナガラの直前の動詞がクかクイか

二．「アけ一」のように一部だけひらがなを使ってい

（ナガラがどのような活用形に接続するか）は地図化し

るのは［kε］のように母音［ε］のある音節である

ことを示す。

ていないが，そのままで捨てるには惜しい情報である。

ただし，ケァなどが二重母音的な発音を表しているこ

「資料一覧」からはこのような情報も得ることができ
る。

ともないわけではないようだ。調査員から表記のシステ
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ムについて説明も受けているが，具体的な個々のケース

原文のまま，巻末にまとめて掲載した。

についてはよくわからないことも多い。
3．「資料一覧」で［si］［zi］となっていのは，［si］，
［zi］の音声を表した場合と，［li］，［3i］［d3i］の音声を表

8．情報の電子化と利用

した場合の両方を含んでいる。

ほかにも記号の使い方の個人的なくせのようなものが

「資料一覧」はコンピューターを用いて版下をつくり

あり，表記の仕方は調査者ごとに異なるといってもよ

印刷した。資料をコンピューターで利用できるようにす

い。従って同一の表記でも地点が異なれば処理が違って

るためにどのような作業を行ったかなどについて述べる

くることがある。実際の処理に際しては調査者自身から

ことにしたい。

の表記に関する報告などを参考にしたが，ここではそれ
をすべて示すことはしない。

8．1．

コード化の方法

調査者から送られたカードの内容をすべてゴンピュー

つぎに，資料の見方を説明する。

資料はまず，項目ごとに本編の地図の順番に配列され
ており，それぞれの項目のなかでは，地図の語形見出し

ター化することをめざした。入力は業者に発注したが，
以下のフォーマットで行うように指示した。

の順番に，語形見出しとそれに対応する実際の回答がそ

1レコードは80ケタ。

コード体系はEBCDIC（業者の都合による。小文

の地点の番号や記号化された注記とともに配列されてい

字は使えない）。

る。

1〜5ケタ

…

項目番号

音声記号によるものはABC順（英語辞典の配列順）を

6〜36ケタ

…

語形1

もとにした配列順とし，そのあとにかたかなの表記が，

37〜40ケタ

…

情報1

五十音順で続くようにした。このような配列を行なう際

41〜70ケタ

…

語形2

に，ここに取り上げた表記全体に注目した配列順をとっ

71〜74ケタ

…

情報2

ていることに注意しておきたい。二つの表記を機械的に

75〜80ケタ

…

表記の先頭同士から比較してその前後関係を決めるので

このように語形と情報の欄が1つのレコードに2つず

ひとつの語形見出しに複数の表記が対応するときは，

つあるがこれは併用回答に備えたものである。3併用以

ある。

たとえぽ，「酒が」の項目で

〈ga＞という語形見出

上のときは項目番号と地点番号のおなじレコードが必要
なだけ続くことになる。また，非常に長くて一つの欄に

しの下にgaとYaという表記があったとしてみよう。

入りきらない語形の場合は，語形の欄の最後のケタに数

「酒」の部分はsakeまたはsotsuだとすると，sakega，
sotsuga，

地点番号

字の5を打って次の欄に続ける。

sakeYa，sotsuYaという組合わせがあり，もし

語形はどんな表記でもすべてコード化することをめざ

アンダーラインの部分を優先して配列順をきめたらここ

に示したとおりの順になるはずだが，この資料一覧では

したが，コンピューターで使える記号の数は限られてい

表記全体で配列順を決めるということから，

るので記号の組合わせを適宜使うこととし，次表に従っ

sakeYa，

sotsuga，

sakega，

てコード化した。この表の音声記号がすべて第1集に出

sotsuYaという順になる。

語形の表記のあとにその表記が報告された地点の地点

てくるわけではないことを念のためにお断りしておく。

表1

番号を記し，記号化した注記がもしあれば地点番号の直

音声記号とコードとの対応一覧

〔母音〕

後にそれを記した。

a，i，

一つの表記に対応する地点が複数存在するとき，いい
かえれば，複数の地点で同じ表記の語形が報告されてい

u，

e，

oはそのまま大文字に直してA，1，

表す。

る場合，回答語形のあとに地点番号を番号順に並べ，間

1，し＝1＊

をコンマで区切った。

ε

注記記号などの詳細は「資料一覧」のはじめにある凡
例を参照していただきたい。記号化できない注記はほぼ
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＝E＊

εe

＝A＠

B

＝A寧

y＝Y
oe＝6＿
〔，

＝6＠

UIこU＠

U，

E，0で

つ

＝・6＊

ω

＝

∂

」；〉

二E＃

u＊
。

〔子音〕
P，t，

k，

b，

d，9，

（例sen）

二，

r，1，

s，

z，

m，

n，

f，

v，

・（）＝

13

＝S￥
＝Z￥
＝S＠
；Z＠

＝R￥

二H￥
＝J
二L＠
＝N＠

⊥二

7

一＝

I

二R％
＝R＃
；L％

＝

8

」
amΦdana：）

（f列

）

†

Φ帥ttara）

6，壬，搬など）

（（f列

（例

doro（d3a））

e→E8）

ア
（例
e→E7）
よ
（例 6言→E．！A）

コード化の方法は以上のとおりであるが，実際の入力
に際しては，入力の前に原カードを点検し，コード化す

＝KIW

べき部分や，コード化の仕方などを必要に応じて鉛筆で

二G＃
＝K＃

指示した。入力されたデータは研究室のパーソナルコン

二N・

このようにして出来上がったデータは全部で10MB

ピューターで紙に出力し，校正を行った。

N＝N9

＝D・

（

＝LZ￥

9−X皿KwYXOBT？且

Bθδ〜3Cろfd℃J−し

＝B＃
＝T＃
＝D＃

。

一＝一（例

hはそのまま大

文字に直して（例．m→M）使う。

Φ，F＝F￥

＝

（例

（1000万字）以上に及ぶ。

＝4T

＝

8．2．

？

データの出力

ここに見られる形で「資料一覧」を出力するために，

二H〈

新たに数種類のデータを作成した。

このようにコード化するに際して，一定の原理を立て

必要になったのは，見出し語形のデータ，それぞれの

てそれに従うようにした。たとえば，￥と＠は口蓋化し
た音を表す。S￥は［1］を表しているが，これはsすなわ

見出し語形を単用で用いる地点の一覧データ，見出し語

ち［s］の口蓋化したものと考える。同じように＃は摩擦

形の組み合わせ（併用）を用いる地点の一覧データ，ど

音化した音を表している。

んな併用があるかを示すデータなどである。

これらと，すでに作成済みの音声記号の字形データを

また，小さい文字の音声記号（［ea］など）はEOAの

用いて，「資料一覧」の出力を行った。出力のために用い

ように0を直前につけて小字であることを示した。

たのは，パーソナルコンピュータ．一とプリンター（NE

つぎに音声記号に付けて使う補助符号（diacritic）は

CのPR201と互換性があるもの）である。このプリン

次の表に従って記号化した。

補助符号は音声記号を表すコードのあとに打つことに

ターはユーザーの定義した字形を打ち出すことができる

した。ここで注意したいのは，補助符号が複数用いられ

ので，この機能を応用して音声記号を印字している。こ

ているときには優先順位の高いものが前に来るというこ

の字形は縦24ドット，横16ドットのなかに収まるように

とである。たとえば［田］はu＠一とコード化する。［中］

構成されているが，そのために補助符号をつけた記号

は［田］が中舌化したのではなく，［山］が無声化したもの

（［1］など）が上下にずれているタうに見えることがあ

る。ハードウェアの制約から来ていることなので，第2

と考えるからである。

補助記号

︺

＝

／

表2
︐

一

；
〜
響

V

﹁：o＜

〜

集以降で解決するようにしたい。
（例

kaU）

（例

m

（「列

k」uO＞

（例

toida）

（例

ma−do）

（f列

makase：）

（例

gotaり

（例

taヒja：mono：）

≠煤̀

i）

9．編集作業の流れ
調査結果（カード・話者経歴票・録音テープなど）が
到着すると，担当研究室では，その内容を点検し，カー
ドへの記入もれや，報告物の不足の有無を確めた。

以後の作業は大別して，（1）言語地図の作製に関わる
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作業，（2）コンピュータを利用しての「資料一覧」の作
成に関わる作業，（3）解説書の作成に関わる作業に分か

10．編集の分担

れる。以下それぞれについて，作業の流れの概略を記
す。

言語地図の作製は基本的には佐藤，沢木，小林が項目
（1）言語地図の作製に関わる作業

を分担した（それぞれの分担項目は後述）。ただし，第1

調査地点ごとに（各地点の中は項目番号順に）まとめ

集については，第1草稿を小林およびグロータースが作

られているカードを項目別（各項目の中は地点番号順）

製した。地図作成前の準備作業（カードの並べかえな

に並べかえてカードボックスに収納→語形の類似度によ

ど），および，担当者が作成した凡例に従って白地図に

りカードを分類し，第1草稿地図を作製→検討会（研究

押印する作業は，白沢とアルバイターが行った。

員の合議により語形のまとめ方，記号の与え方，疑問回

最終原稿完成後の点検作業は，第1集では，小林の作

答の採否について再検討。また，この段階で語形採用規

製した地図については佐藤が，沢木・佐藤の作製した地

則と語形統合規則を決定）→第2草：稿地図を作製→検討

図については小林が担当した。また，地図の校正は白沢

会（前回の同様の事項のほか，とくに見出し語形の配列

が，地図凡例の校正は白沢および各担当者が行った。

について検討）→（必要に応じて第3・第4草稿地図を

資料一覧の作成はその大部分を沢木と白沢が担当し，

作製→検討会）→原稿地図（これでほぼ完成と考えられ

「文章による注記」の部分は佐藤と小林が作成した。調

る地図）を作製→最終検討会→最終原稿を作製→カード

査結果（約24万枚のカードの内容）の入力は専門業者に

点検（分類上の問題箇所，および分類ミスの発見）→印

委託したが，その後の利用のためのプログラムはすべて

刷用原稿地図を作製沸印刷所に入稿→校正（数回）→色

沢木が作成した。資料一覧を作成するために必要なフォ

校正→印刷

ント（音声記号）および分類後のデータの入力作業はア

（2）

「資料一覧」の作製に関わる作業

ルバイターが行い，コンピューターから出力した資料一

1枚1枚のカードを点検して，その内容をコード化→

覧用のゲラの校正は，主として白沢とアルバイターが担

コンピュータ入力→校正ゲラ出力→校正（数回）→フォ

当した。

ント（音声記号）作成→最：終原稿の完成した項目につい

解説（方法）の執筆は主として佐藤（一部を沢木・小

て，各項目の見出し語形をコード化→見出し語形コード

林）が担当した。具体的には，「編集の方法」の章のう

と地点番号を入力→校正→校正ゲラ出力のためのプログ

ち，4．「語形の記号化」，5．「白地図」，6．「製図

ラムを作成→校正ゲラ出力→校正（数回）→「資料一

法」の項目を小林，7．「資料一覧」について，8．「情

覧」を出力→最終点検→印刷所に入稿→印刷

報の電子化と利用」の項目を沢木，「編集の方法」の章の

なお，コード化の困難な個別的な注記は，コンピュー

それ以外の項目，および「研究の目的」「研究の経過」

「調査の方法」の章を佐藤が執筆した。また，英文の

タによらずに注記一覧を作成し，資料一覧を加えた。

INTRODUCTION
（4）解説書の作成に関わる作業

はグロタースが執筆し，付録の大部分

は白沢宏枝が作成した。

解説書の構成について検討→項目別（言語地図別）解

最後に，第1集におけるそれぞれの言語地図の作図者

説の草稿執筆→検討会→同原稿執筆→方法についての解

名（第2草稿地図から最終原稿地図に至るまでの作図者

説草稿執筆→検討会→同原稿執筆→英文要旨のための執

名）と各回の解説の執筆旧名を掲げる。各解説は，担当

筆項目の検討→英文要旨執筆→検討会→解説書用各種付

者が草稿を執筆後検討会を行い，各自が意見を述べ合っ

録（50ページ以下参照）の作成→印刷局に入稿→校正
（数回）

たうえで完成させたものである（以下，数字は担当した
地図番号。括弧に入れたものは作図のみ，その他は作図

→印届U

と解説の執筆の両方を担当した。なお，（1①ω⑱は佐藤

なお，以上に記した作業の流れは，必ずしもその順番

が，⑯〔1の㈹㈱は小林がそれぞれ解説を執筆した）。

で進行したわけではなく，いくつかの作業が並行して進
佐藤亮一……38，39，40，41，42，43，44，45，46，

められた。
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47，

48，

49，

53，

56，

57，

58，

59。

沢木幹栄……1，2，3，4，5，（1①，OD，⑫，13，
14，

15，

小林

（1⑤，

（17），

㊤1），

G2），

60。

隆……6，7，8，9，18，19，20，21，22，

23，

24，

25，

26，

27，

28，

29，

36，

37，

50，

51，

52，

54，

55。

30，

33，

34，

35，

なお，編集の基本方針に関して，この言語地図集の性

格を資料性の強いものにするという方針は小林が提案
し，さまざまの議論を経て決定されたものである。その
目的に沿って，語形の採用規則・語形の統合規則の作成
を提案し，言語地図に用いる記号を設計したのも小林で
あった。また，音声変種の統合に当たって，音韻論的観

点に立った統合規則によるべきことを主張したのは沢木
であった。「資料一覧」は，『日本言語地図』について作
成した「内容一覧」．と「注記一覧」（いずれも未公開）を

総合した性格のものであるが，これの公開は佐藤の方針
によるものであり，「資料一覧」をコンピューターを用
いて作成するという方針は沢木が提案したものでる。

この言語地図集（解説書を含む）の特色は，①資料性
の強い言語地図の作製（作図）を目指したこと，②語形

の採用規則・語形の統合規則を具体的に定めたこと，③
言語地図における語形の統合は最小限にとどめ，統合に
当たって音韻論的観点に立つことを明示したこと，④全
データをコンピューターに入力し，それを「資料一覧」
作成に利用したこと，⑤原資料の大部分を「資料一覧」
の形に整理して公開したことなどであり，それぞれの特
色を生み出した担当者の名を明記した次第である。
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INTRODUCTION
will hopefully allow for progress in the field of

AIM OF THE SURVEY

historical grammar.

The Linguistic Atlas of Japan (LAJ), 300

The geographical distribution will show the

maps in six volumes, 1966‑1974 (reprint 1981‑

main routes followed by dialect expansions and

1985), presented a geographical survey of the

the results of the collision between the various

lexical usage of the dialects based on a direct

types. This will bring to light the process of the

survey of 2400 localities. Its aim was to furnish

changes occurring in the structures.

the materials necessary for a historical study of

The publication of the LAJ has given impetus

the Japanese language in accordance with the

to a spate of lexical and geographical studies.'

method of linguistic geography.

The present GAJ is expected to boost the study of

The present Grammar Atlas of Japanese
Dialects (GAJ) of which this is the first of six

the history of the grammar for which large quan‑
tities of historical literary sources are available.

volumes, aims at presenting the materials neces‑

Of special interest is the development of the

sary for the geographical study of the grammar of

grammar of the standard language based on the

the various dialects.

dialect of Tokyo and its iriteraction with the

A first tentative delineation of dialect gram‑

dialectal grammars. The study of the recent

mars can be found in UEDA (Mannen), 1867‑

process of standardization and the need for a

1937, Atlas of the Grammar of Spoken Japanese,

better understanding of the linguistic processes at

1906, with 37 maps. This work was based on a

work in the language can only benefit from our

survey by the correspondence method similar to

materials, It will now be possible to trace the

Wenker's Deutsches Sprachatlas which Ueda

use or misuse of the standard in the different age

knewfromhisstudiesinBerlin,1890‑1894. For

bracketsofthepopulation. Atthesametimethe

details about this work and also about other

new wave of the teaching of Japanese as a second

dialect geographical studies in Japan, we refer to

language can profit from the materials presented

articles published in ORBIS 1952 and 1957.

here.

Up to the present, regional studies of dialect

grammars in Japan have often stressed compari‑

METHOD OF THE SURVEY

sons with the grammar of the standard language.

The materials of the GAJ were gathered

Sometimes they have concentrated their attention

throughthedirectinterviewmethod. Asurveyor

on what seemed to them to be the main peculiari‑

interrogated an older native male with the aid of

aquestionnaire. Apreparatorysurveywaslaun‑

ties of the local grammar.

With this Grammar Atlas we aim to present
a nationwide description of the grammatical fea‑

ched in 1978 and 1979 with a 544 item question‑
naire used in 161 localities. The criteria for the

tures of the dialects; at the same time the geo‑

choice of the items retained in the definitive

graphical distribution will furnish a tool to ana‑

questionnaire were : linguistic relevance, struc‑

lyze the various types of grammatical structures.

tural coherence and local variations.' The defini‑

The great quantity of new material gathered here

tive worksheets contained 267 items which were
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asked in 807 localities. The definitive survey

grammatical terms have no equivalents in Eng‑

tookfouryears:1979‑1982. Thesurveyorswere

lish, here we list only general categories:

chosen from the members of the National Insti‑

commands,wishes,conjectures 39

tute for Japanese Language Research and among

interrogations,negations 20

aspects 31

the dialect specialists of local universities.

polite forms 31

The informants: most of today's Japanese are

The informant orally presented with a sen‑

bilingual, using the traditional local language in

intimate conversations while having at least a

tence in standard language, is asked to put it into

passive knowledge of the standard; in polite situa‑

the form normally used in his dialect milieu.

tions, especially with strangers, they use the stan‑

Here are a few instances to illustrate the method:

dard although often mixed with dialecticisms.

question 040: "I sent a letter yesterday", stan‑

dard daSita, how do you say that

Our aim was to record the traditional speech used

here?

by the older generation. When during the sur‑
vey, multiple answers were given, the surveyor

question 041: "I wrote a letter yesterday", stan‑

dard kaita: how do you say that

took pains to ascertain the range and the situation

here?

for the linguistic usage of each. This was an‑
notated 'in the questionnaire; the main cases were:

The underlined part is the form intended by the

1. old or new; 2. polite or familiar; 3. frequent or

survey and is taken down and sent to the Dialect

rare; 4. standard or local; 5. spontaneous or

Centre of the Institute.

hesitating answer; 6. suggested by the surveyor; 7.

question 132: "you ate a mandarine with skin

volunteered comments; 8. heard in another local‑

and all"; standard kawa goto; how

ity; 9. answer given by a third party.

do you say that here?
In another case, a situation is depicted:

The surveyors were supposed to use the IPA
symbols, but some preferred using the katakana

question 195: "a friend tells you a typhoon is
coming; you are surprised and say:

syllabary. One fourth of the survey was record‑

another typhoon is coming you

ed on tape for further comparative studies, espe‑
cially in the field of intonation. However during

say?", standard kurundatte; how

the map making stage, these tapes proved useful

do you say that here?
question 165: "a friend tells you: is that man

to ascertain the pronunciation of certain items; it

would have been better to have taped the Whole

supposed to go･to the city office

survey from the beginning.

today?" and you answer: "he will
probably go". standard tabun iku

THE QUESTIONNAIRE

daroo; how do you say that here?

The questionnaire was printed in two sepa‑
rate booklets. The first part listed 146 items:

verbalsforms 69
postpositions 6

In a few cases, the standard language is not
provided, but a situation is described, as for
lnstance:

question224: "you reminisce about how you
went with a friend to the village

adjectivalforms 15

feast and you say: both of us at

casemarkers 56

that time･･････"

The second part listed 121 items, but since some
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question 147: "your grandchild stays in bed ‑too

long in the morning and to make
him get up, you say･･････"

furnish a sufficient sample of grammatical forms

in a region of recent settlement (mainly after
1868) as in Hokkaido; on the contrary, the dialects

question 148: "your grandchild still does not get

spoken in the southwestern islands (Amarhi Oo‑

out of bed and you tell him severe‑

shima and the Okinawa archipelago) have always

ly･･････"

furnished distinctive features of great importance

question 237: "walking on the road in the morn‑

for the history of the Japanese language; in these

ing, you meet a neighbor who is

islands, the density of GAJ is comparable to that

your superior; what is your normal

of the LAJ survey in the same areas. Some

greeting?"

account had also to be taken for some regions

In some instances, the informant is presented with

where past studies have shown grammatical pecu‑

a multiple choice: question 213: "The cherry

liarities.

blossoms are now scattering (process): do you say
hana ga tSitteiru or do you say tSirijoru? or sorne‑

THE INFORMANTS

thing else?"

For each locality one or two aged males were

The degrees of politeness were surveyed in

chosen; the age bracket between 60 and 75 seemed

the following manner:

to be advisable to obtain answers based on con‑

question 242: situation O: to an intimate friend:

scious knowledge of the traditional local lan‑

"is this your umbrella?

guage, without showing signs of senescence (deaf‑

situation A:' politely to a neighbor,

how do you ask?

ness or false teeth). Two main reasons limited
the choice to male informants' first in most local‑

'

situation B: to a local person who

ities, the women are taken as brides from other

is you superior, how do you ask?

localities and do not represent the･ local idiom;

To facilitate the questioning about some of these

second, the survey of polite forms also required

situational usages, drawings were shown to the

avoiding the feminine style of courtesy which
vi
shows marked differences from the masculine

informant.

style.

THE SURVEYED LOCALITIES

In all this, the exigencies of a geographical

The number of localities surveyed for the

comparison were the main preoccupation. As to

GAJ amount to 807; the LAJ's survey covered

why two informants were asked to answer our

2400 localities. The diversity of forms in the

questions, it seemed necessary to ensure a better

field of grammar was assumed to be less than in

･basis for the knowledge of the grammatical

the lexical field which had been the main purpose

usage; divergent answers given by two informants

of the LAJ survey. There were also budgetary

could reveal an important variation of usage.

restraints. Thedensityofthesurveyedlocalities

Here enters another consideration: since the

in many local geographical studies served as the

whole survey takes about four hours to complete,

representative model for our grarnmatical survey.

some fatigue'was to be foreseen; by dividing the

The network of the surveyed localities could

questionnaire into two separate booklets, the

not have a uniform density ･in all parts of the

switch of informants after the first volume eased

cQuntry; a smaller number of localities would

the work. The items of each volume were
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grouped to form a logical succession to lighten the

variants were taken into account as they were

burden of each informant.

known to be based on local oppositions; for

The informants were chosen among' those

instance the middle vowels of the Okinawa dia‑

who had spent their linguistic formative years (±

lectsl the o/o opposition in the Niigata area.

15 year of age) in the same locality, who had

Other minute phonetic variants were grouped

never spent more than ten years outside their

under the same head, as ha for ha 10a, e for E/Ee,

community and who used the local dialect in daily

g for g/y etc. There are two exceptions to the

life. As a consequence, the informant was able

phonological opposition principle: a) the sur‑

to grasp the purpose of the survey and to add

veyors' transcription was such that an expected

spontaneous comments on the frequency of the

opposition was not always taken into account, for

grammatical usage. As to the social class of the

instance the z/dz or K/ds oppositions still in use in

informant, it was enough that he should belong to

Shikoku and Kyushu were not found in some

the average profession in his community.

surveyors' niaterial.

2. Even when no phonological opposition existed,

ORGANIZATION OF THE MATERIALS

some sounds could only be explained as a transi‑
tion case between two contiguous phonetic areas;

At the end of each survey, the surveyors sent
the taped materials and all the relevant informa‑

such phonetic variants were duly noted on the

tion on the Iocality and on the informants to the

rnap; for instance a Se sound could be thought to

Dialect Centre of the Institute. The dialectal

be a transition between a se area and a ge area

material, copied by the surveyors on more than

The maps do not use the IPA symbols but a

240.000 cards was gathered at the Centre; the

simplified latin letters notation that has a great

relevant part on each card was first encoded and

deal in common with the IPA notation and will

entered into a computer data base for'later use.

therefore be easy to read. Special cases of pho‑

The principle which guided the mapping of

netic values are emphasized by means of the <>

the Atlas was to establish a synthesis of the

parentheses. (See the list in the Preface).

II What the maps show

phonetic variables; a mapping handbook was put
together by the three mernbers of the Centre to

A. Grammatical forrns are normally noted on the

ensure a uniform treatment of the materials.

maps; the occasional remarks made by the sur‑
veyor or the informant are listed on the separate

I Phonetic problems

material listings. The forms on the map are the

The classifying work of the cards started
with the consolidation of the phonetic transcrip‑

forms used by the informants 1) when they were

tions to eliminate the surveyors' personal variants

young, or 2) that came into use more recently, or

as for instance between a and a unified into a.

3) that carry the mark "archaic", "new" and

The principal work consisted in classifying the

"standard".

main types of grammatical forms for each item of

B. Erroneous answers are excluded from the

the questionnaire. The various lexical or pho‑

maps, but forms that reveal an interesting devia‑

netic variants for each item were arranged

tion of signification are noted separately; all the

according to the following criteria: 1. The

following are excluded: forms from other local‑

phonological opposition was the main guideline of

ities or in use by inhabitants of other localities, or

classification; in a few cases purely phonetic

by women and children, forms given by witnesses
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without competence and forms reluctantly

527 (see table page 34 of the Japanese text).

accepted by the informant upon suggestions from

The relationships and oppositions existing

the surveyor.

between the grammatical forms have been made

C. Special cases: some grammatical forms are

yet more vivid, as compared with the LAJ. The

found on the'map with an asterisk or some other

present GAJ has laid a greater stress on the

diacritic sign. Forms answered by a third compe‑

detailed representation of the phonetic and lexical

tent speaker or forms said to have been used in

peculiarities of the forms. For this purpose the

the past by the informant are marked with a

main role was given to the colors: red, orange,

cross.

brown, green, blue, and dark blue; next the orien‑

tation of each symbol was given a specific role.

THE MAP MAKING

One will find notations attached to the graphic

The publications of linguistic and folkloric

symbols:

materials have followed two divergent methods.
The first was to write on the map linguistic forms

N noresponse
* otherforms

as they have been recorded during the field sur‑

t answerbyathirdperson

vey: well known examples of this method are the

A two or more answers in the same local‑

ALF(France) of Gilli6ron (1905) and the
AIS(Italy‑Switzerland) of Jaberg‑Jud(1928‑
1940). The objectivity of such presentation suf‑

lity.

THE BASIC MAP

fers from the drawback that the scientific value of

The map used here has approximately a scale

the materials appears only when these have been

of 1:2,800,OOO. Japan with a population of 121

described and analyzed in monographs. Gillier‑

million has a surface of 378,OOO square kms (Great

on in his articles made use of colored areas or of

Britain has 244,OOO square kms). Because of

a method of line shading.

Japan's elongated shape, the island of Hokkaido

The second method uses conventional sym‑

in the north and the south‑western archipelago

bols: their shape and their color produce a pano‑

have been placed above and under, the main map

rama of the various distributions and of their

respectively. Only the boundaries between the

relationships. Colored areas were used by UEDA

prefectures (the 46 provinces) have been indicated.

in 1905 (see above); symbols of various shapes and

The great number of grammatical forms has

colors were used first by E. Rdhr: Atlas der deuts‑

made it necessary to list them on a separate sheet.

chen Volkskunde(1936‑1938); the same author's

The system of numeration used for the first

treaty "Die Volkstumskarte" Leipzig 1939 gives a

time in the LAJ has now been adopted by practi‑

detailed account of the method. The Rumanian

cally all local geographical studies in Japan.

small‑size atlas Micul Atlas linguistic roman, 1938

The system is easily understood because the num‑

byS.Popusedthesamemethod. Theadvantages

ber assigned to the given localities is determined

of this second method were made evident by the

by the geographical position of each locality in a

publication of the LAJ: here 240 different symbols

grid based on the latitude and the longitude of the

were used and eight different colors.

place. Large squares of 2"30' by le40' numbered

For the present GAJ atlas, the number of

from 02 to 93 were divided into a hundred smaller

symbols had been further extended to a total of

squares numbered left to right from OO to 99.
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Each of these smaller squares corresponds to a 1:

tried to interpret the history of the linguistic

50,OOO scale sheet of the government map issue

forms through the symbols used. What has been
done in the GAJ is to furnish objective material to

and covers a 15 minutes × 10 minutes area: 15' ×

be used as a tool for further historical analysis.

10'.

The variety of symbols used is illustrated on

Taking now one of these 1:50,OOO scale
sheets, one draws a grid of the same hundredfold

page 34 of the Japanese text. A further way to

division from OO to 99, which allows assignmg a

supplement the use of the symbols has been to

six digit number that pinpoints the position of

vary their orientation by as much,as 45e so as to

each locality. Let us suppose that one of the 1:

produce eight different shapes. To put it briefly,

50,OOO scale map is situated within large square

four elements: size, shape, color and orientation

65, which square is further subdivided into a

were combined to reflect the complexity of the

hundred smaller squares, among which one is

linguistic material; priority was given to the

chosen, for instance 33, so that 6533 becomes the

color, and dark blue being chosen to indicate the

number designating that particular 1:50,OOO scale

main types of linguistic forms. Among the vari‑

map. The latter is again subdivided into a hun‑

ous shapes, small circle or simple lines are used

dred squares, so that the surveyed locality, found

for large distributions. In a few cases (for

on square 80 i. e. the six digit number 6533. 80

instance vol.1 maps 8‑9, 34‑35, 36‑37) the

designates the center of Kyoto city. This LAJ

material had ,to be divided over two maps; the

system was subsequently used by local

legend there will make clear how the symbols

researchers in making their close mesh survey of

were used in each map.

a local area; in that case, a further division into

THE DIALECT MATERIAL SUPPLE‑

hundred squares allows for a eight digit number

MENT
The materials presented here allow the

being assigned to the smallest locality. In the

present GAJ atlas a six digit number has been

reader to visualize the mapped linguistic forms in

used. This method avoids the use of Chinese

the living contact of the actual fieldwork. This

characters for the place names; they have often

supplement lists the complete contents of the

aberrant readings and the system remains valid

cards sent to the Centre by the surveyors. The

even after changes in the administrative bound‑

material is listed ･in the order of the numbers of

aries. (See the list of surveyed localities on page

the localities which allows for an instant checking

53 of the Japanese text).

of the main distribution maps.

The following general considerations recom‑

THE USE OF SYMBOLS

mended the procedure used.

The various symbols used were chosen in

A. Inthemapmakingprocess,acertainunifying

order that the degree of relationship between the

of the phonetic variants became necessary; these

grammatical forms would be made amply clear

variants can now be found here in their original

through the degree of relationship existing

notatlon.

betweentheveryshapeofthesymbols. Thiswas

B. The surveyor had noted, besides the form

the basic principle of the GAJ, whereas in the case

aimed for in the survey, the whole context of our

of the LAJ's lexical maps the principle could not

informants' answer, together with the surveyor's

always be adhered to. But neither LAJ nor GAJ

comments. We give an example of the use of
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these materials. Suppose the phrase asked was:

"don't walk while eating". The forms corre‑
sponding to while are found on map 41, but it may

be important to ascertain the form of the verb
used in this context; it could be ku‑, or kui‑ or
tabe‑; this will be found in this supplement.

C. The material can be the object of further
analysis or even of map making by the user of the

atlas. The raw material presented here shows
the kind of transcription used by the surveyors,
either the IPA symbols or the katakana syllabary.

However one should not overemphasize the diver‑

gences that could eXist between the different
surveyors' transcriptions or even between the
various transcriptions used by the same surveyor.

D. The supplement lists first the gramrnatical
form used on the maps, which is then followed by
the raw materials with the number of the locality.

When IPA symbols have been used, the material
is listed in alphabetical order; in case of katakana

notation the order of the katakana table has been
followed.

We wish to mention here also the scientific
activity of the Belgian dialectologist, Father

Willem A. Grootaers, Research Fellow of the
Institute.
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付録1．調査地点一覧（準備調査）
Surveyed

localities（Preparatory

survey）

1．ここでは準備調査地点（161地点）の調査地点番号（本書で用いた地点番号システム《33ページ
参照⊃による）と，調査地点名を示した。

2．話者氏名と調査者氏名の表示は省略した。

3．AB2種類の調査票のそれぞれについて話老を変えて調査した地点がある。その場合，2人の
話者の生育した地名が異な：る場合にはそれぞれの地名をAまたはBの記号の下に記した。なお，

地点番号はAの調査票について調査した話者の番号で代表させた（Aはr表現法の全国調査のた
めの準備調査票』，Bはr方言文法の全国調査のための準備調査票』を指す）。
4．準備調査の結果は，その一部を言語地図化し，『表現法の全国的調査研究一準備調査の結果によ
る分布の概観一』1979，（科学研究費成果報告書。4ページ参照），r方言文法資料二黒（1）（2）（3）』

1981〜1983（内部資料。4ページ参照）として印刷し，関係者に配布した。
調

調査地点番号
北

海

査

地

点

道

1755．86

札幌市豊平区月寒西3条5丁目

！799．86

静内郡静内町本町
青

森

下北郡大畑町正津川

2781．58

北津軽郡金木町芦野

2794．86

上北郡七戸町

3702．42

南津軽郡平賀町大光寺今村井

3715．71

三戸郡三戸町大字梅内
手

盛岡市新田町

3777．18

下閉伊那山田町川向町

4704．44

一関市萩荘中町
城

4760．54

A東田川郡朝日村大鳥字高岡
B
同
上
繁岡
寒河江市七日町
米沢市立町
福 島 県

4689．67

A河沼郡河東町大字広野大門中

4791．39

A田村郡三春町大字平沢字担橋

5713．44

Aいわき市平、赤井
B 同上 小川町

B
B

県

3754．75

宮

4731．71

県

2754．67

岩

4639．10

名

茨
5761．16

同

城

上
上

木

県

5649．75

宇都宮市花房

本吉郡志津川町十日町字町

5657．98

足利市助戸

4744．20

多賀城市八幡

5720．22

A黒磯市錦町

4753．76

亘理郡亘理町荒浜

B同上幸町

秋

群

県

大字大町

県

4715．98

田

大字浅山

A東茨城郡大戸
B水戸市平須
栃

県

同

馬

県

3740。34

南秋田郡五城目町字下タ町

5646．39

利根郡利根村利根

3751．81

河辺郡河辺町岩見三内

5657．52

桐生市桐生町

山

5675．36

多野郡万場町大字万場字町並

4619．62

形

県

埼

鶴岡市若葉町
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B同上三郷町野井

葉
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8
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34つ
︻﹂
＝O
﹂ 1
6
6
0
66
／O
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Q6
6

秩父市熊木町
千

県

館山市相浜
山武二大網白里町金谷郷

長生郡長南町笠森
東

京

都

︻﹂＝﹂ノ0

ノ0Ω∪◎−◎−

西多摩山奥多摩町川井
三宅島三宅村大字神着
八丈島八丈町字三根

八丈島八丈町中之四

6 554 86

海老名市河原口
小田原市扇町
横須賀市平作
県

岩船郡朝日村大字猿沢
新潟市松浜町

山

県

︻﹂︻﹂︻﹂︻﹂︻﹂

︻﹂︻﹂亡0︻﹂6

氷見市本町
中新川郡立山町泉

下新川郡朝日町泊

5537 11
，

●

県

井

4つ﹂
5＝﹂
︻﹂6

／0ノ◎6

＝﹂︻つ﹇﹂

松本市大字中山区割原北反町

県

都

府

相楽郡木津町大字相楽小字大里
阪

府

池田市伏屋町
八尾市山畑

岸和田市並松州
庫

県

良

県

天理市福住町
北葛城郡広陵町百済
吉野郡吉野町御園
和歌山県

和歌山市有本
日高郡川辺町蛇尾

新宮市新宮
東牟婁郡古座町西向
取

県

フ

フ

鳥取市湖山町南1丁目
米子市別所
倉吉市中河原

B同上馬場町

上伊那郡中川村大字大草
県

東伯郡三朝町赤松

A高山市石浦町

島

B同上片野町
．

賀

京都市左京区鞍馬貴船町

鳥

A小諸市荒町

6 5 16 9 6

北牟婁郡長島町長島

綾部市本町2丁目

＝﹂︻0﹇﹂亡つ

都留市田野倉

阜

B同上上神戸

伊勢市岡本

竹野郡丹後町袖志

／O／0ムU

︻﹂︻﹂ノO

つ﹂4﹇⊃

東山梨郡勝沼町菱山

55 9 30

県

甲賀郡甲西町田雲

＝﹂﹇0﹇D

県

韮崎市神山町北宮地

岐

重

A上野市上林

奈

遠敷郡上中町上吉田

・

三

神戸市垂水区神田町

鯖江市舟津町

長 野 県
下水内郡栄村大字堺

66 0 1 2

新城市庭野字目印

洲本市本町8丁目

B同上中津川

梨

知多郡南知多町日間賀島西里

美方郡温泉町湯

県

A大野市乾側大門

山

愛 知 県
瀬戸市品野町

兵

羽咋郡押水町字河原
福

5 57 5 98

川

周知郡森町睦実

愛知郡愛東町池之尻

︻﹂﹃つ﹁つ

東磧波郡上平村東赤尾
石

静岡市小鹿

浜名郡新居町新居

大

小矢部市津沢上町

県

東浅井郡湖北町速水

﹇0に﹂︻0︻つ

長岡市蓬平町

岡

田方郡函南町丹郡名賀

隠

長岡市花井町
富

静

滋

﹇D﹇コ︻﹂

8／0︻﹂︻D
ノ0／0ノ◎6

潟

8つ﹂

座間市入谷

︻﹂﹃つ

﹁D﹃D6ノ◎

0つ﹂う﹂亡D

神奈川県

新

A恵那市東野

6 34 8 8 0

大垣市大村

0
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根

県

浜田市治和町

6349．19

佐

邑智郡川本町川下大字三島字下三島

賀

県

641L57 、八束郡宍道町大字西来侍

7330．90

東松浦郡相知町相知

641．L90

出雲市塩治町

7341．05

神崎郡神崎町大字鶴

6432．21，

仁多郡横田町大字小馬木字川東

7350．53

鹿児島市山浦大殿分

岡・山

長

県

崎

県

6444．40

新見市井倉字上井倉

6296．27

下県郡巌原町豆酸

6464．23

小田郡矢掛町矢掛字江木

7248．45

北松浦郡江迎町赤坂免

6475．26

玉野市渋川

7279．55

長崎市櫻町

広

7360．94

諌早市黒崎町城平

島

県

6441．71

双三郡布野村上布野

6472．51

拙原市沼田町沼田下
安芸郡音戸町畑区平原窪

7363。41

熊 本 県
菊池郡洒水二大二二富六出分

7390．26

本渡市本渡町大字本渡

山

7392．03

A八代市沖町．

8303．70

人吉市西間下町

6490．01

ロ

県

6384．79

美弥市大嶺町北分入見久保

6386．95

佐波郡徳地町下庄方

6388。65

玖珂郡美和町大字大根川
西

島

B同上古城町
大
7336．38

県

分

県

東国東郡安岐町塩屋

6498．52

徳島市寺島本町西

7343．76

日田郡前津江村大字小野字本村

6498．53

徳島市幸町2丁目

7366．20

大野郡清川村大字天神字六地蔵
宮

崎

県

7405．10

三好郡山城町寺野

7427．44

海部郡海部町奥浦字提外

7386．56

延岡市紺屋町

香 川 県
綾歌郡綾南町大字瀧宮小字北小路

8325．95

宮崎郡清武町下今泉

6485．56

8334．63

都城市妻ケ丘町

6485．92

三豊郡高瀬町大字上麻小字琴浦

6486．47

大川郡長尾町長尾東長尾晶

8248．】8

薩摩郡下甑村手打

出

8352．00

A鹿児島市下福元町
B 同上 田上町

媛

鹿児島県

県

740190

松山市本町

7403．21

新居浜市新須賀

8354．04

晶晶郡志布志町帖

7411．16

温泉郡川内町北方

8362．30

A揖宿郡頴娃町牧之内飯山

7440．82

宇和島市寄語
9322．52

熊毛郡屋久町尾之間

0246，88

大島郡瀬戸内町芝中里

感

知

B

県

同

上

永谷

7424．62

高知市弥生町

7431．43

高岡郡梼原町四万川文丸

7446．36

室戸市室津下里

1156．79

幡多郡三原村宮ノ川

1231．88

国頭郡今帰仁村字与那嶺

福

1260．68

那覇市首里赤平町

746L54

岡

沖

県

縄

県

島尻郡具志川村字具志川

7321．02

福岡市東区大字志賀島馬場町

2076．96

石垣市石垣

7324．55

豊前市黒土町鬼木

2140．96

宮古郡伊良部村佐和田

7351．06

柳川市大字上宮永町

2140。98

宮古郡伊良部村佐良二
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付録2．調査地点・話者一覧（本調査）
Localities

1．

and

informants（main

survey）

ここには，『方言文法全国地図』作成のための807か所の調査地点と，その地点に関する所要事

項を示した。

2．地点は，まず都道府県ごとに分類し，同じ府県内の地点は，本書における地点番号システム
（33ページ参照）の番号順に配列した。
3．各欄は次の内容を示す（左から）。

イ

「地点番号システム」による地点番号（第1調査票と第2調査票の話者が異なる地点では，
第1調査票話者の地点番号で代表させた）。

ロ

調査時の地名（調査老の報告による。ただし番地は省略。第1調査票話者と第2調査票話者

の異なる地点で両者の字名が異な：る場合には，それぞれの字名を表示）。

ハ

話者氏名（話者が女性のときには，氏名の左肩に※を付けた）。

二

調査者番号（氏名との対照は25ページ参照）。

ホ

調査年（西暦の末尾2桁）。

へ

使用した調査票（1は第1調査票，2は第2調査票）。

ト

ABCは話者に関する情報である。
Aは生年（西暦の末尾2桁）。
Bは職歴（a

農林業，b

公務員，h

漁業，

特別公務員，

c
i

商業，

d

会社員，」

職人，
その他，

e

僧侶・神宮，
k

無職，

x

f

教員，

g

不明。なお，28

ページの説明参照）。

Cはよその土地で生活した期間（月数）（なお，中に，r語形の採用規則」に定めた20年＝24

0か月を越える外住歴をもつ話者が数人いるが，これらは，①教員として同一郡内を移
動，②兵役または漁船員としての海外居住歴，のいずれかであり，話者の生育地の方言
に影響を与えた程度は小さいと判断して，特例として採用した者である）。
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者査調
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名臣話
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名点地査調

点号地雲南番
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者査調

名三三

名点診査調

旧号日晒山番
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付録3．地点番号順都道府県名索引
Localities

1．

according

to

number

and

provinces

これは，解説に引用されている地点番号の具体的な地名を，一々言語地図に当たらなくとも知

ることができるよう，その手がかりとして作成したものである。

2．6桁で示されている地点番号は，北海道の0717．50を冒頭に置き，以下，番号の若い順に配列し
た。0228．96から始まる奄美・沖縄諸島の地点番号は，言語地図の配置に合わせて，鹿児島県種子
島（9313．46）の次に置いた。

3．この索引では，それぞれの地点番号に対応する地名の都道府県名のみを示した。それ以下の地
名は，付録2「調査地点・話者一覧（本調査）」によって見られたい。
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付録4．参考話者一覧（本調査）
List

1．

of

third

persons

ここでは，主たる話者以外の人物（同席老，その他）の回答した語形を地図に（補助符号付き

で）採用したとき，あるいは地図には採用しなかったが，「資料〜覧」に回答語形を載せたとき
の，その人物についての情報を記載した。

2．情報はあくまでも調査者の報告によるもの（一部に，後日センターの問い合わせにより判明し
た事実を含む）であり，氏名不詳の人物もある。
3．

a〜eは次の内容を示す。
aは氏名（かっこ内は主たる話者との関係。なお，「女」と報告のあった者については，その
旨を記入。＊を付した者はその参考話者の回答語形を地図上に採用したことを示す）。
bは生年（西暦の末尾2桁），あるいは調査時の年齢（年齢の場合はかっこに入れて示す）。
cは出身地，現住所など。
dはよその土地で生活した期間（月数または期間）。
eは職業，その他。

1942．62

a。清水和夫

e．市教育委員，元教員

3720．70

a。芦名政治

b．（52）

a．佐々木俊夫

e．学校事務官

b。（68）

e．元教員

a．（女，氏名・生年など不明）
3772．61

a．渋谷ツヤ（妻）

b．24

c．仙南村飯詰出身

4643．56

＊a．本間かよ子（第2調査票の話者の妻）

b．16

。．相川町矢柄出身

d，なし

e．本間宅にて調査
4652．79

a。（妻）

b．03

c．相川町入川出身

4712．15

a（息子の嫁）

4740．93

a。奥村幸雄

4746．20

a．（妻）

c．石巻市出身

4761．07

a，（妻）

c．七ケ宿湯の原出身

b．38

c．鬼首生れ

c．白鷹町蚕桑出身，荒砥乙在住

員
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e． 現「置賜民族学会」理事，元教

a．根本邦美

b．41

e．公民館勤務

5463．73

a．高梨武彦

b．12

c．西郷町東町在住

5633．42

＊a．小林正紀（第2調査票の話者，r調査地点・話者一覧」を参照）

a．（小林正紀の妻）
5649．75
5651．04

b．25

d．72

e．元教員

c．中野市延徳出身

（同席者あり，氏名・生年など不明）

a．伊藤真治（友人）

b．14

c．東筑摩郡明科町七貴生れ，1934年より館之内在住

e．農業
5652．74

＊a．召田義雄ib．04

5653．33

＊a．滝沢袈裟勝

c，田沢生れ

b．08

d．なし

c．真田生れ

e．農林業

d．なし

e。元農業。農協に8年，役場

に17年勤務，現無職
5653．96

＊a．小林貢

b．97

5670．47

a．忠地愛子（女）

＊a．平地まつの
5672．89

a．牛山初男

c．滝原生れ
b．33

b．06

b．07

a。（牛山の長男）

d．60

c．古早生れ

e．農業

e．村役場勤務

c．古宿在住

c．須栗平生れ
b．昭和生れ

e．方言学者

c．須栗平生育

5675．66

a．道中久太郎（友人）

5690。28

a．堀田満寿野

5741．73

a。（妻）

c．小川村生れ，野口育ち

6421．57

a．（妻）

b．15

6485．49

a．谷本清子（妻）

6490．31

a．室田一興

b．38

6494．07

a．斎藤嘉之

e．県教育委員会高校教育課長補佐

6527．20

a．伊藤えつ（妻）

6531．61

＊a．中道馨

b．14

6545。31

a．吉田章三

b．（34）

6548．53

a．酒井なお（妻）
＊a．鈴木梅吉

c．藤倉生育

c．上松町西小川高倉出身

e，履物商

c。隣村（旧仁多郡温泉村）出身
b．（61）

c．福家出身

c．倉橋町本浦生育

b．14

e．教育委員会社会教育主事

c．東五城小字仁井出身

c．篠山町曽地中生育
c．北土山在住

b．10

b。08

e。町教育委員会社会教育課主事

c．桜井町小川天神出身

c．安城市小川町志茂出身

6552．80

a．朝日昇（級友）

b．12

6557．65

＊a．内田辰男（友人）

6558．24

＊a．山崎仁平

6568．16

a．伊藤まさえ（妻）

b．01

d．36，ほか冬季出稼ぎ

c．東端生れ

c．西幡豆入前生れ
b．10

d．16歳〜21歳

c．当地（船場）育ち

b．16

c．江比間出身
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d．小5〜20歳

e．牛乳店経営

d．3

d，22

e．農業
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a。鷲尾タミ（長男の妻）

b．32

c．上黒川生れ

a．彦坂良平

b．99

c．鷲津生れ

a．金田守義

b．14

c．白須賀生れ

a．伊藤静江（女）

b．19

e．元教員

c．市原郡市原村出身

b．14

批．石渡正彦

b．（46）

c．白子町関出身

b．16

c．久留里市場在住
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a．伊藤辰雄

＊a．黒川良一
a．杉原通敬
a．大畑義雄

e．伊藤氏宅にて調査

c．千葉郡八千代市出身

b．18

c．安住在住

b．（52）

e．教育委員会教育課長

d．48

d．180

c．本村生育

e．大工

e．会社員

d．なし

a．藤源茂（第2調査票の話者，「調査地点・話者一覧」を参照）

a．田中香苗

b．09

c．津屋：崎生れ

e．元公務員，男

a．原田活男（第2調査票の話者，「調査地点・話者一覧」を参照）

＊a．藤原スミエ（妻）
a．下田ハマ子（妻）

＊a．小田亮三

b．18

a．坂井建次

b．06

OD只U

a．松本波川

a．原田ブイ

d．10年以上

b．（82）

8300．29

a．三元重雄

d．96

b，16

e．村会議員

c．大字鬼神野生れ
c．大字神門生れ

c．下鍵山甲生れ
c．獅子島出身

b．12

e．元教員
e．商業

e，社務所住人

b．25

a．（四丁麿の妻）

e．農業

c．30歳まで竜北町（隣町），以後宮原町在住

b．（67）

＊a．小越安隆

d．なし

d。なし

c．宮原町大字下町生れ

b．（62）

7441．02

a．三三麿

c．秋津町秋田生れ

b．19

a．国延正一郎

c．三瀬村神有生れ

c．宇目町（旧小野市村）出身

b．01

＊a．宮城大

a．土田芳美

b．23

c．獅子島出身

d．24

e．教育長

d．10年以上

e．紹介者

d．5〜7年

c．東町内・長島出身，獅子島へ移る

d．5〜7年

a．楠元重松（第2調査の話者，「調査地点・話者一覧」を参照）
8300．81

a．河野三七（息子）

8303．70

＊a．山本実

8312．95

a．福元誠之（息子）

b．17

a．口脇エミ（娘）
8315．25

a．黒木常定

b．37

e．市役所勤務

c．矢黒町生育
b．32
b．17

b．（60）

d．120

e．農業

c．同居
d．10年以上

c．南方生れ

d．84
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e．団体役員など

a。金丸真一

b。（78）

e．精米業や保険会社勤務など

8322．68

a．（妻）

c．牧園町（隣町）出身

0246．88

a．橋口博徳（第2調査票の話者，「調査地点・話者一覧」を参照）

0247．31

＊a．豊川寛良

b．14

c，湯湾在住

d．60
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e．元郵便局員

付録5．調査票・調査項目一覧
Questionnaire（main

and

preparatory

surveys）

1．ここには，準備調査および本調査で用いた4種類の調査票の内容（それぞれの項目の質問文）
を掲げた。4種類の調査票の名称は次のとおりである（ABが準備調査票，

CDが本調査票）。

A．方言文法の全国調査のための準備調査票
B．表現法の全国調査のための準備調査票

C．方言文法の全国調査第1調査票
D．方言文法の全国調査第2調査票
2．実際の調査票では，各項目ごとに，話老の回答を記入するスペースがとってあるが，ここでは
詰めて示した。

3．準備調査票の一部の項目に付いている予想語形の掲出は省略した。
4，それぞれの調査票の冒頭には話者の経歴等を記入する「記録票」が付いているが，ここでは本
調査の「第1調査票記録票」（報告用と記入・保存用の2種）のみを本調査票の末尾に掲げた。
5．最後に，本調査の際に用いた調査票付図（絵カードの全部，および場面説明カードの一部）を
掲げた。
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方言文法の全国調査のための準備調査票
午前

始めた時刻
午後

時分

否定形（活用）
001

「6時になってもまだ起きない」と言うときの「起きない」のところは，地方によってオキナイ・オキン

002

それでは，「まだ寝ない」というときの「寝ない」はどうですか。

・オキランなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
003

それでは，「見ない」はどうですか。

004

それでは，「あけない」はどうですか。

005

それでは，「来（こ）ない」はどうですか。

006

それでは，「しない」はどうですか。
それでは」「書かない」はどうですか。

008

それでは，「何もない」と言うときの「ない」はどうですか。

90
00
20
30
40
50
60
70
80
90
00
3
4
5
60
70
80
9
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0

007

「有る」の否定形を求める。

それでは，「人に金を貸さない」と言うときの「貸さない」はどうですか。

それでは，「人から金を借りない」と言うときの「借りない」はどうですか。
それでは，「金が足りない」と言うときの「足りない」はどうですか。
それでは，「仕事に飽きない」と言うときの「飽きない」はどうですか。

それでは，「他人に仕事をまかせない」と言うときの「まかせない」はどうですか。
それでは，「しばらく待たないとだめだよ」と言うときの「待たないと」はどうですか。

それでは，「この山は高くない」と言うときの「高くない」はどうですか。
それでは，「めずらしくない」はどうですか。
それでは，「ここは静かでない」と言うときの「静かでない」はどうですか。

それでは，「これは鳥でない」と言うときの「鳥でない」はどうですか。
それでは，「手紙を書かせない」と言うときの「書かせない」はどうですか。
それでは，「新聞に書かれない」と言うときの「書かれない」はどうですか。

021

終止形（活用）

「朝早く起きる」と言うときの「起きる」のところは，地方によってオキル・オクルなどいろいろの言い

方をします。この土地ではどのように言いますか。
それでは，「夜9時に寝る」と言うときの「寝る」はどうですか。
それでは，「見る」はどうですか。
それでは，「あける」はどうですか。

それでは，「来る」はどうですか。
それでは，「する」はどうですか。

それでは，「書く」はどうですか。

それでは，「机が有る」と言うときの「有る」はどうですか。

それでは，「金を貸す」と言うときの「貸す」はどうですか。
それでは，「金を借りる」と言うときの「借りる」はどうですか。．
それでは，「人手が足りる」と言うときの「足りる」はどうですか。
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5
6
7
80
90
00
10
20
30
40
60
70
80
9
20
．0
34
70
80
90
0
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
50
5
5
5
5
3
3
3
35
360
3
3
3
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

それでは，「金魚が死ぬ」と言うときの「死ぬ」はどうですか。
それでは，「人を待つ」と言うときの「待つ」はどうですか。
それでは，「仕事に飽きる」と言うときの「飽きる」はどうですか。

それでは，「他人に仕事をまかせる」と言うときの「まかせる」はどうですか。
それでは，「山が見える」と言うときの「見える」はどうですか。
それでは，「山が高い」と言うときの「高い」はどうですか。
それでは，「めずらしい」はどうですか。

それでは，「ここは静かだ」と言うときの「静かだ」はどうですか。
それでは，「これは鳥だ」と言うときの「鳥だ」はどうですか。
それでは，「手紙を書かせる」と言うときの「書かせる」はどうですか。
それでは，「新聞に書かれる」と言うときの「書かれる」はどうですか。

それでは，「天井から雨がモレル」と言いますか，「雨が玉生」と言いますか。それとも別の言い方をし
ますか。

044

連体形（活用）

「早く起きる人」と言うときの「起きる人」のところは，地方によってオキルヒト・オクルヒトなどいろ

いろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

それでは，「寝る人」はどうですか。
それでは，「見る人」はどうですか。
それでは，「あける人」はどうですか。
それでは，「来る人」はどうですか。
それでは，「する人」はどうですか。
それでは，「書く人」はどうですか。
それでは，「書かない人」はどうですか。

それでは，「金が有る人」と言うときの「有る人」はどうですか。
それでは，「病気で死ぬ鳥」と言うときの「死ぬ鳥」はどうですか。
それでは，「高い山」はどうですか。

それでは，「めずらしい物」はどうですか。
それでは，「静かな海」と言うときの「静かな」はどうですか。
それでは，「鳥の羽」と言うときの「鳥の」はどうですか。

それでは，「子供に字を書かせる人」と言うときの「書かせる人」はどうですか。
それでは，「新聞によく書かれる人」と言うときの「書かれる人」はどうですか。

060

一一

ｽ令形（活用）

「早く起きろ」と言うときの「起きろ」のところは，地方によってオキロ・オキー・オキヨなどいろいろ

の言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

061

それでは，「寝ろ」はどうですか。

062

それでは，「見ろ」はどうですか。

063

それでは，「あけろ」はどうですか。

064

それでは，「来（こ）い」はどうですか。

065

それでは，「早くしろ」と言うときの「しろ」はどうですか。

066

それでは，「書け」はどうですか。

067

（有れ）〈晴る」の命令形が存在すれば記入する。〉

068

それでは，「早く蹴れ」と言うときの「蹴れ」はどうですか。
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069

それでは，「金を貸せ」と言うときの「貸せ」はどうですか。

070

それでは，「あの人に金を借りろ」と言うときの「借りろ」はどうですか。

071

それでは，「その仕事はおれにまかせろ」と言うときの「まかせろ」はどうですか。

072

それでは，「おれに手紙を書かせろ」と言うときの「書かせろ」はどうですか。

073

（書かれろ）〈「書かれる」の命令形が存在すれば記入する．〉

074

「手紙を出した」と言うときの「出した」のところは，地方によってダシタ・ダイタなどいろいろの言い

過去形（活用）

57
67
87
98
08
18
28
38
48
58
68
78
99
09
19
29
39
4
7
0
0
07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
0
0
0
0
0
0

方をします。この土地ではどのように言いますか。
それでは，「6時に起きた」と言うときの「起きた」はどうですか。

それでは，「寝た」はどうですか。
それでは，「見た」はどうですか。
それでは，「あけた」はどうですか。
それでは，「来た」はどうですか。

それでは，「仕事を早くした」と言うときの「早くした」はどうですか。
それでは，「書いた」はどうですか。

それでは，「舟をこいだ」と言うときの「こいだ」はどうですか。
それでは，「山の頂上に立った」と言うときの「立った」はどうですか。
それでは，「品物を売った」と言うときの「売った」はどうですか。

それでは，「酒を飲んだ」と言うときの「飲んだ」はどうですか。
それでは，「空を飛んだ」と言うときの「飛んだ」はどうですか。
それでは，「役場に行った」と言うときの「行った」はどうですか。
それでは，「金魚が死んだ」と言うときの「死んだ」はどうですか。

それでは，「金を貸した」と言うときの「貸した」はどうですか。
それでは，「足でボールを蹴った」と言うときの「蹴った」はどうですか。
それでは，「仕事に飽きた」と言うときの「飽きた」はどうですか。

それでは，「他人に仕事をまかせた」と言うときの「まかせた」はどうですか。
それでは，「金を借りた」と言うときの「借りた」はどうですか。
それでは，「金が足りた」と言うときの「足りた」はどうですか。
それでは，「金が有った」というときの「有った」はどうですか。

それでは，「ずいぶん待った」と言うときの「待った」はどうですか。
「あの山は高かった」と言うときの「高かった」はどうですか。

それでは，「めずらしかった」はどうですか。

それでは，「あの海は静かだった」と言うときの「静かだった」はどうですか。

それでは，「美しい鳥だった」と言うときの「鳥だった」はどうですか。

それでは，「孫に手紙を書かせた」と言うときの「書かせた」はどうですか。
それでは，「孫に試験を受けさせた」と言うときの「受けさせた」はどうですか。
それでは，「壁に落書きを書かれた」と言うときの「書かれた」はどうですか。

104

「〜しはじめる」・「〜なる」の形（活用）

「子どもたちが起きはじめる」と言うときの「起きはじめる」のところはどのように言いますか。

104〜117「〜・・ジメル」の形がない場合には，「〜ソメル」．「〜ダス」などでも可。

105

それでは，「寝はじめる」はどうですか。

106

それでは，「見はじめる」はどうですか。
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70
80
91
011
21
31
41
51
61
7
0

1

それでは，「あけはじめる」はどうですか。
それでは，「客が来はじめる」と言うときの「来はじめる」はどうですか。

それでは，「仕事を一番にしはじめる」と言うときの「しはじめる」はどうですか。
それでは，「書きはじめる」はどうですか。
（有りはじめる）〈「有りはじめる」の形が存在すれば記入する。〉

それでは，「だんだん高くなる」と言うときに「高くなる」はどうですか。
それでは，「めずらしくなる」はどうですか。
それでは，「静かになる」はどうですか。

それでは，「夢の中で鳥になる」と言うときの「鳥になる」はどうですか。

それでは，「手紙を書かせはじめる」と言うときの「書かせはじめる」はどうですか。
それでは，「しだいに新聞に書かれはじめる」と言うときの「書かれはじめる」はどうですか。
「〜して」・「〜て（で）」の形（活用）

118

「あの山は，高くて姿も良い」と言うときの「高くて」のところはどうですか。

119

それでは，「あの山は高く，この山は低い」と言うときの「高く」はどうですか。

120

それでは，「この品物は，めずらしくて値段も高い」と言うときの「めずらしくて」はどうですか。

121

それでは，「ここは，静かで空気も良い」と言うときの「静かで」はどうですか。

122

それでは，「うぐいすは鳥で熊はけものだ」と言うときの「鳥で」はどうですか。

123

自分自身で「早く起きよう」と自分の気持を心の中でつぶやくときの「起きよう」のところは，地方に

「高い」の中止の形があれば記入する。

意志形（活用）

よってオキヨー・オキルベー・オキズなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いま
すか。

124

それでは，「寝よう」はどうですか。

125

それでは，「見よう」はどうですか。

126

それでは，「あけよう」はどうですか。

127

それでは，「来（こ）よう」はどうですか。

128

それでは，「早くしようjと言うときの「しよう」はどうですか。

129

それでは，「書こう」はどうですか。

130

それでは，「孫に手紙を書かせよう」と言うときの「書かせよう」はどうですか。

131

（書かれよう）〈「書かれる」の意志形があれば記入する。〉

國「選挙が近くな・たので候儲たちは新聞曙かれようとして・…一」

推量形（活用）
132

「たぶん起きるだろう」と言うときの「起きるだろう」のところは，地方によってオキルダロー・オキル
ベー・オキルズラなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

133

それでは，「寝るだろう」はどうですか。

134

それでは，「見るだろう」はどうですか。．

135

それでは，「あけるだろう」はどうですか。

136

それでは，「来るだろう」はどうですか。

137

それでは，「仕事をいっかするだろう」と言うときの「するだろう」はどうですか。

138

それでは，「書くだろう」はどうですか。

139

それでは，「有るだろう」はどうですか。

140

それでは，「たぶん高いだろう」と言うときの「高いだろう」はどうですか。
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141

それでは，「めずらしいだろう」はどうですか。

142

それでは，「たぶん静かだろう」と言うときの「静かだろう」はどうですか。

143

それでは，「たぶん鳥だろう」と言うときの「鳥だろう」はどうですか。

144

それでは，「たぶん書かせるだろう」の「書かせるだろう」はどうですか。

145

それでは，「たぶん新聞に書かれるだろう」の「書かれるだろう」はどうですか。

146

「孫にさきに起きられる」と言うときの「起きられる」のところを，この土地ではどにように言います

受身形（活用）
か。

147

それでは，「寝られる」はどうですか。

148

それでは，「見られる」はどうですか。

149

それでは，「あけられる」はどうですか。

150

それでは，「来（こ）られる」はどうですか。

151

それでは，「される」はどうですか。

152

それでは，「書かせられる」はどうですか。

使役形（活用）
153

「孫を，朝早く起きさせる」と言うときの「起きさせる」のところは，地方によってオキサセル・オキラ
セル・オキサスなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
「オコス」はとらない。

154

それでは，「寝させる」はどうですか。

155

それでは，「見させる」はどうですか。

156

それでは，「あけさせる」はどうですか。

157

それでは，「来（こ）させる」はどうですか。

158

それでは，「させる」はどうですか。

159

「さきに起きるなら，飯を作っておいてほしい」と言うときの「起きるなら」のとζろは，地方によって

「ネカセル」

・「ネカス」はとらない。

「ミセル」はとらない。

仮定形（活用）
オキルナラ・オキルナラバ・オキラバなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いま

01
11
21
31
41
51
71
81
9
6
6
6
6
6
6
61
6
6
6
1

すか。

それでは，「寝るなら」はどうですか。
それでは，「見るなら」はどうですか。
それでは，「あけるなら」はどうですか。

それでは，「来るなら」はどうですか。

それでは，「するなら早くしてほしい」と言うときの「するなら」はどうですか。
それでは，「書くなら」はどうですか。

それでは，「有るなら」はどうですか。

それでは，「あの人に書かせるなら気をつけてほしい」と言うときの「書かせるなら」はどうですか。
それでは，「新聞に書かれるなら………」と言うときの「書かれるなら」はどうですか。

それでは，「その山が高いなら………」と言うときの「高いなら」はどうですか。
それでは，「めずらしいなら」はどうですか。

それでは，「そこがそんなに静かなら私も住んでみたい」と言うときの「静かなら」はどうですか。

それでは，「めずらしい鳥なら買いたい」と言うときの「鳥なら」はどうですか。
「もっと早く起きれば良かった」と言うときの「起きれば」のところは，地方によってオキレバ・「オクレ
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バなどいろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

照驚照堺酩囎㎜捌醜鵬四鵬搦僻㎜鵬㎜皿醜㎜

それでは，「寝れば」はどうですか。
それでは，「見れば」はどうですか。
それでは，「あければ」はどうですか。
それでは，「来れば」はどうですか。

それでは，「早くすれば良かった」と言うときの「すれば」はどうですか。
それでは，「有れば」はどうですか。
それでは，「貸せば」はどうですか。
それでは，「借りれば」はどうですか。
それでは，「足りれば」はどうですか。
それでは，「飽きれば」はどうですか。
それでは，「死ねば」はどうですか。
それでは，「待てば」はどうですか。
それでは，「まかせれば」はどうですか。

それでは，「あの山がもっと高ければ良かった」と言うときの「高ければ」はどうですか。
それでは，「めずらしければ」はどうですか。
それでは，「もっと静かなら（ば）良かった」の「静かなら（ば）」はどうですか。

それでは，「私が鳥なら（ぽ）良かった」と言うときの「鳥なら（ぱ）」はどうですか。

それでは，「もっと早く書かせれば良かった」と言うときの「書かせれば」はどうですか。
それでは，「新聞に書かれれぽ良かった」と言うときの「書かれれば」はどうですか。
「故郷を愛スル」と言いますか，「故郷を愛五」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
〈「愛スル」「愛ス」を使わないと答えたとき〉

では，「愛スル」と「愛ス」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
194

「故郷を愛スレバこそ」と言いますか，「故郷を愛セバこそ」と言いますか，それとも別の言い方をしま
すか。
〈「愛スレバ」「愛セバ」を使わないと答えたとき〉

では，「愛スレバ」と「愛セバ」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
195

「故郷を愛シナイ」と言いますか，「故郷を愛サナイ」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
〈「愛シナイ」「愛サナイ」を使わないと答えたとき〉

では，「愛シナイ」と「愛サナイ」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
196

「寒さを感ズル」と言いますか，「寒さを感ジル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
〈「感ズル」「感ジル」を使わないと答えたとき〉．

では，「感ズル」と「感ジル」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
197

「寒さを感ズレバ」と言いますか，「寒さを感ジレバ」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
〈「感ズレバ」「感ジレバ」を使わないと答えたとき〉

では，「感ズレバ」と「感ジレバ」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
198

「神や仏を信ズル」と言いますか，「神や仏を信ジル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
〈「信ズル」「信ジル」を使わないと答えたとき〉

では，「信ズル」と「信ジル」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
199

「神や仏を信ズレバ」と言いますか，「神や仏を信ジレバ」と言いますか，それとも別の言い方をします
か。

〈「信ズレバ」「信ジレバ」を使わないと答えたとき〉

では，「信ズレバ」と「信ジレバ」とでは，どちらがより自然な言い方と思いますか。
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200

相手が早く話しすぎるとき，「もっとゆっくり話シテホシイ」と言いますか，「もっとゆっくり話シテモ
ライタイ」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
差動以外の答えが出たときは，「話シテホシイ」と「話シテモライタイ」のどちらがより自然かを聞く。

201

人に本を取ってもらうとき，「その本を取ッテクレマセンカ」と言いますか，「その本を取ッテクレマス
カ」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
両形以外の答えが出たときは，どちらがより自然かを聞く。

助詞など
202

「きのう，庭に花が咲いた」と言うとき，「花が咲いた」のところをどのように言いますか。
202以下の項目では，かならず傍線部分の全体を記入すること。

203

（友達から「この絵は誰が書いたのか」と聞かれて）「おれが書いた」と答えるとき，どのように言いま
すか。

204

205

「きのう，家に先生が来た」と言うとき，r先生が来た」のところをどのようにいいますか。
「きのう，家にどろぼうが入った」と言うとき，「どろぼうが入った」のところをどのようにいいますか。
204と205で，尊卑による「ガ」「ノ」の使いわけの有無を見る。

206

「これがお前の靴か」とたずねるとき，「これが」のところをどのように言いますか。

207

「海より山が良い」と言うときには，どのように言いますか。

208

「誰が来たか」とたずねるときには，どのように言いますか。

209

「腹がへったなあ」と言うときには，どのように言いますか。

210

「雨が降ってきた」と言うときには，どのように言いますか。

211

「雨の降る日は仕事を休む」と言うとき，「雨の降る日」のところをどのように言いますか。
「雨が降ッタラ」などはとらない。

212

「これは先生の忘れた手ぬぐいだ」と言うとき，「先生の忘れた手ぬぐい」のところをどのように言いま
すか。
212〜216尊卑による「ガ」「ノ」の使いわけも見る。

213

「これはどうぼうの忘れた手ぬぐいだ」と言うとき，「どろぼうの忘れた手ぬぐい」のところをどのよう
に言いますか。

214

「それはおれの手ぬぐいだ」と言うとき，「おれの手ぬぐい」のところをどのように言いますか。

215

「れは先生の手ぬぐいだ」と言うとき，「先生の手ぬぐい」のところをどのように言いますか。

216

「それはどろぼうの手ぬぐいだ」と言うとき，「どろぼうの手ぬぐい」のところをどのように言います

り自り乙
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か。

「この手ぬぐいはおれのだ」と言うとき，「おれのだ」のところをどのように言いますか。

「ここにあるのは，お前の手ぬぐいか」と言うときには，どのように言いますか。
A

B

注目点がA・Bの2か所にあることに注意。

219

（友達から「どこに行くか」と聞かれて）「東京に行く」と答えるときには，どのように言いますか。

220

「東京に，遊びに行く」と言うときには，どのよらに言いますか。
A

B

220・221注目点がA・Bの2か所にあることに注意。

221

「大阪に寄ってから東京に行く」と言うときには，どのように言いますか。

222

「やっと東京に着いた」と言うときには，どのように言いますか。

223

「きのう9時に寝た」と言うときには，どのように言いますか。

224

「きのう花火を見に行った」と言うとき，「見に行った」のところをどのように言いますか。

225

「きのう遊びに行った」と言うときには，どのように言いますか。

A

B
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226

「きのう仕事に行った」と言うときには，どのように言いますか。
名詞プラス「に」の形を求める。「仕事をした」などの形はとらない。

227

「息子が大工になった」と言うときには，どのように言いますか。

228

「本はここに有る」と言うとき，「ここに有る」のところをどのように言いますか。

229

「それはどこにでも有る」と言うときには，どのように言いますか。

230

「あの山には狐が出る」と言うとき，「あの山には」のところを．どのように言いますか。

231

「お前に貸してやる」と言うときには，どのように言いますか。

232

「おれに貸せ」と言うときには，どのように言いますか。

233

「茶わんにお茶をそそぐ」と言うとき，「茶わんに」のところをどのように言いますか。

234

「水が飲みたいなあ」と言うときには，どのように言いますか。
234〜237

「が」の部分の助詞の有無・種類（「が」「を」など）を調べる。

235

「字がじょうずに書ける」と言うときには，どのように言いますか。

236

「あの人は歌がじょうずだ」と言うときには，どのように言いますか。

237

「おれはうどんが好きだ」と言うときには，どのように言いますか。

238

「あの人は今，酒を飲んでいる」と言うとき，「酒を飲んでいる・」のところをどのように言いますか。

239

「私は，ビールは飲まないが酒は飲む」と言うとき，「酒は飲む」のところをどのように言いますか。

240

「ビールを飲まずに酒を飲もう」と言うとき，「酒を飲もう」のところをどのように言いますか。

241

「おれをつれていってくれ」と言うときには，どのように言いますか。

242

「鳥をつかまえた」と言うときには，どのように言いますか。

243

「あの人は，色が黒い」と言うときには，どのように言いますか。．
A

B

注目点がA・Bの2か所にあることに注意。

244

（「あれは何か」と聞かれて）「あれは学校だ」と答えるときには，どのように言いますか。

245

「運動場で遊ぶ」と言うとき，「運動場で」のところをどのように言いますか。

246

「筆で書く」と言うときには，どのように言いますか。

247

「船で来た」と言うときには，どのように言いますか。

248

「木が風で倒れた」．と言うとき，「風で」のところをどのように言いますか。

249

「うちの息子に来てもらった」と言うとき，「息子に」のところをどのように言いますか。

250

「父にしかられた」と言うときには，どのように言いますか。

251

「犬に追いかけられた」と言うときには，どのように言いますか。

252

「あの人は，酒がきらいだと言っていたよ」と言うとき，「きらいだと言っていたよ」のところをどのよ
うに言いますか。
「〜と言っていた」の部分にあたる形を調べる。『したがって「酒がきらいだそうだ」などはとらない。

253

「きのう，田中という人が来た」と言うとき，「田中とし．・う人」のところをどのように言いますか。

254

「雨が降っているから行くのはやめろ」と言うとき，「雨が降っているから」のところをどのように言い
ますか。

．255

「雨が降っているから行くのはやめた」と言うとき，．「雨が降っているから」のところをどのように言い
ますか。
この文脈では，東京などで「〜ので」が出やすい。その点で，254と違いが有りうるので注意してほしい。

256

「パンを食べるなり，ごはんを食べるなり，自由にしなさい」と言うとき，「食べるなり」のところをど
のように言いますか。

257

「少し寒いけれどもがまんしよう」と言うとき，「寒いけれども」のところをどのように言いますか。

258

「雨は降ったが雪は降らない」と言うとき，「雨は降ったが」のところをどのように言いますか。
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259

「植えたのに枯れてしまった」と言うとき，「植えたのに」のところをどのように言いますか。

260

「食べながら歩く」と言うときには，どのように言いますか。

261

「食って寝るだけなら，犬や猫と同じだ」と言うとき，「食って寝るだけなら」のところをどのように言
いますか。

262

「まんじゅうを皮だけを食べた」と言うとき，「皮だけ」のところをどのように言いますか。

263

「みかんを皮ごと食べた」と言うとき，「皮ごと」のところをどのように言いますか。

264

（千円の買物をして1万円を出し）「すみませんが，1万円でお願いします」と言うとき，「1万円でお願
いします」のところをどのように言いますか。

265

「外から帰ったら，まず手を洗いなさい」と言うとき，「まず手を洗いなさい」のところをどのように言
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いますか。

「小づかいを百円くらい使った」と言うとき，「百円くらい」のところをどのように言いますか。

店で「みかんを百円ぶんください」と言うとき，「百円ぶん」のところをどのように言いますか。
「百円しかない」と言うとき，「百円しか」のところをどのように言いますか。

「食べるくらいは何とかなる」と言うとき，「食べるくらいは」のところをどのように言いますか。
「もうあきらめるしかない」と言うときには，どのように言いますか。
「あれっきりもう来（こ）ない」と言うとき，「あれっきり」のところをどのように言いますか。

「あしたまで待ってくれ」と言うとき，「あしたまで」のところをどのように言いますか。
「これさえ有ればいい」と言うときには，どのように言いますか。
「傘なんかいらない」と言うとき，「傘なんか」のところをどのように言いますか。
「大きければ大きいほどいい」と言うときには，どのように言いますか。
「毎日雨ばかり降っている」と言うとき，「雨ばかり」のところをどのように言いますか。

「出発まで，まだ1時間もある」と言うとき，「1時間もある」のところをどのように言いますか。
「それよりあのほうがいい」と言うときには，どのように言いますか。
「それこそめいわくだ」と言うとき，「それこそ」のところをどのように言いますか。
「仕事を今日こそ終わらせる」と言うとき，「今日こそ」のところをどのように言いますか。

「帰って来るなりしかられた」と言うとき，「帰って来るなり」のところがどのように言いますか。
「何なりと言ってください」と言うとき，「何なりと」のところをどのように言いますか。
「子どもなのでわからなかった」と言うとき，「子どもなので」のところをどのように言いますか。
「子どもでも知っている」と言うとき，「子どもでも」のところをどのように言いますか。
「お茶でも飲もう」と言うとき，「お茶でも」のところをどのように言いますか。

「お茶なら飲んでも良かった」と言うとき，「飲んでも良かった」のところをどのように言いますか。
「むこうから誰やら来た」と言うとき，「誰やら」のところをどのように言いますか。
「何が起こるやらわからない」と言うとき，「何が起こるやら」のところをどのように言いますか。
「筆やら紙やらたくさんもらった」と言うとき，「筆やら紙やら」のところをどのように言いますか。

「行くだの行かないだのぐずぐす言うな」と言うとき，「行くだの行かないだの」のところをどのように

言いますか。

291

「もしかしたら，お前は東京に行くのではないか」とたずねるとき，「行くのではないか」のところをど

のように言いますか。

292

「あそこにも行ったし，ここにも行っだし・…・・…」と言うとき，「行ったし」のところをどのように言い
ますか。

0りQり

「入れるのに便利だ」と言うとき，「入れるのに」のところをどのように言いますか。
「買物がてら見物する」と言うとき，「買物がてら」のところをどのように言いますか。
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295

「帰りがけに買物をした」と言うとき，「帰りがけに」のところをどのように言いますか。

296

「今日ネー，おれがネー，学校に行ったら主二」のように言うとき，「ネー」のところをどのように言い
ますか。
敬意度などによって形式に差があるときには注記する。

午前

終わった時刻

午後
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時

分

表現法の全国調査のための準備調査票「
午前

始めた時刻

午後

時

分

あいさつ表現
001

あなたが朝早く道で近所の親しい友達に出会ったとします。そのようなとき，あなたはどんなあいさつ
をしますか。いろいろな言い方があると思いますが，あなたが良く使う言い方を教えてください。

002

あなたの家に，あなたよりも年上の男のお客が来たとします。そのお客に対して「どうぞ家におあがり

003

そのお客から何かみやげの品物をもらったとします。あなたはそのとき，どのようなお礼のあいさつを

004

そのお客があなたの家を出るとき，あなたはその人に対してどのようなあいさつをしますか。

005

あなたが，あなたよりも目上の人の家を昼すぎに訪問したとします。その家の玄関の前で，あなたは何

ください」と言うとしたら，どのように言いますか。

しますか。

と言って入りますか。
「ごめんください」にあたる表現を求める。

006

それでは，その人の家を出るとき，どのようなあいさつをしますか。

007

日中，働いている人のそばを通りかかったとき，あなたはその人に，どのように声をかけますか。
「御精がでますね」などにあたる表現を求める。

008

夕方，食事時分に，用事ができて人の家を訪ねたとします。そのとき，あなたはどのようにあいさつを
しますか。

009

あなたが，夕方，薄暗くなったころ，道で近所の親しい友達に出会ったとします。そのようなとき，あ
なたはどんなあいさつをしますか。

命令・禁止・義務
010

朝いつまでも寝ている孫に早く起きるように言うとき，どのように言いますか。
010〜O12

「学校ニオクレルゾ」などが出たときには「起きる」を用いた表現を求める。

011

それでも起きないので，起きるようにきびしく言うとき，どのように言いますか。

012

孫にむかって，起きるようにやさしく言うとき，どのように言いますか。

013

孫にむかって，窓をあけるように言うとき，どのように言いますか。

014

なかなかあけないので，窓をあけるようにきびしく言うとき，どのように言いますか。

015

孫にむかって，窓をあけるようにやさしく言うとき，どのように言いますか。

016

孫にむかって，「そっちへ行ってはいけない」と言うとき，どのように言いますか。
016〜018

動詞「行く」を用いた禁止表現を求める。

017

孫にむかって，「そっちへ行くな」ときびしく言うとき，どのように言いますか。

018

孫にむかって，「そっちへ行くな」とやさしく言うとき，どのように言いますか。

019

孫にむかって，「そこで泳いではいけない」と言うとき，どのように言いますか。

020

孫にむかって，「そこで泳ぐな」ときびしく言うとき，どのように言いますか。

021

孫にむかって，「そこで泳ぐな」とやさしく言うとき，どのように言いますか。

022

孫にむかって，「今日は寒いから泳がないでおけ」と注意するとき，「泳がないでおけ」のところをどの

023

親しい友達にむかって，「私はあした役場に行かなければならない」と言うとき，どのように言います

ように言いますか。

か。
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強調・詠嘆
024

親しい友達から「今，酒を飲むか」．と聞かれて「飲む」と答えるとき，どのように言いますか。
格別の強調を伴わない叙述表現を求める。ただし，rノムヨ」など，文末詞を伴った回容でも採用する。

025

では，「もちろん飲む」と答えるとき，どのように言いますか。
「もちろん」（または，それにあたる他の副詞）を伴ったときの強調表現を求める。

026

「この酒は誰が飲むのか」と聞かれて，「おれが飲むんだ」と答えるとき，どのように言いますか。

027

自分自身で「今日は飲むぞ」と自分の気持を心の中でつぶやくとき，「飲むぞ」のところをどのように言

028

酒飲みの人のことを話題にして「あいつはよく酒を飲むなあ」と言うとき，「飲むなあ」のところをどの

029

美しい景色を見て「ここは何と美しいのだろう」と言うとき，どのように言いますか。

030

自分自身で「今日こそ〜に行こう」と自分の気持（意志）を心の中でつぶやくとき，「行こう」のところ

いますか。

ように言いますか。

意志・勧誘・希望
をどのように言いますか。

＊それでは，「行こうか」とつぶやくとき，どのように言いますか。
031

では，「〜に行こうとしたら客が来た」と言うとき，「行こうとしたら」のところをどのように言います
か。

032

「もうそんなところへなんか，けっして行くまい」と心を決めるとき，「行くまい」のところをどのよう
に言いますか。

033

あなたが芝居の切符を買いましたが，用事ができて行けなくなったとします。それで友達に「よかった

034

芝居め切符を2枚もらいました。そこで友達をさそって，「いっしょに行かないか」と言うとき，どのよ

ら私のかわりに行かないか」と言うとき，「行かないか」のところをどのように言いますか。

うに言いますか。

035

友達を芝居にさそったのですが，友達は迷っています。そこで「いっしょに行こうよ」と言うとき，ど
のように言いますか。

036

いよいよ芝居の日になりました。時間がせまってきたので友達に「さあ行こう」と言うとき，どのよう
に言いますか。

037

体の弱い友達に「あの温泉に行くといいよ」とすすめるとしたら，「行くといいよ」のところをどのよう
に言いますか。

038

芝居が好きなので「芝居に行きたいなあ」と言うとき，「行きたいなあ」のところをどのように言います
か。

039

では，「芝居に行きたくてたまらない」と言うときは，「行きたくてたまらない」のところをどのように
言いますか。

040

芝居の好きな友達のことを話題にして，「あの人はいつも芝居に行きたがる」と言うとき，「行きたが
る」のところをどのように言いますか。

041

温泉が嫌いなので「温泉には行きたくない」と言うとき，「行きたくない」のところをどのように言いま
すか。

推量・伝聞・比況
042

友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行くだろう」と答えると

043

では，確信があったので「きっと行くだろう」と答えるとき，どのように言いますか。

044

では，さらに確かな根拠があって「行くにちがいない」と答えるとき，どのように言いますか。

き，どのように言いますか。
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045

道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこに行くのだろうか」と聞かれ，「役場に行くのだろ

046

友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行かないだろう」と答え

047

では，確信があったので「きっと行かないだろう」と答えるとき，どのように言いますか。

048

では，さらに確かな根拠があって「行かないにちがいない」と答えるとき，どのように言いますか。

う」と答えるとき，「行くのだろう」のところをどのように言いますか。

るとき，どのように言いますか。

049

ところで，「行かないだろう」と言うことを「イクマイ」と言いませんか。
いずれか一方を○で囲む。〔〕の中には「イクメー・イクミャー・イカマイ」などの具体形を記入する。

言う〔

〕

言わない

＊（「言う」と答えたとき）では，〔049の語形〕のことを，もっとていねいな言い方にするとどうなりま
すか。

050

友達から「あの人はきのう役場に行っただろうか」と聞かれ，「行っただろう」と答えるとき，どのよう
に言いますか。

051

では，「行かなかっただろう」と答えるときは，どのように言いますか。

052

友達から「あの人はどこに行ったのだろうか」と聞かれ，「役場に行ったのだろう」と答えるとき，
「行ったのだろう」のところをどのように言いますか。

053

見たことのないある山のことを話題にして，「その山はだぶん高いだろう」と言うとき，「たぶん高いだ
ろう」のところをどのように言いますか。

054

頂上に雪をかぶった山を見ながら「あの山はきっと高いのだろう」と言うとき，「きっと高いのだろう」
のところをどのように言いますか。

055

「あそこだったらたぶん静かだろう」と言うとき，「たぶん静かだろう」のところをどのように言います
か。

056

「あしたはたぶん雨だろう」と言うとき，「たぶん雨だろう」のところをどのように言いますか。

057

「雨が今にも降りそうだ」と言うとき，「降りそうだ」のところをどのように言いますか。

058

道を歩いている人を見て，「あの人はどうも役場に行くらしい」と言うとき，「行くらしい」のところを
どのように言いますか。

059

「こっちの方がどうも良さそうだ」と言うとき，「良さそうだ」のところをどのように言いますか。

060

「あっちの山の方が高そうだ」と言うとき，「高そうだ」のところをどのように言いますか。

061

「あのあたりは静かそうだ」と言うとき，「静かそうだ」のところをどのように言いますか。

062

「あの人の話ではあしたは雨が降るそうだ」と言うとき，「降るそうだ」のところをどのように言います
か。

063

「天気予報ではあしたは雨だそうだ」と言うとき，「雨だそうだ」のところをどのように言いますか。

064

「あの人の話では，あの山はずいぶん高いそうだ」と言うとき，「高いそうだ」．のところをどのように言
いますか。

065

「あの人の話では，あのあたりはとても静かだそうだ」と言うとき，「静かだそうだ」のところをどのよ

066

友達にむかって，「あの人は外国に行くんだってね」と言うとき，「行くんだってね」のところをどのよ

うに言いますか。

うに言いますか。

067

たとえば，「昔，昔，あの山に鬼がいたそうだ」と言うとき，「鬼がいたそうだ」のところをどのように
言いますか。

068

「あの山はまるで富士山のようだ」と言うとき，「富士山のようだ」のところをどのように言いますか。

069

「あの山は富士山のように見える」と言うとき，「富士山のように見える」のところをどのように言いま
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すか。

070

では，「富士山のような山」と言うときは，どのように言いますか。

071

「あの人は若者らしい若者だ」と言うとき，「若者らしい若者だ」のところをどのように言いますか。

072

「そんなこと言うな」と言うとき，「そんなこと」のところをどのように言いますか。

073

「仕事に行かないで遊んでばかりいる」と言うとき，「行かないで」のところをどのように言いますか。

074

「仕事に行かなくて困る」と言うとき，「行かなくて」のところをどのように言いますか。

075

「そんなところには行きはしない」と言うとき，「行きはしない」のところをどのように言いますか。

076

「昔は学校になど行きはしなかった」と言うとき，「行きはしなかった」のところをどのように言います

否

定

カ㌔

077
078

「私はテレビなど見はしない」と言うとき，「見はしない」のところをどのように言いますか。

「あの人はこんなところには来はしない」と言うとき，「来はしない」のところをどのように言います
か。

079

「今日は役場に行かなかった」と言うとき，「行かなかった」のところをどのように言いますか。

080

友達から「お前のところには車はあるか」と聞かれ，「ない」と答えるとき，どのように言いますか。

081

「お前のところにクーラーはあるか」と聞かれ，「そんなものはない」と答えるとき，どのように言いま
すか。

082

「車もないし，クーラーもない」と言うとき，どのように言いますか。

083

今度の団体旅行に行くかどうかを友達にたずねるとします。「お前は今度の旅行に行くか」と聞くとき，

疑問・反語
「行くか」のところをどのように言いますか。
084
085

では，「行くか行かないかわからない」と言うとしたら，どのように言いますか。
「今度の旅行はどこに行くのか」とたずねるときは，「どこに行くのか」のところをどのように言います
か。

086

友達に「お前のほかに誰が行くのか」とたずねるとき，「誰が行くのか」のところをどのように言います
か。

087

では，「誰が行くかわからない」と言うとしたら，どのように言いますか。

088

「ほんとうにそんなに大勢行くのか」と言うとしたら，「行くのか」のところをどのように言いますか。

089

道を歩いている人を見て，友達に「あの人は誰か」とたずねるときは，どのように言いますか。

090

では，友達に「あの人は先生か」とたずねるときは，どのように言いますか。

091

「そのことは誰かが知っているだろう」と言うとき，「誰かが知っているだろう」のところをどのように
言いますか。

092

093

「それはどこかにあるだろう」と言うとき，「どこかにあるだろう」のところをどのように言いますか。

「その話はいっか聞いたことがある」と言うとき，「いっか聞いたことがある」のところをどのように言
いますか。

094

「あの人はその仕事をいっかはやるだろう」と言うとき，「いっかはやるだろう」のところをどのように
言いますか。

095

自分自身で「その仕事は誰がやるのかな」と心の中でつぶやくとき，「誰がやるのかな」のところをどの
ように言いますか。

096

自分自身で「これで良いのかな」と心の中でつぶやくとき，「良いのかな」のところをどのように言いま
すか。

097

自分自身で「あしたは晴れるだろうか」と心の中でつぶやくとき，「晴れるだろうか」のところをどのよ
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うに言いますか。

098

「そんなばかげたことはやるものか」と強く言うとき，「やるものか」のところをどのように言います
か。

099

「そんなこと誰がやるものか」と強く言うとき，「誰がやるものか」のところをどのように言いますか。

100

あることを，必ずやるという気持で「やらないことがあるものか」と言うとしたら，どのように言いま
すか。

101

友達が，また台風が来るようだと言っているので，あなたは驚いて，「何，また台風が来るんだって？」

102

友達が，誰かが来るんだと話しています。そこであなたは，「誰が来るんだって？」と聞くとします。そ

と問い返すとします。そのとき，「来るんだって？」のところをどのように言いますか。

のときは，どのように言いますか。

過去・回想
103

親しい友達にむかって，「私はきのう役場に行った」と言うとき，「役場に行った」のところをどのよう
に言いますか。

104

「私はきのう仕事を一日中しなかった」と言うとき，「一日中しなかった」のところをどのように言いま
すか。

105

「その山は高かったか」と聞かれて，「いや高くなかった」と答えるとき，どのように言いますか。

106

「その山は高かったか」と聞かれて，「いや，それほど高くはなかった」と答えるとき，「高くはなかっ
た」のところをどのように言いますか。

107

「きのうは寒かったか」と聞かれて，「いや寒くなかった」と答えるとき，どのように言いますか。

108

「あの海は静かでなかった」と言うとき，「静かでなかった」のところをどのように言いますか。

109

「そこは静かだったか」と聞かれて，「いや静かではなかった」と答えるとき，どのように言いますか。

110

「きのう運動会があったか」と聞かれて，「いやなかった」と答えるとき，どのように言いますか。

111

昔，自分が子どものころに，この町（村）にものしりのおじいさんがいました。今，そのおじいさんのこ
とを思い出して言います。「そうそう，昔，ここにものしりのおじいさんが………」その次にどのように
言いますか。

112

「昔はこの辺はよく雪が降ったなあ」と言うとき，「よく雪が降ったなあ」のところをどのように言いま
すか。

113

あなたは学校で，事務の人が筆で字をじょうずに書いているのを見ました。家に帰ってそのことを家族
と話すとします。「あの人は字をじょうずに………」

114

その次にどのように言いますか。

さっきまで相撲大会がありました。大変強い人がいたので，家に帰ってその人のことを家族と話すとし
ます。「あの人はずいぶん相撲が強………」

その次にどのように言いますか。

できるだけ「強い」という語形を使った表現を求める。

115

「若いころは良かったなあ」と言うとき，「良かったなあ」のところをどのように言いますか。

116

「昔，この川でよく泳いだものだ」と言うとき，「泳いだものだ」のところをどのように言いますか。

117

親しい友達にむかって，「東京に行ったことがあるか」とたずねるとき，「行ったことがあるか」のとこ

118

あなたが「東京に行ったことがあるか」と聞かれて，「うん，行ったことがある」と答えるとき，どのよ

119

「あの人は，さっきまで確かにここにいた」と言うとき，「ここにいた」のところをどのように言います

ろをどのように言いますか。

うに言いますか。

か。

120

「その本はもう読んでしまった」と言うとき，「読んでしまった」のところをどのように言いますか。

アスペクト
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121

桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て，「今，花がチッテイル」と言いますか，「チリ
ヨル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。

122

前の晩に雨が降って桜の花がすっかり散ってしまったとします。地面に落ちている花びらを見て，「花
がチッテイル」と言いますか，「チットル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。

123

風が強くて今にも桜が散りそうなとき，「桜がチリヨル」と言いますか，それとも別の言い方をします
か。

124

雨が四丁っている最中だとします。そういうとき，「雨がフッテイル」と言いますか，「ブリヨル」と言
いますか，それとも別の言い方をしますか。

125

前の晩に雨が降って，外に出てみたら水たまりができていたとします。もう雨は降っていませんが，そ
ういうとき，「雨がフッテイル」と言いますか，「フットル」と言いますか，それとも別の言い方をしま
すか。

126

お天気が悪くて，今にも雨が降りそうなとき，「雨がブリヨル」と言いますか，それとも別の言い方をし
ますか。

127

飼っていた金魚が急に元気がなくなつで死にそうになっています。そんなとき，「金魚がシニヨル」と言

！28

金魚はとうとう死んでしまいました。金魚が死んでいるのを見つけて，「金魚がシンゲイル」と言います

いますか，それとも別の言い方をしますか。

か，「シンドル」と言いますか，それとも別の言い方を．しますか。
129

ローソクの火が今にも消えそうです。そんなとき，「火がキエヨル」と言いますか，それとも別の言い方
をしますか。

130

ローソクの火はとうとう消えてしまいました。火の消えたローソクを見て，「火がキエテイル」と言いま
すか，「キエトル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。

131

あなたはかケから足を滑らせてもう少しで落ちそうになりました。家に帰って，「もう少しで落ちると
ころだった」と言うとき，どのように言いますか。

132

「あの店ではタバコを売っている」と言うとき，「タバコを売っている」のところをどのように言います
か。

133

今，近くで運動会が開かれています。そういうとき，「運動会がアリヨル」と言いますか，それとも別な
言い方をしますか。

134

きのう運動会があったとします。そのとき，「きのう運動会がアリヨッタ」と言いますか，それとも別な
言い方をしますか。

135

親しい友人の家をたずねて，入口で「○○さんいるか」と言うとき，どのように言いますか。

136

では，その返事として，「いるよ」と言うとき，どのような言い方をしますか。

仮定・確定
137

「あの人が行くなら私も行きたいなあ」と言うとき，「あの人が行くなら」のところをどのように言います
か。

138

「あの人が行かないなら私も行かない」と言うとき，「あの人が行かないなら」のところをどのように言
いますか。

139

「あした雨が降れば舟は出ないだろう」と言うとき，「雨が降れば」のところをどのように言いますか。

140

「あした雨が降ったら私は行かない」と言うとき，「雨が降ったら」のところをどのように言いますか。

141

「あしたはたぶん晴れるだろうが，万一雨が降ったら私は行かない」と言うとき，「万一雨が降ったら」
のところをどのように言いますか。

142

「もっと早く行けば良かった」と言うときには，どのように言いますか。

143

「あんなところに行かなければ良かった」と言うときには，どのように言いますか。
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144

「お前のかわりに私が行っても良い」と言うとき，「私が行っても良い」のところをどのように言います
か。

145

「無理に行かなくても良い」と言うときには，どのように言いますか。

146

「お前が行ったってだめだ」と言うときには，どのように言いますか。

147

「行くなら勝手に行け」と言うときには，どのように言いますか。

148

（行くかどうか迷っている友達に）「行くにしても行かないにしても早く決めろ」と言うとき，「行くにし

ても行かないにしても」のところをどのように言いますか。
149

「町に行ったら酒を買って来てくれ」と言うとき，「町に行ったら」のところをどのように言いますか。

150

「お前が行くと失敗しそうだ」と言うとき，「お前が行くと」のところをどのように言いますか。

151

「お前が行かないと私が困る」と言うとき，「お前が行かないと」のところをどのように言いますか。

152

「あの人の家に行くと，いつもごちそうしてくれる」と言うとき，「あの人の家に行くと」のところをど
のように言いますか。

153

「私が行ったらもう会は終わっていた」と言うとき，「私が行ったら」のところをどのように言います
か。

可
154

能

「うちの孫は大きくなったのでもう字を書くことができる」と言うとき，「書くことができる」のところ
をどのように言いますか。（能力）

155

「うちの孫はまだ小さいので字は書くことができない」と言うとき，「書くことができない」のところを

156

「電燈が明るいので小さな字でも書くことができる」と言うとき，「書くことができる」のところをどの

157

「電燈が暗いので小さな字は書くことができない」と言うとき，「書くことができない」のところをどの

158

「うちの孫はもう一人で着物を着ることができる」と言うとき，「着ることができる」のところをどのよ

159

「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない」と言うとき，「着ることができない」のところを

160

「この着物は小さくなったけれどもまだ着ることができる」と言うとき，「着ることができる」のところ

どのように言いますか。（能力）

ように言いますか。（状況）

ように言いますか。（状況）

うに言いますか。（能力）

どのように言いますか。（能力）

をどのように言いますか。（状況）
161

「この着物は小さくなったのでもう着ることができない」と言うとき，「着ることができない」のところ
をどのように言いますか。（状況）

162

163

「こんな簡単な仕事なら私にだってできる」と言うとき，「できる」のところをどのように言いますか。

「そんなむつかしい仕事は私にはできない」と言うとき，「できない」のところをどのように言います
か。

164

「この万年筆はすらすらと書くことができる」と言うとき，「書くことができる」のところをどのように
言いますか。（自然可能）

165

「昔のつらかったことを思うと自然に泣けてくる」と言うとき，「自然に泣けてくる」のところをどのよ

166

「電燈が明るいので小さな字でも見ることができる」と言うとき，「見ることができる」のところをどの

うに言いますか。（自発）

ように言いますか。
166〜177コ口れぞれの動詞の状況可能形を求める。

167

「電燈が暗いので小さな字は見ることができない」と言うとき，「見ることができない」のところをどの
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ように言いますか。
168

「目覚し時計があるので朝早く起きることができる」と言うとき，「起きることができる」のところをど
のように言いますか。

169

「目覚し時計がないので朝早くは起きることができない」と言うとき，「起きることができない」のとこ
ろをどのように言いますか。

170

「車があるので早く来ることができる」と言うとき，「来ることができる」のところをどのように言いま
すか。

171

「車がないので早くは来ることができない」と言うとき，「来ることができない」のところをどのように
言いますか。

172

「静かなのでおちついて勉強することができる」と言うとき，「勉強することができる」のところをどの
ように言いますか。

173

「さわがしいのでおちついて勉強することができない」と言うとき，「勉強することができない」のとこ
ろをどのように言いますか。

174

「忙しい仕事がすんだので，このごろは早く寝ることができる」と言うとき，「寝ることができる」のと
ころをどのように言いますか。

175

「忙しくて10時前にはなかなか寝ることができない」と言うとき，「寝ることができない」のところをど
のように言いますか。

176

「鍵があればあけることができる」と言うとき，「あけることができる」のところをどのように言います
か。

177

「鍵をなくしたのであけることができない」と言うとき，「あけることができない」のところをどのよう
に言いますかる

使

役

178

「孫を幼稚園に行かせる」と言うとき，「行かせる」のところをどのように言いますか。

179

「母親に孫を幼稚園に行かせさせる」と言うとき，「行かせさせる」のところをどのように言いますか。

180

「孫を幼稚園に行かせてやる」と言うとき，「行かせてやる」のところをどのように言いますか。

181

「孫を外で遊ばせる」と言うとき，「遊ばせる」のところをどのように言いますか。

182

孫がいつまでも寝ているので妻にむかって，「孫を早く起キサセロ」と言いますか，「孫を早く起コセ」

183

孫がいつまでも起きているので妻にむかって，「孫を早く寝サセロ」と言いますか，「孫を早く寝セロ」

と言いますか，それとも別の言い方をしますか。

と言いますか，それとも「孫を早く寝カセロ」と言いますか。

やり・もらい
184

「友達に本をやった」と言うとき，「本をやった」のところをどのように言いますか。

185

「友達から本をもらった」と言うとき，「本をもらった」のところをどのように言いますか。

186

「友達が私に本をくれた」と言うとき，「本をくれた」のところをどのように言いますか。

187

自分の孫に「この本をやるよ」と言うとき，「本をやるよ」のところをどのように言いますか。

188

友達に「おれにタバコを1本くれ」と言うときには，どのように言いますか。

189

友達に「きのう，うちの孫に本をやった」と言うとき，「本をやった」のところをどのように言います

190

学校の先生に「きのう，うちの孫に本をやった」と言うとき，「本をやった」のところをどのように言い

か。

ますか。

191

自分の孫に「犬に餌をやったか」と聞くとき，「餌をやったか」のところをどのように言いますか。

192

友達に「さっき，うちの犬に餌をやった」と言うとき，「餌をやった」のところをどのように言いますか。
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待遇表現
193

「あなた」「お前」のような相手を指すことばがあります。そのような，相手を指すこの土地でのことば
を，ていねいなものからぞんざいなものまで，すべておっしゃってみてください。
敬意度を確かめ日の中その順位を記すこと。1（上）〜n（下）。

A

□（

）

B

□（

）

C

口（

）

D

□（

）

E

□（

F

幽

）

□（

）

＊では，上のようなことばで指す相手は，あなたにとってどんな人でしょうか。具体的におっしゃって
ください。
上欄の（）内に記入のこと。

194

道で会って，相手に「どこに行くか」と相手の行先をたずねる場合，相手によっていろいろ変わった言
い方をなさると思います。「どこに行くか」と言うことを，この土地のことばで，ていねいな言い方から
ぞんざいな言い方まで順におっしゃってみてください。
敬意度を確かめ□の中にその順位を記すこと。1（上）〜n（下）。

A

E］（

B

□（

C

）
）

□（

）

D

口（

）

E

□（

）

F

□（

G

□（

H

）
）

□（

1

）

□（

）

＊では，上のような言い方をなさる相手は，あなたにとってどんな人でしょうか。具体的におっしゃつ
てください。
上欄の（）内に記入のこと。

195

道で会って，相手に「今日はいい天気だなあ」と言うとします。そのときの言い方を，ていねいな言い
方からぞんざいな言い方まで，すべておっしゃってみてください。
敬意度を確かめ口の中にその順位を記すこと。1（上）〜n（下）。

A

□（

）

B

□（

）

C

□（

D

□（

E

口（

）

F

□（

）

）
）

＊では，上のような言い方をなさる相手は，あなたにとってどんな人でしょうか。具体的におっしゃつ
てください。
上欄の（）内に記入のこと。なお，文末詞に用法の違いがあれば注記する。

＊あなたがふだん，この土地のことばでもっともでいねいなことばづかいをなさる，この町（村）内の方
はどなたでしょうか。お1人あげてください。

A

年齢

性
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職業

話者との関係

＊では次に，あなたがふだん，この土地のことばで対等なことばづかいを．なさる近所の方はどなたで
しょうか。お1人あげてください。
B

性

年齢

職業

話者とめ関係

＜以下質問文でのA，Bでは，ここで得た具体人物で聞く。＞
196

Aさんに「今日は家にいるか」と聞くとき，「家にいるか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日は家にいるか」と聞くとき，「家にいるか」のところをどのように言いますか。
では，（あなたがあなたの）奥さんに「今日は家にいるか」と聞くとき，「家にいるか」のところをどの
ように言いますか。

197

Aさんに「あしたもここに来るか」と聞くとき，「ここに来るか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「あしたもここに来るか」と聞くとき，「ここに来るか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「あしたもここに来るか」と聞くとき，「ここに来るか」のところをどのように言います
か。

198

Aさんに「どこに行くか」と聞くとき，どのように言いますか。
Bさんに「どこに行くか」と聞くとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「どこに行くか」と聞くとき，どのように言いますか。

199

Aさんに「今日手紙を書くか」と聞くとき，「手紙を書くか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日手紙を書くか」と聞くとき，「手紙を書くか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「今日手紙を書くか」と聞くとき，「手紙を書くか」のところをどのように言いますか。

200

Aさんに「今日テレビを見るか」と聞くとき，「テレビを見るか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日テレビを見るか」と聞くとき，「テレビを見るか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「今日テレビを見るか」と聞くとき，「テレビを見るか」のところをどのように言います
か。

201

Aさんに「今，何を読んでいるか」と聞くとき，「何を読んでいるか」のところをどのように言います
か。

Bさんに「今，何を読んでいるか」と聞くとき，「何を読んでいるか」のところをどのように言います
か。

では，奥さんに「今，何を読んでいるか」と聞くとき，「何を読んでいるか」のところをどのように言い
ますか。

202

Aさんに「今日ラジオを聞くか」と聞くとき，「ラジオを聞くか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日ラジオを聞くか」と聞くとき，「ラジオを聞くか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「今日ラジオを聞くか」と聞くとき，「ラジオを聞くか」のところをどのように言います
か。

203

Aさんに「あなたもパンを食べるか」と聞くとき，「パンを食べるか」のところをどのように言います
か。

Bさんに「あなたもパンを食べるか」と聞くとき，「パンを食べるか」のところをどのように言います
か。

では，奥さんに「あなたもパンを食べるか」と聞くとき，「パンを食べるか」のところをどのように言い
ますか。

204

Aさんに「ここへは何に乗ってきたか」と聞くとき，「何に乗ってきたか」のところをどのように言いま
すか。
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Bさんに「ここへは何に乗ってきたか」と聞くとき，「何に乗って来たか」のところをどのように言いま
すか。

では，奥さんに「ここへは何に乗ってきたか」と聞くとき，「何に乗ってきたか」のところをどのように
言いますか。

205

Aさんに，「洋服は着るか」と聞くとき，「着るか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「洋服は着るか」と聞くとき，「着るか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「洋服は着るか」と聞くとき，「着るか」のところをどのように言いますか。

206

Aさんに「そのことを知っているか」と聞くとき，「知っているか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「そのことを知っているか」と聞くとき，「知っているか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「そのことを知っているか」と聞くとき，「知っているか」のところをどのように言いま
すか。

207

Aさんに「夜は何時に寝るか」と聞くとき，「何時に寝るか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「夜は何時に寝るか」と聞くとき，「何時に寝るか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「夜は何時に寝るか」と聞くとき，「何時に寝るか」のところをどのように言いますか。

208

Aさんに「これはあなたの傘か」と聞くとき，「あなたの傘か」めところをどのように言いますか。
Bさんに「これはあなたの傘か」と聞くとき，「あなたの傘か」のところをどのように言いますか。

では，奥さんに「これはあなたの傘か」と聞くとき，「あなたの傘か」のところをどのように言います
か。

209

Aさんに「この傘はあなたのだ」と言うとき，「あなたのだ」のところをどのように言いますか。
Bさんに「この傘はあなたのだ」と言うとき，「あなたのだ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「この傘はあなたのだ」と言うとき，「あなたのだ」のところをどのように言いますか。

210

Aさんに「さっき何と言ったか」とたずねるとしたら，「何と言ったか」のところをどのように言います
か。

Bさんに「さっき何と言ったか」とたずねるとしたら，「何と言ったか」のところをどのように言います
カ㌔

では，奥さんに「さっき何と言ったか」とたずねるとしたら，「何と言ったか」のところをどのように言
いますか。

211

Aさんに「さっき何をしたか」とたずねるとしたら，「何をしたか」のところをどのように言いますか。
Bさんに「さっき何をしたか」とたずねるとしたら，「何をしたか」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「さっき何をしたか」とたずねるとしたら，「何をしたか」のところをどのように言いま
すか。

212

Aさんに「あちらのほうに行け」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「あちらのほうに行け」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「あちらのほうに行け」と言うとき，どのように言いますか。

213

相手をののしって「むこうに行きやがれ」と言うとき，「行きやがれ」のところをどのように言います
か。

罵倒の表現を得る

214

Aさんに「これを書け」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「これを書け」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「これを書け」と言うとき，どのように言いますか。

215

Aさんに「あれを見ろ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「あれを見ろ」と言うとき，どのように言いますか。
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では，奥さんに「あれを見ろ」と言うとき，どのように言いますか。
216

Aさんに「ここに来（こ）い」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「ここに来（こ）い」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「ここに来（こ）い」と言うとき，どのよ一うに言いますか。

217

Aさんに「早く食べろ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「早く食べろ」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「早く食べろ」と言うとき，どのように言いますか。

218

Aさんに「中に入れ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「中に入れ」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「中に入れ」と言うとき，どのように言いますか。

219

Aさんに「そこにいろ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「そこにいろ」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「そこにいろ」と言うとき，どのように言いますか。

220

Aさんに「早くしろ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「早くしろ」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「早くしろ」と言うとき，どのように言いますか。

221

Aさんに「今日はいい天気だなあ」と言うとき，「いい天気だなあ」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日はいい天気だなあ」と言うとき，「いい天気だなあ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「今日はいい天気だな亙」と言うとき，「いい天気だなあ」のところをどのように言いま
すか。

222

Aさんに「今日は寒いね」と言うとき，「寒いね」のところをどのように言いますか。
Bさんに「今日は寒いね」と言うとき，「寒いね」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「今日は寒いね」と言うとき，「寒いね」のところをどのように言いますか。

223

Aさんに「私はあした東京に行く」と言うとき，「東京に行く」のところをどのように言いますか。
Bさんに「私はあした東京に行く」と言うとき，「東京に行く」のところをどのように言いますか。

では，奥さんに「私はあした東京に行く」と言うとき，「東京に行く」のところをどのように言います
か。

224

Aさんに「あしたもここに来る」と言うとき，「ここに来る」のところをどのように言いますか。
Bさんに「あしたもここに来る」と言うとき，「ここに来る」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「あしたもここに来る」と言うとき，「ここに来る」のところをどのように言いますか。

225

Aさんに「あしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言いますか。
Bさんに「あしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「あしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言いますか。

226

Aさんから「これから何をするか」と聞かれて「手紙を書く」と答えるとき，どのように言いますか。
Bさんから「これから何をするか」と聞かれて「手紙を書く」と答えるとき，どのように言いますか。
では，奥さんから「これから何をするか」と聞かれて「手紙を書く」と答えるとき，どのように言いま
すか。

227

Aさんに「そのことは知っている」と言うとき，「知っている」のところをどのように言いますか。
Bさんに「そのことは知っている」と言うとき，「知っている」のところをどのように言いますか。

では，奥さんに「そのことは知っている」と言うとき，「知っている」のところをどのように言います
か。

228

Aさんに「その荷物は私が持つ」と言うとき，「私が持つ」のところをどのように言いますか。
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＊あなたは「荷物を持タセテイタダク」という言い方をすることがありますか。
Bさんに「その荷物は私が持つ」と言うとき，「私が持つ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「その荷物は私が持つ」と言うとき，「私が持つ」のところをどのように言いますか。
229

Aさんに「あなたに見せたいものがある」と言うとき，「見せたいものがある」のところをどのように言
いますか。

Bさんに「あなたに見せたいものがある」と言うとき，「見せたいものがある」のところをどのように言
いますか。

では，奥さんに「あなたに見せたいものがある」と言うとき，「見せたいものがある」のところをどのよ
うに言いますか。

230

Aさんに「あなたに聞きたいことがある」と言うとき，「聞きたいことがある」のところをどのように言
いますか。

Bさんに「あなたに聞きたいことがある」と言うとき，「聞きたいことがある」のところをどのように言
いますか。

では，奥さんに「あなたに聞きたいことがある」と言うとき，「聞きたいことがある」のところをどのよ
うに言いますか。

231

Aさんに「あなたに言いたいことがある」と言うと．き，「言いたいことがある」のところをどのように言
いますか。

Bさんに「あなたに言いたいことがある」と言うとき，「言いたいことがある」のところをどのように言
いますか。

では，奥さんに「あなたに言いたいことがある」と言うとき，「言いたいことがある」のところをどのよ
うに言いますか。

232

Aさんに「これからあなたのところに行く」と言うとき，「行く」のところをどのように言いますか。
Bさんに「これからあなたのところに行く」と言うとき，「行く」のところをどのように言いますか。

では，奥さんに「これからあなたのところに巫」と言うとき，「行く」のところをどのように言います
か。

233

Aさんに「これは，あなたからもらったものだ」と言うとき，「もらったものだ」のところをどのように
言いますか。

Bさんに「これは，あなたからもらったものだ」と言うとき，「もらったものだ」のところをどのように
言いますか。

では，奥さんに「これは，あなたからもらったものだ」と言うとき，「もらったものだ」のところをどの
ように言いますか。．

234

Aさんに「これをあなたにやろう」と言うとき，rやろう」のところをどのように言いますか。
Bさんに「これをあなたにやろう」と言うとき，「やろう」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「これをあなたにやろう」と言うとき，．「やろ．う」のところをどのように言いますか。

235

Aさんに「これはめずらしい本だ」と言うとぎ，「めずらしい本だ」のところをどのように言いますか。
Bさんに「これはめずらしい本だ」と言うとき，「めずらしい本だ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「これはめずらしい本だ」と言うとき，「めずらしい本だ」のところをどのように言いま
すか。

236

Aさんに「これはめずらしい本だね」と言うとき，「めずらしい本だね」のところをどのように言います
か。

Bさんに「これはめずらしい本だね」と言うとき，「めずらしい本だね」のところをどのように言います
か。
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では，奥さんに「これはめずらしい本だね」と言うとき，「めずらしい本だね」のところをどのように冨
いますか。

237

Aさんに「この本は私のだ」と言うとき，「私のだ」のところをどのように言いますか。
Bさんに「この本は私のだ」と言うとき，「私のだ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「この本は私のだ」と言うとき，「私のだ」のところをどのように言いますか。

238

Aさんに「手紙をくれ」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「手紙をくれ」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「手紙をくれ」と言うとき，どのように言いますか。

239

Aさんに「手紙をくれてありがとう」と言うとき，「手紙をくれて」のところをどのように言いますか。
Bさんに「手紙をくれてありがとう」と言うとき，「手紙をくれて」のところをどのよう．に言いますか。

では，奥さんに「手紙をくれてありがとう」と言うとき，「手紙をくれて」のところをどのように言いま
すか。

240

Aさんに「この手紙を書いてくれ」と言うとき，「書いてくれ」のところをどのように言いますか。
Bさん亭と「この手紙を書いてくれ」と言うとき，「書いてくれ」のところをどのように言いますか。

では，奥さんに「この手紙を書いてくれ」と言うとき，「書いてくれ」のところをどのように言います
か。

241

Aさんに「こちらへ来てくれ」と言うとき，「来てくれ」のところをどのように言いますか。
Bさんに「こちらへ来てくれ」と言うとき，「来てくれ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「こちらへ来てくれ」と言うとき，「来てくれ」のところをどのように言いますか。

242

Aさんに「承知した」と言うとき，どのように言いますか。
Bさんに「承知した」と言うとき，どのように言いますか。
では，奥さんに「承知した」と言うとき，どのように言いますか。

243

Aさんに「（私の）父はあしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言います
か。

Bさんに「（私の）父はあしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言います
か。

では．，奥さんに「（私の）父はあしたは家にいる」と言うとき，「家にいる」のところをどのように言い
ますか。

244

Aさんに「（私の）父はすぐもどるからしばらく待ってくれ」と言うとき，「すぐもどるからしばらく
待ってくれ」のところをどのように言いますか。

Bさんに「（私の）父はすぐもどるからしばらく待ってくれ」と言うとき，「すぐもどるからしばらく
待ってくれ」のところをどのように言いますか。
では，奥さんに「（私の）父はすぐもどるからしばらく待ってくれ」と言うとき，「すぐもどるからしば
らく待ってくれ」のところをどのように言いますか。
245

Aさんに「校長先生はどこに行ったか」とたずねるとき，「どこに行ったか」のところをどのように言い
ますか。

Bさんに「校長先生はどこに行ったか」とたずねるとき，「どこに行ったか」のところをどのように言い
ますか．

では，奥さんに「校長先生はどこに行ったか」とたずねるとき，「どこに行ったか」のところをどのよう
に言いますか。

246

自分の父親に「どこに行くか」とたずねるとき，どのように言いますか。

247

自分の孫に「どこに行くか」とたずねるとき，どのように言いますか。
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248

あなたの奥さんがあなたにむかって，「どこに行くか」と聞く場合は，奥さんはどのように言うでしょ
う。

時

午前

終わった時刻

分

午後
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方言文法の全国調査

第1調査票

調査を始める前に。

○

これは，話者自身がくつろいだときとか，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことぼについての調査
である。したがって，今は使わない昔のことばや，話老が使わない他の人のことばなどは，そのように注記

してほしい。

午前

開始時刻

時

分

午後

否
001

定

形

「8時になってもまだ起きない」と言うときの「起きない」のところは，地方によって，オキネー・オキ
ン・オキランなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

002

「12時になってもまだ寝ない」と言うときの「寝ない」はどうですか。

003

「10時になってもまだ来ない」と言うときの「来ない」はどうですか。

004

「仕事を頼んだのにまだしない」と言うときの「しない」はどうですか。

50
60
70
80
90
00
20
30
40
5
1
10
1
1
1
1
0

（「ヤル」を使った形は採らない。）

「あの人は仕事を他人にまかせない」と言うときの「まかせない」はどうですか。
「寒いから窓をあけない」と言うときの「あけない」はどうですか。
「手紙を書かない」と言うときの「書かない」はどうですか。
「金が足りない」と言うときの「足りない」はどうですか。
「人に金を貸さない」と言うときの「貸さない」はどうですか。
「人から金を借りない」と言うときの「借りない」はどうですか。
「朝はテレビを見ない」と言うときの「「見ない」はどうですか。

「一日中テレビを見ていても飽きない」と言うときの「飽きない」はどうですか。

・

「足でボールを蹴らない」と言うときの「蹴らない」はどうですか。
「この品物の値段はあまり高くない」と言うときの「高くない」はどうですか。

「ここは車が通るのであまり静かでない」と言うときの「静かでない」はどうですか。

016

終

止

形

「朝早く起きる」と言うときの「起きる」のところは，地方によって，オキル・オクルなど，いろいろの

言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

017

「早く寝る」と言うときの「寝る」はどうですか。

018

「窓をあける」と言うときの「あける」はどうですか。

019

「ここに来る」と言うときの「来る」はどうですか。

020

「一日中仕事をする」と言うときの「する」はどうですか。

021

「仕事に飽きる」と言うときの「飽きる」はどうですか。

022

「仕事を他人にまかせる」と言うときの「まかせる」はどうですか。

023

「手紙を書く」と言うときの「書く」はどうですか。

024

「無理に手紙を書かせる」と言うときの「書かせる」はどうですか。

025

「悪いことをすると新聞に書かれる」と言うときの「書かれる」はどうですか。

く

く

（「ヤル」を使った形は採らない。）

（「ダサレル」「ノル」などは採らない。）
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026

「これだけ有れば金は足りる」と言うときの「足りる」はどうですか。

027

「蝉は10日で死ぬ」と言うときの「死ぬ」はどうですか。

028

「ここは車が通らないので静かだ」と言うときの「静かだ」はどうですか。

029

「手紙を筆で書く人」と言うときの「書く人」のところはどのように言いますか。

せみ

連

体

形

（「人」の部分も含めて記録する。）

030

「店で，高い物を買う」と言うときの「高い物」はどうですか。

031

「ここは車が通らない静かなところだ」と言うときの「静かなところ」はどうですか。

（「物」の部分も含めて記録する。）

（「ところ」の部分も含めて記録する。）

命
032

令

形

「ぐずぐずしないで早く起きろ」と言うときの「起きろ」のところは，地方によって，オキロ・オキレ・
オキヨなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。

033

「ぐずぐずしないで早くしろ」と言うときのrしろ」はどうですか。
（「ヤル」を使った形は採らない。）

034

「窓をあけろ」と言うときの「あけろ」はどうですか。

035

「あれを見ろ」と言うときの「見ろ」はどうですか。．

036

「ここに来い」と言うときの「来い」はどうですか。

037

「足でボールを蹴れ」と言うときの「蹴れ」はどうですか。

038

「その仕事はおれにまかせろ」と言うときの「まかせろ」はどうですか。

039

「おれに手紙を書かせろ」と言うときの「書かせろ」はどうですか。

040

「きのう手紙を出した」と言うときの「出した」のところは，地方によって，ダシタ・ダイタなど，いろ

過

去

形

10
20
30
50
60
70
80
90
00
10
20
3
4
4
4
40
4
4
4
4
4
5
5
5
5
0

いろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
「手紙を書いた」と言うときの「書いた」はどうですか。
「孫に手紙を書かせた」と言うときの「書かせた」はどうですか。
「酒を飲んだ」と言うときの「飲んだ」はどうですか。
「飛行機が飛んだ」と言うときの「飛んだ」はどうですか。
と

と

「包丁を研いだ」と言うときの「研いだ」はどうですか。
「きのう学校に行った」と言うときの「行った」はどうですか。
「足でボールを蹴った」と言うときの「蹴った」はどうですか。

「もう仕事に飽きた」と言うときの「飽きた」はどうですか。．
「仕事を人にまかせた」と言うときの「まかせた」はどうですか。
「金を人に貸した」と言うときの「貸した」はどうですか。

「1個100円のりんごを買った」と言うときの「買った」はどうですか。
「自分の家を建てた」と言うときの「建てた」はどうですか。
「立派な家が建った」と言うときの「建った」はどうですか。
「山の頂上に立った」と言うときの「立った」はどうですか。
「この着物は高かった」と言うときの「高かった」はどうですか。

「あそこは車が通らないので静かだった」と言うときの「静かだった」はどうですか。

て・なる形

057

「この品物は，値段が高くて質も良い」と言うときの「高くて」のところはどのように言いますか。

058

「物の値段がだんだん高くなる」と言うときの「高くなる」はどうですか。

一115一

059

「この品物はだんだん珍しくなる」と言うときの「珍しくなる」はどうですか。

060

自分自身で「あしたは早く起きよう」とつぶやくときの「起きよう」のところはどのように言います

意

志

形

か。

061

「今夜は早く寝よう」とつぶやくときの「寝よう」はどうですか。

062

「早くしよう」とつぶやくときの「しよう」はどうですか。

063

「窓をあけよう」とつぶやくときの「あけよう」はどうですか。

064

「あしたもここに来よう」とつぶやくときの「来よう」はどうですか。

065

「手紙を書こう」とつぶやくときの「書こう」はどうですか。

066

「息子に手紙を書かせよう」とつぶやくときの「書かせよう」はどうですか。

067

「あいつは，たぶん手紙を書くだろう」と言うときの「書くだろう」のところは，地方によって，カクダ

（「ヤル」を使った形は採らない。）

推

量

形

ロー・カクベーなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
く

く

068

「あいつは，あした，たぶん来るだろう」と言うときの「来るだろう」はどうですか。

069

「あいつは，たぶんその仕事をするだろう」と言うときの「するだろう」のところはどのように言います
か。

（「ヤル」を使った形は採らない。）

070

「この着物はたぶん高いだろう」と言うときの「高いだろう」はどうですか。

071

「あそこは，車が通らないのでたぶん静かだろう」と言うときの「静かだろう」はどうですか。

072

「留守のときに来られると困る」と言うときの「来られる」のところはどのように言いますか。

073

「壁に落書をされる」と言うときの「される」はどうですか。

受

身

形

（「ヤル」を使った形は採らない。）

074

「無理に手紙を書かせられる」と言うときの「書かせられる」はどうですか。

075

「孫に庭の掃除をさせる」と言うときの「させる」のところはどのように言いますか。．

076

「孫を無理に来させる」と言うときの「来させる」はどうですか。

使

役

形

（「ヤル」を使った形を採らない。）

（「ヨブ」「ヨコサセル」などは採らない。）

077

「孫に窓をあけさせる」と言うときの「あけさせる」はどうですか。

078

「もっと早く起きれば良かった」と言うときの「起きれば」のところはどのように言いますか。

079

「もっと早く来れば良かった」と言うときの「来れば」はどうですか。

080

「早くすれば良かった」と言うときの「すれば」はどうですか。

081

「きのう手紙を書けば良かった」と言うときの「書けば」はどうですか。

仮定形1
く

く

（「ヤル」を使った形は採らない。）

082

「あいつにまかせれば良かった」と言うときの「まかせれば」はどうですか。

083

それでは，「死ねば」はどうですか。

084

「値段がもっと高ければ良かった」と言うときの「高ければ」はどうですか。

085

めし
「さきに起きるなら，飯を作っておいてくれ」と言うときの「起きるなら」のところは，地方によって，

仮定形2

オキルナラ・オキラバ・オキルンヤッタラなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように
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言いますか。
く

く

086

「家に来るなら，電話をしてから来てくれ」と言うときの「来るなら．」はどうですか。

087

「するなら早くしてくれ」と言うときの「するなら」はどうですか。

088

「手紙を書くなら，字をきれいに書いてくれ」と言うときの「書くなら」はどうですか。

089

「そんなに値段が高いなら買わない」と言うときの「高いなら」はどうですか。

090

「そこがそんなに静かなら，おれも住んでみたい」と言うときの「静かなら」はどうですか。

（「ヤル」を使った形は採らない。）

助詞など

091

「今日は寒いなあ。だけど，どうしても行かなければならない」と言うときの「だけど」のところはどの
ように言いますか。

092

「少し寒いけれどもがまんしよう」と言うときの「寒いけれども」のところはどのように言いますか。

093

「毎日雨ばかり降っている」と言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いますか。

094

「雨が降ってきたぞ」と言うときにはどのように言いますか。

095

「雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「雨が降っているからやめろ」のところはどのよう

096

孫に，注意したのに間違いをおこしたので，「だから，するなと言ったじゃないか」と言うときの「だか

（注目点は「雨が」の部分であるが傍線部分全体を記録する。）

に言いますか。

ら」のところはどのように言いますか。
097

「木を植えたのに枯れてしまった」と言うときにはどのように言いますか。

098

「車が有ると町に行くのに便利だ」と言うときの「行くのに」のところはどのように言いますか。

099

「きのう，田中という人が来た」と言うとぎの「田中という人」のところはどのように言いますか。

100

「きのう，家に先生が来られた」と言うときの「先生が来られた」のところはどのように言いますか。

101

「きのう，家にどうぼうが入った」と言うときの「どろぼうが入った」のところはどのように言います
か。

（100と101で尊卑による「ガ」「ノ」の使いわけを見る。）

102

「ここに有るのは何か」と言うときにはどのように言いますか。

103

「それはおれの手ぬぐいだ」「と言うときの「おれの手ぬぐい」のところはどのように言いますか。

104

「それは先生の手ぬぐいだ」と言うときの「先生の手ぬぐい」のところはどのように言いますか。

105

「それはどうぼうの手ぬぐいだ」と言うときの「どろぼうの手ぬぐい」のところはどのように言います
か。

（104と105で尊卑による「ガ」「ノ」の使いわけを見る。）

106

友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて，「東の方へ行け」と教えるときにはどのように
言いますか。
（〜の方への形を求珍る。）

107

「やっと東京に着いた」と言うときにはどのように言いますか。

108

「きのう花火を見に行った」と言うときの「見に行った」のところはどのように言いますか。

109

「買物がてら見物ナる」と言うときの「買物がてら」のところはどのように言いますか。

110

「きのう仕事に行った」と言うときにはどのように言いますか。

111

「帰りがけに買物をした」と言うときの「帰りがけに」のところはどのように言いますか。

112

「息子が大工になった」と言うときにはどのように言いますか。

113

「本はここに有る」と言うときの「ここに有る」のところはどのように言いますか。

（名詞＋「に」の形を求める。「仕事をしに」などの形は採らない。）
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114

「その本をおれに貸せ」と言うときの「おれに貸せ」のところはどのように言いますか。

115

「おれを連れていってくれ」と言うときにはどのように言いますか。

116

「酒が飲みたいなあ」と言うときにはどのように言いますか。

117

「おれは酒が好きだ」と言うときにはどのように言いますか。

118

「あの人は毎晩酒を飲む」と言うときの「酒を飲む」のところはどのように言いますか。

119

あの人は，①ビールは飲まないが，②璽飲む」と言うときの「ビールは飲まないが，酒は飲む」のと

（注目点は「酒が」の部分であるが傍線部分全体を記録する。）

0
21
21
23
24
25
26
27
28
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ころはどのように言いますか。

（「あれは何か」と聞かれて）「あれは学校だ」と答えるときにはどのように言いますか。
「運動場で遊ぶ」と言うときの「運動場で」のところはどのように言いますか。

「息子に手伝いに来てもらった」と言うときの「息子に」のところはどのように言いますか。
「息子は船で来た」と言うときの「船で来た」のところはどのように言いますか。
「犬に追いかけられた」と言うときにはどのように言いますか。

「何が起こるやらわからない」と言うときの「何が起こるやら」のところはどのように言いますか。
「むこうから誰やら来た」と言うときの「「誰やら来た」のところはどのように言いますか。
「筆やら紙やらたくさんもらった」と言うときの「筆やら紙やら」のところはどのように言いますか。
「パンでも御飯でも，好きなほうを食べなさい」と言うときの「パンでも御飯でも」のところはどのよう

に言いますか。

129

「食いながら歩くな」と言うときにはどのように言いますか。

130

「食って寝るだけなら，犬や猫と同じだ」と言うときの「食って寝るだけなら」のところはどのように言

いますか。

131

「まんじゅうを皮だけ食べ．た」と言うときの「皮だけ食べた」のところはどのように言いますか。

132

「みかんを皮ごと食べた」と言うときの「皮ごと食べた」のところはどのように言いますか。

133

「お茶でも飲もう」と言うときにはどのように言いますか。

134

店で「みかんを百円ぶんください」と言うときの「百円ぶん」のところはどのように言いますか。

135

（百円の買物をして一万円を出し）「すみませんが，一万円でお願いします」と言うときの「一万円でお
願いします」のところはどのように言いますか。

136

「小遣いを百円くらい使った」と言うときの「百円くらい使った」のところはどのように言いますか。

137

「百円しか無い」と言うときにはどのように言いますか。

138

「安ければ安いほど良い」と言うときにはどのように言いますか。

139

「傘なんかいらない」と言うときにはどのように言いますか。

140

「それよりあの方が良い」と言うときにはどのように言いますか。

141

「子どもなのでわからなかった」と言うときの「子どもなので」のところはどのように言いますか。

142

「子どもでも知っている」と言うときの「子どもでも」のところはどのように言いますか。

143

「もしかしたら，お前は東京に行くのではないか」と尋ねときの「行くのではないか」のところはどのよ

144

「行くだの行かないだのぐずぐず言うな」と言うときの「行くだの行かないだの」のところはどのように

うに言いますか。

言いますか。

145

「そんなことを言うな」と言うときの「そんなことを」のところはどのように言いますか。

146

「仕事を今日こそ終わらせる」と言うときの「今日こそ終わらせる」のと．ころはどのように言いますか。

午前
終了時刻

午後
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時

分

方言文法の全国調査

第2調査票

調査を始める前に。

○

これは，話者持自身がくつろいだときとか，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調
査である。したがって，今は使わない昔のことばや，話者が使わない他の人のことばなどは，そのように注

記してほいい。

開始時刻

時

分

録音：147〜157
命令・禁止・義務表現
147

旨いつまでも寝ている孫にむかって，起きるようにやさしく言うとき，どのように言いますか。

148

それでも起きないので，起きるようにきびしく言うとき，どのように言いますか。

149

部屋の空気が悪いので，孫にむかっで，窓をあけるようにやさしく頼むとき，どのように言いますか。

150

なかなかあけないので，窓をあけるようにきびしく言うとき，どのように言いますか。

151

孫にむかって，やさしく「そっちへ行くな」と言うとき，どのように言いますか。

152

孫にむかって，きびしく「そっちへ行くな」と言うとき，どのように言いますか。

153

孫にむかって，「そっちへ行ってはいけない」と言うとき，どのように言いますか。

154

親しい友達にむかって，「おれほあした役場に行かなければならない」と言うとき，「行かなければなら
ない」のところをどのように言いますか。

強調・詠嘆表現
155

親しい友達から「今度の旅行に行くか」と聞かれ，「もちろん丘≦」と答えるとき，どのように言います
か。

156

「今度の旅行に，お前の家では誰が行くんだ」と聞かれて，「おれが行くんだ」と答えるとき，どのよう
に言いますか。
（「おれが」の部分も含めて記録する。）

157

話は変わりますが，美しし｝花を見て，感動して「あの花の美しいこと！」と言うとき，どのように言い
ますか。

意志・勧誘・希望表現
158

「おれは東京に行こうと思っている」と言うとき，．「行こうと思っている」のところをどのように言いま
すか。

159

「もうそんなところへなんか，、けっして行くまい」と心に決めるとき，「行くまい」のところをどのよう
に言いますか。
（「イカナイ」などでも可。）

160

友達を温泉に誘ったのですが友達は迷っています。そこで「いっしょに行こうよ」と誘うとき，どのよ

161

「温泉に行きないなあ」とつぶやくとき，「行きないなあ」のところをどのように言いますか。

うに言いますか。

162

「温泉に行きたくてたまらない」と言うとき，「行きたくてたまらない」のところをどのように言います
か。
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163

「温泉には行きたくない」と言うとき，「行きなくない」のところをどのように言いますか。

164

「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき，「行ってもらいたい」のところをどの
ように言いますか。

推量・様態・伝聞表現
165

友達から「あの人は今日役場に行くだろくか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行くだろう」と答えると
き，どのように言いますか。

166

それでは，「たぶん行かないだろう」と答えるとき，どのように言いますか。

167

道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行くのだろうか」と聞かれ，「役場に行くのだろ

168

友達から「あの人はきのう役場に行っただろうか」と聞かれ，「行っただろう」と答えるとき，どのよう

ユ69

友達から「あの人はどこへ行ったのだろうか」と聞かれ，「役場に行ったのだろう」と答えるとき，

ユ70

「あしたはたぶん雨だろう」と言うとき，「たぶん雨だろう」のところをどのように言いますか。

う」と答えるとき，「行くのだろう」のところはどのように言いますか。

に言いますか。

「行ったのだろう」のところをどのように言いますか。

（「雨が降るだろう」の形は採らない。）
ユ71

「雨が今にも降りそうだ」と言うとき，「降りそうだ」のところをどのように言いますか。

172

「こっちの方がどうも良さそうだ」と言う．とき，「良さそうだ」のところをどのように言いますか。

173

顔色の悪い人を見て「あの人はどうも病気らしい」と言うとぎ，「病気らしい」のところをどのように言
いますか。

174

「天気予報ではあしたは雨だそうだ」と言うとき，「雨だそうだ」のところをどのように言いますか。

！75

「あの人の話では，東京はずいぶん物価が高いそうだ」と言うとき，「高いそうだ」のところをどのよう

（「雨が降るそうだ」にあたる形は採らない。）

に言いますか。
176

たとえば，「昔，昔，あの山に鬼がいたそうだ」と言うとき，「鬼がいたそうだ」のところをどのように
言いますか。

177

「あの山はまるで富土山のようだ」と言うとき，「富士山のようだ」のところをどのように言いますか。

178

「あした雨が降れば船は出ないだろう」と言うとき，「雨が降れば」のところをどIDように言いますか。

仮定表現
179

「あした雨が降ったらおれは行かない」と言うとき，「雨が降ったら」のところはどのように言います
か。

180

「あそこには行かなくても良い」と言うとき，「行かなくても良い」のところをどのように言いますか。

181

「お前が行ったってだめだ」と言うとき，「行ったってだめた」のところをどのように言いますか。

182

「お前が行くとその話はだめになりそうだ」と言うとき，「お前が行くと」のところをどのように言いま
すか。

183

「お前が行かないならおれも行かない」と言うとき，「お前が行かないなら」のところをどのように言い
ますか．

184

「そこに行ったらもう会は終わっていた」と言うとき，「そこに行ったら」のところをどのように言いま
すか。

185

「あんなところに行かなければ良かった」と言うとき，「行かなければ良かった」のところをどのように
言いますか。

疑問・反語表現
186

友達から，今度の団体旅行に行くかどうかを尋ねられて，「行くか行かないか分からない」と答えるとし
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たら，どのように言いますか。
187

それでは，「誰が行くか分からない」と言うとしたら，「誰が行くか」のところをどのように言います
か。

188．

子どもが道で何かを拾ってきたので，子どもに「それは何か」と尋ねるとしたら，どのように言います
か。

189

「そのことは誰かが知っているだろう」と言うとき，「誰かが知っているだろう」のところをどのように
言いますか。
（「ダレカ」でも可。）

190
191

「それはどこかに有るだろう」と言うとき，「どこかに有るだろう」のところをどのように言いますか。
「その話はいっか聞いた．ことが有る」と言うとき，「いっか聞いたことが有る」のところをどのように言
いますか。

192

自分自身で「これで良いのかな」とつぶやくとき，「良いのかな」のところをどのように言いますか。

193

「そんなこと誰がやるものか」と強く言うとき，「誰がやるものか」のところをどのように言いますか。

194

あることを，必ずやるという気持で「やらないことがあるものか」と言うとしたら，どのように言いま

（「スル」を使った形は採らない。）

すか。．

195

く
友達が，また台風が来るようだと言っているので，あなたは驚いて，「何，また台風が来るんだって？」
く
と問い返すとします。そのとき，「来るんだって？」のところをどのように言いますか。

196

「仕事に行かないで遊んではかりいる」と言うとき，「行かないで」のところをどのように言いますか。

197

「子どもが仕事に行かなくて困った」と言うとき，「行かなくて困った」のところをどのように言います

否定表現
（「仕事シナイデ」「仕事ニデナイデ」などは採らない。）

か。

198

「きのうは役場に行かなかった」と言うとき，「行かなかった」のところをどのように言いますか。

199

「きのうは役場になど行きはしなかった」と言うとき，「行きはしなかった」のところをどのように言い
ますか。
（「行かなかった」と「行きはしなかった」とを区別せず，同じ形式で表現する地域もある。）

200

「あの人はテレビなど見はしない」と言うとき，「見はしない」のところをどのように言いますか。

201

「あの人はこんなところになど来はしない」と言うとき，「来はしない」のところをどのように言います

き

き

か。

202

友達から「その着物は高かったか」と聞かれて，「いや，それほど高くはなかった」・と答えるとき，「高

203

「きのうは運動会が有ったか」と聞かれて，「いや，無かった」と答えるとき，どのように言いますか。

204

友達から「今，お前のところに車は無いだろう？」と聞かれて，「うん，無いよ」と答えるとき，どのよ

くはなかった」のところはどのように言いますか。

うに言いますか。
（返事「うん」の部分も含めての回答を求める。）

205

それでは，友達から「今，お前のところに車は無いだろう？」と聞かれて，「いや，有るよ」と答えると
き，どのように言いますか。
（「返事いや」の部分も含めての回答を求める。）

授受表現
206

「友達から本をもらった」と言うとき，「本をもらった」のところをどのように言いますか。

207

親しい友達に「おれにタバコを1本くれ」と言うとき，「1本くれ」のところをどのように言いますか。

208

友達に「きのう，うちの孫に本をやった」と言うとき，「本をやった」」のところをどのように言います
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か。

209

孫にむかって，「犬に餌をやったか」と聞くとき，「餌をやったか」のところをどのように言いますか。

210

「うちの孫はまだ小さくて字を知らないので本を読むことができない」と言うとき，「読むことができな

可能表現
い」のところをどのように言いますか。
（「能力可能」の表現を求める。）

211

「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができる」と言うとき，「読むことができる」のところ
をどのように言いますか。
（「能力可能」の表現を求める。）

212

「電燈が暗いので新聞を読むことができない」と言うとき，「読むことができない」のところをどのよう
に言いますか。
（「状況可能」の表現を求める。）

213

「電燈が明るいので新聞を読むことができる」と言うとき，「読むことができる」のところをどのように
言いますか。
（「状況可能」の表現を求める。）

2 14

「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない」と言うとき，「着ることができない」のところを
どのように言いますか。（能力）

2 15

「うちの孫は一人で着物を着ることができる」と言うとき，「着ることができる」のところはどのように
言いますか。（能力）

2 16

「この着物は古くなったのでもう着ることができない」と言うとき，「着ることができない」のところを
どのように言いますか。（状況）

2 17

「この着物は古くなったければもまだ着ることができる」と言うとき．，「着ることができる」のところを
どのように言いますか。（状況）

2 18

「目覚し時計があるので早く起きることができる」と言うとき，「起きることができる」のところをどの
ように言いますか。（状況）

2 19

く

く

「車が有るので早く来ることができる」と言うとき，「来ることができる」のところをどのように言いま
すか。（状況）

220

「この万年筆はすらすらと書くことができる」と言うとき，「書くことができる」のところをどのように
言いますか。
（自然にそういう状態になっていることを表わす表現を求める。）

221

「こんな簡単な仕事なら，おれにだってすることができる」と言うとき，「することができる」のところ
をどのように言いますか。

222

「こんな簡単な仕事ならおれにだってできる」と言うとき，「できる」のところをどのように言います
か。

（「ヤレル」「シラレル」などは採らない。）

過去・回想表現
223

昔のことを思い出して，「あのときはおもしろかったなあ」と言うとき，「おもしろかったなあ」のとこ

224

昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，その友達に言います。「昔，二人で祭り

ろをどのように言いますか。

に……」その次にどのように言いますか。
（「行く」を使った形を求める。）

225

昔，自分が子どものころに，この土地にもの知りの人がいました。その人のことを孫に教えてやりま
す。「昔，ここにもの知りの人が……」その次にどのように言いますか。
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（ていねいな形は採らない。）

226

さっきまで相撲大会がありました。大変強い人がいたので，家に帰ってその人のこを家族に話すとしま
す。「あの人はずいぶん相撲が強……」その次にどのように言いますか。
（「強い」を使った形を求める。）

227

あなたは役場で，事務の人が筆で字をじょうずに書いているのを見ました。家に帰ってそのことを家族
に話すとします。「あの人は享をじょうずに……」その次にどのように言いますか。
（「書く」を使った形を求める。）

228

229

「その本はもう読んでしまった」と言うとき，「読んでしまった」のところをどのように言いますか。

「あの人は，さっきまで確かにここにいた」と言うとき，「ここにいた」のところをどのように言います
か。

（ていねいな形は採らない。）

230

親しい友達の家を尋ねて，入口で「OOさん，いるか」と言うとき，どのように言いますか。

アスペクト表現

231絵 桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て，「今，花がチッテイル」と言いますか，「チリ
ヨル」と言いますが，それとも別の言い方をしますか。
（「チル」の進行態を求める。）

232絵 前の晩に雨が降って桜の花がすっかり散ってしまったとします。地面に落ちている花びらを見て，「花
がチッテイル」と言いますか，「チットル」と言いますか，それとも別の言い方をしますか。
（「チル」の結果態を求める。）

233絵 風が強くて今にも桜が散りそうなとき，「桜がチリヨル」と言いますか，それとも別の言い方をします
か。

（将然態として「チリヨル」を使うかどうかを見る。）

234絵

飼っている金魚が急に元気が無くなって死にそうになっています。そんなとき，「金魚がシ＝ヨル」と言
いますか，それとも別と言い方をしますか。

235絵

あなたは崖から足を滑らせてもう少しで落ちそうになりました。家に帰って，「もう少しで落ちるとこ

236絵

今，近くで運動会が開かれています。そういうとき，「運動会がアリヨル」と言いますか，それとも別の

ろだった」と言うとき，どのように言いますか。

言い方をしますか。

あいさつ表現

237絵 朝，近所の目上の人に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えて
ください。

238絵

日中，働いている人のそばを通りかかったとき，どのように声をかけますか。

239絵

目上の人の家を日中尋ねたとき，その家の玄関で，どのように声をかけますか。
（玄関に入る前と入ってからとで区別があれば注記する。）

240絵

夜，近所の目上の人に出会ったとき，どんなあいさつをしますか。

241絵

人から物をもらって「ありがとう」とお礼を言うとき，どのように言いますか。

待遇表現
以下の項目においては，いずれも土地の本来的な表現として，
0

は敬意の無い形式を，

A

はやや敬意のある形式を，

B

はもっとも敬意のある形式を，

それぞれ求めることを目標とする。AとBとで同じ形式が出た場合，両場面で，土地の表現として形式
の区別が無いのかどうかを確めること。
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242−O

親しい友達にむかって，「これはお前の傘か」と聞くとき，「お前の傘か」のところをどのように言いま

（カード）

すか。
（対称の代名詞および文末形式を求める。「お前のか」のような「傘」部分のない回答も可。）

一A

では，今の言い方を，近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

230−0

親しい友達にむかって，「この傘はおれのだ」と言うとき，「おれのだ」のところをどのように言います

（カード）

か。
（自称の代名詞及び文末形式を求める。）

一A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

244−0

親しい友達にむかって，「今日は寒いな」と言うとき，「寒いな」のところをどのように言いますか。

（カード）
（文末形式に注目。）

D

−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

245−O

親しい友達にむかって，「今日，役場に①なあ，行ったら②なあ」のように言うとき，「役場になあ，

（カード）

行ったらなあ」のところをどのように言いますか。

一A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

246−0 親しい友達にむかって，「どこへ行くのか」と行先をたずねるとき，どのように言いますか。
（力甑ド）近所の知り合いの人にむか。て，ややていねいに言うときはどうですか．

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

247−O

親しい友達から「あした，おれのところに来るんだろう？」と聞かれて，「うん，行くよ」と答えると

（カード）

き，どのように言いますか。

（返事「うん」の部分も含めての回答を求める。）

一A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

248一〇

親しい友達から「あれは役場か」と聞かれて，「いや，役場ではない」と答えるとき，どのように言いま

（カード）

すか。
（返事「いや」の部分も含めての回答を求める。）

一A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに言うときはどうですか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。
＊（以下は，A・Bの2段階についてのみ調査。）

249−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「今日は家にいますか」た聞くとき，「家にいますか」

（カード）

のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

250−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「あしたもここに来ますか」と聞くとき，「ここに来ま

（カード）

すか」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

251−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「あの事件を知っていますか」と聞くとき，「知ってい

（カード）

ますか」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

252−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「ひと月に型通手紙を書きますか」と聞くとき，「書き

（カード）

ますか」のところをどのように言いますか。
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一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

253−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「あなたは，ふだん，パンを食べますか」と聞くと

（カード）

き，「食べますか」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

1野，）近所の知り合いの人にむか・て・ややていねいに「あなたは・今・何と言いましたか」と聞き返すと
き，「何と言いましたか」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

1馳・）近所の知り合いの人にむか・て・ややていねいに「こちらの方へ来なさい」と言うとき・「来なさ・・」の
ところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

256−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「この部屋にいなさい」と言うとき，「いなさい」のと

（カード）

ころをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

1饗，）近所の知り合いの人に砂・て・ややていねいに「あそこへは・ノくスで行きなさい」と言うとき」行き
なさい」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

258−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「私は，あしたは家にいます」と言うとき，「家にいま

（カード）

す」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

259−A

近所の知り合いg人にむかって，ややていねいに「私は，あしたもここに来ます」と言うとき，「ここに

（カード）

来ます」のところはどのように言いますか。
一B

この土地の目上の：人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

260−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「その荷物は，私が持ちましょう」と言うとき，「持ち

（カード）

ましょう」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

261−A

近所の知り合いの人が珍しい本を見せてくれました。そこで，その人にむかって，ややていねいに「こ

（カード）

れは珍しい本ですね」と言うとき，「珍しい本ですね」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

262−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「これをあなたにあげましょう」と言うとき，「あげま

（カード）

しょう」のところをどのように言いますか。

一B

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

263−A

近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに「そこに有る本を取ってくれませんか」と言うとき，

（カード）

一B

「取ってくれませんか」のところをどのように言いますか。

この土地の目上の人．にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。

264−A

近所の知り合いの人が尋訟てきました。その人にむかって，ややていねいに「私の父は①すぐ来ますか

（カード）

ら，ちょっと②待ってください」というとき，「すぐ来ますから，ちょっと待ってください」のところを
どのように言いますか。
（「来る」の部分の身内尊敬用法の有無に注目。ただし，「待ってください」の部分も記録する。父親が今はいないなどで答えが得にくい場

合には，いたときのこととして尋ねる。）

一B

265

この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うときはどうですか。
自分の父にむかって，「あしたは家にいるか」と聞くとき，「家にいるか」のところをどのように言いま
すか。

一125一

266

相手をののしって，「むこうへ行きやがれ」のように言うとき，「行きやがれ」のところをどのように言
いますか。
（罵倒の表現を求める。）

267

尊敬している先生のことを話題にして，「あの先生は，いっ東京へ行くのか」と友達に聞くとき，「行く
のか」のところをどのように言いますか。
（第三者への敬語を求める。）

午前

終了時刻
午後

一126一

時

分

・・・…………・・…・・……………・…・……………・…・。…………

iキリトリセン）………………・・…・………………………………・……・・……

第1調査票記録票
調査者番号

（報告用）

調査地点番号

調査者氏名

（フリガナ）．

ｲ査地点
調査した場所

調査地点のおもな産業

○

調査した日

@

19

年

月

日

所要時間

@

時間

分（第1調査票分）

話者氏名

⑱

@

女

生年

@・§

年

現住所

職歴

在学期間総計

最終学歴（学校名）

@

か

@

年

歳

よそへ出た経歴

@

場所

年

初めてよそへ出たときの年齢

よそで生活した期間総計

@

か

年齢

期間

○
父の出身地
母の出身地
妻の出身地

調査地点の旧小字名，話者の特徴，同席者の氏名・経歴など
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理由

第1調査票記録票

（記入・保存用）

日

19

月

調査の日時
年

調査地点のおもな産業

調査した場所

お生まれは

年

⑱女

お名前は何と言いますか。

明・大

お住まいはどちらですか。

お仕事はどんなことをしていますか。

（経歴）

お生まれはここ（この町・村・小字）ですか。

小学校はここ（この町・村・小字）ですか。小学校は何年でしたか（4年か6年か）。

小学校を卒業してから，ずっと今のお仕事ですか（職歴・最終学歴・学校名を聞く）。

よその土地で一年以上生活なさった経験はありませんか（どこで，いくつのとき，どれぐ
らい，なんのために）。

次の：方はどちらのお生まれですか。

おとうさんは…
おかあさんは…

奥さんは…
備考（調査地点の旧小字名，話者の特徴，同席者の氏名・経歴など）
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249（250−264
も同じ形式）

今日は家にいますか
B

A

この土地の目上の人に

ひじょうにていねいに

ややていねいに

近所の知り合いの人に
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この土地の目上の人に

9

も同じ形

ひじょうにていねいに

﹃

σ

go

ややてい湘いに

9

o

■O

近所の知り合いの人に

親しい．友達に

●

澗写・潔

O

242（243一

B

A

0

Oo

かさ

これはお前の傘か

螂鉛

輔

まえ

241．

各図の解説

いてこのような形になったと考えられるものである。も

1．雨が（降ってきた）

ちろん，ここからeを切りだして見出しとしてたてるこ
ともできなくはないが，それをしなかったのは関連項目

〔項目の性格〕

の3．「どうぼうが」などで助詞部分としてeが切りださ

共通語の助詞「が」にあたる形式について見ようとし

れていないからである。

た一連の項目のひとつである。関連項目として2．「先生

〈（amii），（aamii）〉は琉球地方で見られる語形であ

が（来られた）」，3．「どうぼうが（入った）」，4．「酒

る。末尾の母音が長いということでく（amee）〉と同じよ

が（飲みたい）」，5．「酒が（好きだ）」，があり，語形の

うに処理したが，むしろ〈（AME）〉に含める処理の仕方

一部が関連する項目として，10．「あれは（学校だ）」，

もあったかもしれない。

11．「ビールは（飲まない）」，12．「酒は（飲む）」，13．

見出しの順番とは前後するが，〈a＞に含めた回答のう

「おれの（手拭）」，14．「先生の（手拭）」，15．「どろぼう

ち，〔am6自〕4701．13はく（amεa）〉に入れてもいいもの

の（手拭）」がある。

だった可能性があるが，「語形の統合規則」に従って〈a＞

この項目は，「雨が降ってきたぞ」という共通語文を提

に含めた。

示して方言訳を話者に求め，その全体を報告してもらい，

〔語形の分類と記号の与え方〕

「が」の部分を地図化したものである。「雨」に相当する

〔項目の性格〕で述べたように関連項目が多いが，これ

部分は大抵の場合［ame］であり，「が」にあたる部分と

らに共通する語形にはできるだけ同じ記号を与えて統一

の分離はやさしかった。

を図った。

まず，ガの類には水色を与えた。アの類は緑色，ノの

〔語形の処理〕

「雨が」全体を示さざるを得ない場合がいくつか生じ

類は赤色，助詞のない語形は茶色である。

た。まず，〈（amεa）〉はamεを「雨」に相当すると考え

つぎに形について述べる。
ガの類ではくga＞は円形記号のべた，〈oa＞はおなじく

れば〈a＞に含めることができるが，そうしなかった。

なぜかというとamea→amεaのような音声変化の結「

半ぬき，＜gu＞は中白である。＜gu＞は，ほかの類には入

果このような語形が生じたと考えたからである。そうだ

れにくいので音声上の類似からガの類とするのが妥当で

とすれば，〈（amεε）〉と同列に考えるべき語形というこ

あろう。

アの類では，＜a＞は円形記号のべた，〈ε〉は円形記号

とになり，〈（amεε）〉が助詞部分との分離をしていない

以上，こちらも分離はできないということになる。

のぬきでまん中に太い線の入ったもの，〈ja＞は曲玉形記

〈（amia）〉，〈（amεjaa）〉も同様である。

号である。名詞部分と助詞部分が融合した語形は紡錘形

〈（amjaa）〉とく（amja）〉で助詞部分の分離ができない
のは自明のことである。〈（amε）〉に含めたもののなかに

記号で表し，融合する前と拍数が変わらないものは立っ
た形で，拍数が減ったものは横にした形で示した。
ノの類では，〈no＞は正三角形記号のべたで，〈nu＞は

はカタカナでアメァと報告されたもの（5516．19，5517．
75，

5527．81，

5546。66，

5565．12，

5566．37，

二等辺三角形記号のべたで表した。duを語形の一部に含

5579．79）カご

ある。『日本言語地図』の調査用マニュアルに記された表

むものは鳥形記号を使っている。〈nudu＞はべたで，

記法に従って［mε］をメァと表記したと解釈したが，ア

〈nutu＞はその逆さの向きである。ここで［nutu］は2141．

メに軽くアをそえて発音したものをそのまま表記したと

52で記録された語形であるが，この地点（大神島）では

とれないこともない。

有声子音が無声音化することが知られているので

〈（AME）〉は助詞部分を欠くと考えられるものであり，
その内容は「資料一覧」を参照していただきたい。4741．

〈nudu＞から変化した語形であることがわかる。〈N＞は
ぬきの正三角形記号で表した。

＜i＞は，紺のべたのいちょう形記号で表した。

43，4750．66で［ame］，4740．93で［ame］がある。「語
ア

〈（AME）〉は直線記号で，〈（amee）〉は鍬形線記号で，

形の統合規則」に従って［me］を［me］と同じに扱った
が，むしろ［ε］に近い音を表現したものだったかもしれ

〈（amii），（aamii）〉は矢印つきの鍬形線記号で表した。

ない。

〈（amee）〉は前述のようになんらかの助詞的要素が名詞

〈（amee）〉はameになんらかの助詞にあたるものがつ

部分に付いたものの可能性があるが，単に「雨」にあた

一133一

〈（SENSEE）〉に含めた語形のうち，4669．44と4740．93

る語形の末尾の母音が長いだけかもしれない。

のものは［lenl早］である。これはく（seNSε）〉の見出しの

もとに示した回答に近い発音だった可能性がある。

2．先生が（来られた）

〈wa＞は質問文からは，すこしずれているようだが，一単

車でも出現しているので採用した。

〔項目の性格〕

〔語形の分類と記号の与え方〕

共通語の助詞「が」にあたる形式について見ようとし
た一連の項目のひとつである。この項目は特に3「どろ

第1図と共通する語形についての説明は第1図の解説

ぼうが（入った）」と組になっていて，「が」にあたる形

にゆずることにして，それ以外の語形について説明する。

式がその前に来る名詞が尊敬されるべきものを表すかそ

duの入った語形の記号は鳥形記号にするという方針

うでないかで違ってくるかどうかを見ようとするもので

により，〈gadu＞は水色のぬきの鳥形記号で表した。

〈（seNsjaa）〉からく（seNεε）〉までは第1図の

ある。その点で14「先生の（手拭）」，15「どうぼうの（手

〈（amjaa）〉からく（amε）〉までと平行的に記号を与え

拭）」とも密接な関連がある。

この項目は，「先生が来られた」という共通語文を提示

た。

〈na＞には＜no＞と＜a＞の中塗的な記号として赤色の

して方言訳を話者に求め，「先生が」の部分を報告しても

円形半ぬき記号を与えた。〈na＞は音声上の類似から〈no＞

「先生」に相当する部分は，センセー，センセ，シェン

の類として配列したが，〈ηa＞とも音声的に近い。分布を

シェー，ヒェンヒェー，シンシー，シンシン，センセー

考えるとむしろ＜ga＞の直後あたりに配列したほうがよ

サマなどであった。

かったかもしれない。

コ

らい，そのうち「が」の部分を地図化したものである。

〈du＞はくwa＞とともに地点数の少ない語形であり，

尊卑による助詞の使い分けについての注記はたとえば
次のようなものがある。くわしくは「資料一覧」を参照

ほかのグループから分類上孤立しているので紺色を与え

た。duは係助詞の「ぞ」に対応しているともいわれる

されたい。

6377．11はgaとnoの併用であるが，［sense：no］に対

が，他の助詞と結びついてgadu，nuduのような形で使わ

して〈上〉と注記がつけられている。0330．80はuaとnu

れることが多い。この図以外にもduをその一部として

の併用で，「ηa多，nu少し疎遠な感じになる」と注記が

持つ語形が見られるが，du自体にそれほど強い意味はな

つけられている。

いことが多いようである。

〔語形の処理〕

3．どろぼうが（入った）

「先生が」全体を示さざるを得ない場合がいくつか生じ
た。〈（seNsjaa）〉，〈（seNsja）〉，〈（seNsεε）〉，〈（SeNsε）〉

〔項目の性格〕

がそうである。これらはおそらくセンセーあるいはセン

共通語の助詞「が」にあたる形式について見ようとし

セに助詞部分としてアが接続して融合したものであろう。

た一連の項目のひとつである。この項目は2．「先生が（来

そう考えて分類上もそのように処理した。
〈（seNSと）〉に含めたもののなかでカタカナでセンセァ

られた）」の解説で述べたように，第2図と組を成．し，

と報告されたもの（5508．16，5516．19，5517．75，5565．

14．「先生の（手拭）」，15．「どうぼうの（手拭）」とも密

29）がある。第1図でアメァを〈（amε）〉に含めたのと

接な関連をもつ。

この項目は，「どろぼうが入った」という共通語文を掲

同様に処理した。

示して方言訳を話者に求め，「どろぼうが」の部分を報告

〈nu＞に含めたもののうち，2095．60は［∫iη〜innu］であ

してもらい，「が」の部分を地図化したものである。

った。もし，「先生」に相当するのが［lioli］であれば，

「どろぼう」に相当する部分は大きく分けるとドロボ

「が」に相当するのは［nnu］ということになるがそうは
考えなかった。同じ琉球地域の1221．48に［liηliηga］が

ウ系，ヌスビト系，その他となる。ドロボウ系にはドロ

あり，「先生」に相当する語形として［〜io∫in］があるの

ボーのほかにドロボ，ドロンボ，［dorobっ：］（開合の区別

と，［nnu］と切りだすべき語形がほかの地点で見当らな

のある地域）がある。ヌスビト系は語形の種類が多く，

いことがその根拠である。

ヌスビト，ヌスット，ヌスド，ヌシド，ヌストン，ヌス
一134一

タロ，ヌストゥリ，ヌスゴト，［nittumuO］などがある。

したが，これには問題が少しある。それは［nusudonga］

「その他」としたのは，ヌスミ，ヤマグ，ガンドー，アキ

（7361．38）（これはくga＞に分類した）のように［nusudon］

スである。

が「どろぼう」を意味する地点があるからである。もし，

前項の解説で述べたようにこの項目は前項と対で，主

ほかの地域も「どろぼう」を指すことばが「don」で終わ

格を表す助詞が尊卑によって使い分けられるかどうかを

るとすると，ヌストン，ヌスドンは助詞部分がないこと

見るためのものである。そこで注記のなかから使いわけ

になってく（DOROBOO）〉に分類しなければならなくな

にかかわると思われるものを拾ってみると，6581．45「〈ど

る。実際にはいくつかの地点でンを助詞部分として取り

ろぼうのときは，ガは入らない。先生のときはかが入る

出すことができ，したがって他の地点でもそうすること

のに，おかしいかもしれないが。〉（主語の違いが，心理

ができるであろうと考えられるのである。

的に影響しているとしか考えようがない）」，8322。

まず，8301．68はドロボンとヌスドンの併用であり，前

68「〜ノと言えば敬語になるから，ここには用いない」

者がドロボにンがついたものとすると，後者もヌスドン

（回答はga）などがある。ほかに「尊卑の使い分けはない」

にンがついたと考えるのが自然である。7331．41はヌスド

とする注記や回答されなかったほうの語形を「使わない」

ンとヌストノの併用，7266．14はヌヒトンとヌヒトノの併

と言っている注記などがある。くわしくは「文章による

用でどちらも助詞部分としてンを取り出すことができる。
ヌスドン，ヌストンが単独で回答されている場合も，

注記」をご亡いただきたい。

第2図と第3図を比べてみると，島根県と九州では第

上の例から類推してンを助詞部分として取り出した。た

2図のほうがくno＞および〈N＞が多くあらわれている

だし，併用地点での回答は状況証拠のようなものであり，

のに対し，琉球地域では逆の現象が起こっている。尊卑

絶対的な決め手ではない。

の使い分けの仕方が逆のようだが，そうではなく，琉球

〈（DOROBOO）〉は助詞にあたる部分がない語形であ

の使い分けが尊卑とは違う基準で行なわれている可能性

る。〈（DOROBOO）〉に分類したもののうち，開合の区別

がある。琉球方言のなかの宮古方言について「nuは客観

のない地点である3736．03は［gandD：］，［dorobっ：］，

的対象に対して用い，主観的対象に対してはnu，

［nUISUIttっ＝］の併用であり，これに「語形の統合規則」を

ga両方

を用いる」（柴田武『語彙論の方法』）とする説もある。

適用した結果，gando：，

今後，検討すべき問題であろう。

を「どろぼう」にあたる語形とみとめて〈（DOROBOO）〉

dorobo：，

nusutto：を得，これら

に分類した。

〔語形の処理〕

3736．03は開

〈ga＞に分類した回答のうち，ヌシトシーガ（8229．96）

合の区別のない地点であり，そこで［っ：］

はヌシトシーを「どろぼうを・する（人）」と考えたが，ヌ

のような母音が出てくるのは語形の最後の部分にaがつ

シトシーガで「どろぼうをしに（入った）」とも考えら

いたためだとも考えられる。
3786．03は〈無回答〉とした。この地点のテープを聞き

れ，そうなると質問文の文章からはずれた回答というこ

直してみたところ，「ヌスミニハイッタ」と言ってから

とになる。

回答のうち，5516．19，5517．75，5565．12のドロボァは

［nUISUImε：］と言い直しているが，［ntUSUImε：］は

〈a＞に分類したが，これらの地点では第2図でセンセァ

［nufsul

mi］に二が接続（ヌスミニ）したものだと考え，

が回答されており，センセァは〈（sensε）〉に分類したの

質問文の文意に不適であると判断したからである。

で地図上では大きく違ってみえることになった。ドロボ

〔語形の分類と記号の与え方〕

ァもセンセァも名詞に助詞的要素としてaがついた語形

第2図と共通する語形についての説明は第2図の解説

と考えられるが，音韻体系からくる制約で一方は母音が

にゆずることにして，それ以外の語形について説明する。
〈（dorobaa）〉以下の三つは「どろぼう」を表す語形に

融合し，もう一方はaを残しているのであろう。
「どろぼうが」全体を示さざるを得ない場合がいくつ

aがついた形だと考えられるのでくa＞の直後におき，

か生じた。〈（dorobaa）〉〈（doroba）〉〈（nusubitaa）〉が

〈a＞と同じ色を与えることにした。〈（dorobaa）〉には直

そうである。これらは，dorobooやnusubitoに助詞的要

立した緑色のべたの紡錘形記号を与えた。〈（doroba）〉は

素（aなど）がついたものであろう。

同じ記号を横に寝かせて示した。〈（nusubitaa）〉は直立

九州のヌストン，ヌスドンなどの語形は〈N＞に分類

した緑色のぬきの紡錘形記号で線の入ったもので表した。
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かに，［numpisa：jara］，［numissadu］，［numuΦusaso：

記号の方向で，最後の母音の長短を表している。

ra］，［numusadu

〈i＞には，紺色のべたのいちょう形記号を与えた。
〈i＞はくga＞の類でもくa＞の類でも〈no＞の類でもな

ansuj

a］，［numahanu］，［numzaru］

などがある。

以上の3つのうち，第二，第三のグループの語形を伴

いので，いずれとも異なる独立した記号を与えたのであ

って使われる語形は，見出しの上の表記でNOMOO−

る。

GOTARUあるいはNUMIBUSANを助詞部分のあと
4．酒が（飲みたい）

につけることによって示した。

「飲みたい」の部分が記録されていない地点は録音テ
〔項目の性格〕

ープを聞き直してその部分を補うようにした。録音上も

共通語の助詞「が」にあたる形式について見ようとし

記録されていない場合は，「飲みたい」の部分はノミタイ

た一連の項目のひとつである。この項目は行為の対象を

であるものと仮定した。

「酒が欲しい」にあたるような回答もいくつか報告さ

表す格助詞「が」にあたる形式を見ようとするものであ
る。その点で，特に5．「酒が（好きだ）」と関係が深い。

また，6．「酒を（飲む）」などの「を」に関する一連

れているが，「飲みたい」と「欲しい」の意味の近さを考
えて，〈その他〉に含めることにした。

「一杯飲みたい」は「酒が」にあたる部分がないので

の項目とも関連がある。これらの項目とは語形の分類や

〈無回答〉に含めた。

記号の与え方の統一をはかった。

〔語形の分類と記号の与え方〕

この項目は，「酒が飲みたいなあ」という共通語文を提

示して方言訳を話者に求め，その全体を報告してもらい，

「前述のようにノミタイのほかにノモーゴタルやヌミブ

サンを伴う語形がある。ノモーゴタルを伴う場合は記号

「が」の部分を地図化したものである。

「酒」に相当する部分はサケ，サキ，サゲ，サゲッコ，

を大きくし，ヌミブサンを伴う場合は記号の半分をぬい

［sfh司，［se：］のほか，シューチュー，ソツ，ゴマズなど

た形とすることによって表した。茸た，記号の種類に制

であった。

限によってそれが不可能な場合は記号の向きを変えるこ

〔語形の処理〕

とによって表した。

回答のなかには，「飲みたい」の部分が共通語のノミタ

また，「酒」にあたる語形は音声的な変種が多いので，

イと意味上は同じだが語形上は対応していないものがあ

「酒」にあたる語形と助詞部分とが融合した語形の場合は

った。意味上は同じである以上，回答全体を不適格とす

第二音節の子音までをSAKと大文字で示した。

ることはできないが，「飲みたい」の部分が異なることに

よって「酒が」の部分も変わってくる可能性があるので，

＜o＞からく（SAKjuudu）〉までは共通語の格助詞「を」

に対応する語形である。これらには榿色を与えた。形
としては，基本となる＜o＞にぬきの正方形記号を与え，

こうした回答を分出することにした。

「飲みたい」の部分の語形は大きく分けて3つのグル

＜oo＞に対しては，母音の長短を記号の向きで表すとい
う，この一連の項目の方針から正方形記号を45度傾けた。

ープに分けられる。

第一に，共通語のノミタイに語形上対応するもの。こ

＜uNOMOOGOTARU＞はべたの正方形記号の大記号を

れにはノミテー，ノンテー，［nomitε：］などのほか，琉

与えた。助詞部分のUに対してべたの正方形記号を与え

球地域には［nunt〜asaO］，［numitlahaN］，［nuwitl

ていることになる。したがって〈uNUMIBUSAN＞は

a−

kaO］，［numitaha：nu］，［nuntaha：ru］，［nuntahar−

半ぬきの正方形記号を与えた。〈wo＞にはぬきの二本脚付

Ona：］，［nUmitta：rU］などがある。

きの正方形記号を与えた。〈ju

第二に，九州に多く見られるノモーゴタルの類。これ
にはノモーゴタイ，ノモゴトアッ，ノムゴチャン，ノモ

NUMIBUSAN＞には二本

線付きの半ぬきの正方形記号を与えた。
〈（SAKjoo）〉からく（SAKju）〉までの名詞部分と助詞

部分が融合した語形に対しては長方形記号を与えた。

ーゴテアルなどがある。

第三は，琉球地域にみられるヌミブサン（語形上は「飲

〈（SAKjoo）〉とく（SAKjuu）〉は融合した助詞部分が。で

み欲しあり」「飲み欲しさ」「飲み欲し」などに対応）の

あるかUであるかのちがいであると考えられるので，

類。これには［numibusaN］，［numbusimunu］などのほ

＜o＞に対してぬき記号をくuNOMOOGOTARU＞に対
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してべた記号を与えたのと平行的に〈（SAKjoo）〉にはぬ

5．酒が（好きだ）

き記号を〈（SAKjuu）〉にはべた記号をそれぞれ与えた。

また，子音jを語形のなかにふくむことからくju
NUMIBUSAN＞と同じように二本線付きとした。〈（SA−

〔項目の性格〕

kjuu

共通語の助詞「が」にあたる形式について見ようとし

NUMIBUSAN）〉が二本線付きでないのは記号の

た一連の項目のひとつである。この項目は行為の対象を

種類の制約によるものである。

表す格助詞「が」にあたる形式を見ようとするものであ

また，〈（SAKjoo）〉のように末尾の母音が長いものは
記号を立て，〈（SAKjo）〉のように末尾の母音が短いもの

る。その点で，特に4．「酒が（飲みたい）」と関係が深

は記号を寝かせて示した。

い。

以上を整理して左に語形の性質，右に記号の特徴を並

この項目は，「おれは酒が好きだ」という共通語文を提
示して方言訳を話者に求め，「酒が好きだ」の部分を報告

べると次のようになる。

非融合形←→融合形

正方形←→長方形

NOMOOGOTARUがつく

大記号

NOMIBUSANがつく

半ぬき

してもらい，「が」の部分を地図化したものである。

この項目で注目されるのはサケニスイトルのように二
が中国地方北部で使われることである。
「酒」に相当する部分はサケ，サキ，サゲ，サゲッコ，

助詞部分の母音が。←→u

ぬき←→べた

子音jがある

二本病付き

［sih司，［s益：］のほか，ショーチュー，ソツなどであっ

子音wがある

二本脚付き

た。

末尾の母音が長い←→短い

直立←→横向き

回答のなかには，「好きだ」の部分が共通語の「好いて

〈（SAKjuudu）〉は「が」に関係する一連の項目でdu
に鳥形記号を与えることになっているので，燈色の鳥形

いる」に対応する語形のものがあった。共通語では「好
きだ」は形容動詞で，「好く」は動詞であり，どちらが続

記号で表した。なお，琉球地域の〈（SAKjuu）〉はsaki

くかで「酒が」の部分も変わってくる可能性がある。か

に，共通語の格助詞「を」に対応するjuが接続したもの

といって「好きだ」と「好く」では語形の成り立ちから

であり，〈（SAKjuudu）〉はそれにさらにduがついたもの

して完全に無関係とはいえない。そこで，「好いている」

である。

を使った回答は〈その他〉やく無回答〉にいれずに特に

＜ba＞からくoba＞までは，一つの類とみなして紺色の

見出しを立ててそこに入れることにした。

傘形の記号を与えた。＜oba＞はくo＞がぬき記号である

〔語形の処理〕

ことから傘形のぬき記号を与えた。〈（SAKeeba）〉は単に

「好きだ」の部分の語形は大きく分けて8つのグループ

名詞部分の末尾の母音が長いだけの可能性があるが，助

に分けられる。

詞的要素の融合によって母音が長くなった可能性も捨て

第一に，共通語のスキダに語形上対応するもの。これ

されないので見出しとして立て，＜oba＞と反対の向きに

にはスキダ，スキジャ，スキヤ，デースキダ，スッジャ，

した。

シッジャ，シッドイなどがある。

茶色を与えた＜SAKE＞からく（sfh6§NUMIBUSAN）〉

第二に，九州に多く見られるスイトルの類。これには

までは「が」に相当する助詞的要素をもたない語形であ

スイトルのほか，スーチョルケン，スク，スークなどが

る。ただし，沖縄に一地点あるく（SAKee）〉と奄美の

ある。

く（sfhe6

第三は，「得手」に対応する語形。［ededaコ（3752．13）

NUMIBUSAN）〉は共通語の「は」に対応する

がそうである。

jaを持っていると考えられる。

〈（SAKE

第四以下は琉球地域に多く見られる。まず，第四とし

NOMOOGATARU）〉は上にのべた原則か

らは直線記号の大記号であるべきであるが，そのような

て「上戸」に対応する語形（［zo：gu：］，［d30：gu：］な

記号はないのでぬきの長方形であらわした。同じく

ど）。

＜（SAKE

第五は共通語の「望む」に対応する語形（［nud3udo：ru］

NUMIBUSAN）〉は半ぬきの直線記号がない

ので線の数の多い直線記号で表した。

（1221．48），［nuzfm］（2068．07））。意味上は「好きだ」に
あたる。
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第六は「欲しい」に対応するもの（［Φussaη］（1233．52）
［Φusasa：］

（1250．

59），

［pusfka：］

る。スイトルを伴う場合は記号を大きくすることによっ

て表した。また，記号の種類の制限によってそれが不可

（2150．17））。

第七は「飲みたい」に対応するもの（［numpusfkam］

能な場合は形の特徴が一部共通した記号を使うことによ

（2141．52））◎

って表した。

思入は「うまい」に対応するもの（［maharu］（2085．
16），［umakaf］（2151．51））。

＜uaa＞は母音の長短を記号の向きで表すというこの一
連の項目の原則から〈oa＞の記号を180度回転させた記号

以上のうち，第二のスイトルの類の語形を伴って使わ

で表した。

れる語形は，特に分出することにし，見出しの表記で

SUITORUを助詞部分のあとにつけることによって示

＜daba＞は＜ba＞とおなじグループに入れ，べたのV
形記号を与えた。〈dara＞はぬきのV形記号とした。

した。第三以下の語形を使った回答は不適格な回答と考
えて〈無回答〉に含めた。第六は第4図ではくその他〉

〈ni＞には紺の矢印形記号を与え，＜ni

SUITORU＞は

同じ記号の大記号とした。

に入れていたものだが「飲みたい」と「欲しい」に比べ

＜SAKee

SUITORU＞はくSAKE

SUITORU＞が長

て「好きだ」と「欲しい」の距離が大きいと考えてこの

方形記号を使っているので，斜線が入った半白の長方形

項目ではく無回答〉に入れたのである。

記号で表した。

ほかにサケズキ（酒好き）などの回答があったがやは

6．酒を（飲む）

りく無回答〉に入れた。

「好きだ」の部分が記録されていない地点は録音テープ

を聞き直してその部分を補うようにした。録音上も記録

〔項目の性格〕

されていない場合は，「好きだ」の部分はノミタイである

共通語の「を」に対応する，目的・対象を表す形式を

ものと仮定した。
［ipp記10a

sukide

見ようとした一連の項目の一つである。関連項目に，4
na：］（6500．66）は［ipp記：］が「酒

「酒が（飲みたい）」，5「酒が（好きだ）」，7「おれを（連

が」の「酒」と同じ機能を果たしていると考えて〈ηa＞

れて行ってくれ）」，9「そんなことを（言うな）」，11「ビ

に含めた。

ールは（飲まない）」，12「酒は（飲む）」などがある。

〈wa＞は7地点で出現している。第4図では無かった

この項目は，「あの人は毎晩酒を飲む」という文脈で調

ことを考慮に入れるとくwa＞が出やすいと言える。

べ，「酒を飲む」の部分の方言訳を話者に求めた。そし

＜daba＞，〈dara＞は共通語の「〜ナラ」に対応する語形だ

て，調査者には「酒を」の部分を報告してもらい，この

が，とりたての助詞として使われることがあり，この場

うち「を」にあたる部分を地図化したものである。ただ

合もそうだと考えられるのでくwa＞と同じように見出し

し，［sakjo：］［sakju：］などのように，「酒」の末尾と「を」

を立てることにした。

にあたる部分とが融合したものについては，〈（SAK−

〈oo＞の［sake6：］（5624．84）には「むしろsakjo：に

joo）〉〈（SAKjuu）〉のように，その全体を示した。

「酒」の部分にどのような語形が使われているかについ

近い発音か」と注記があった。
〈（SAKE）〉にふくめたもののなかには［sage］（4659．

エ

79，4740．93）があった。これはく（SAKε）〉に含めたも

ては，4「酒が（飲みたい）」のところで概略を述べた。
詳しくは，「資料一覧」を参照のこと。

のに近い発音だった可能性がある。また6512．14では

〔語形の処理〕

［sake］に対して「ややsakja・の気味あるか」と注記があ

意味的には，2095．60［sakiga∬i］、，2790．38［sagebari］

の2つの回答が問題となった。これらの地点は，49「雨

った。

〔語形の分類と記号の与え方〕

ばかり（降っている）」の地図で，前者が［amiga∫i］，後

見出しは大部分第4図と共通しており，記号の統一を

者が［amebari］であるから，［ga∬i］や［barf］は，「ば

図ってあるので，共通するものの説明は前項にゆずり，

かり」に対応する助詞と考えられる。したがって，

この項目で新たに加わった語形についてだけ説明するこ

［sakiga∬i］，［sagebari］は，この項目のねらいからは意

とにしたい。

味的にそれるものとして採用しなかった。ただし，「あの

前述のようにスキダのほかにスイトルを伴う語形があ

人は毎晩…」という調査文では，このような「ばかり」
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に相当する助詞が回答される恐れがあったことは否めな
い。

これらの語形の分類と記号の与え方は，最初に示した
関連項目の間における，統一的な方法に従ってある。そ

やはり意味的な問題として，「酒を飲む」のノムの代わ
りに，次のようにヤルを使用する地点があった。
0724．95［sage

5631．78［osake
5647．27［sakeo

jaru］（sake

ころで解説したので，参照してほしい。ただし，サケに

nomuと併用）

ワの類が融合した〈（SAkjaa）〉〈（SAKεa）〉〈（SAKεε）〉

jaru］（sake：nomuと併用）
jaru，

sage

jaru］（sakeo

の3語形は，他では緑の記号を与えたが，ここでは分布

nomuと

併用）
6594．20［sake

の原則については，すでに，4「酒が（飲みたい）」のと

の勢力が弱いので，色の節約のために茶としておいた。
記号の形だけは，他とそろえてある。

jaru］（sakeo

nomuと併用）

これらは，一応採用することとしたが，この場合のサケ

7．おれを（連れて行ってくれ）

が，事物ではなく，「酒を飲むこと」という行為に相当す

る意味を担っている可能性には注意を要する。また，一

〔項目の性格〕

杯ヤルという表現と同様，この酒ヤルも，慣用句的表現

共通語の「を」に対応する，目的・対象を表す形式に

であるのかもしれない。なお，これらの地点は，調査者

ついて見ようとした一連の項目の一つである。関連項目

がたまたま「飲む」にあたる部分にも注意を払い，報告

に，4「酒が（飲みたい）」，5「酒が（好きだ）」，6「酒

してきたために，上の問題に気が付いたのだが，原則と

を（飲む）」，9「そんなことを（言うな）」，11「ビール

して「飲む」の部分の報告は求めていないため，他の地

は（飲まない）」，12「酒は（飲む）」などがある。特にこ

点の回答にも，同様の問題が潜んでいる疑いは残る。

の項目では，「酒」という事物に対して，「おれ」という

次に，形態上問題となるものとしては，4669．44［sage］
レ

がある。これは，無助詞相当の〈（SAKE）〉に分類した

人物が対象となった場合の，助詞の種類・分布などが注
目される。

この項目は，「おれを連れて行ってくれ」という文脈で

が，〈（SAKεa）〉≦（SAKεε）〉などと同様，「酒」に助詞

調べ，その文全体の方言訳を話者に求めた。そして，調

ワの類が融合したものである可能性がある。
九州の8350．57は，［sotsu

u］と報告された。録音テー

査者には「おれを」の部分を報告してもらい，このうち，

プで確認すると，自然な調子では［sotsu：］となるが，話

格助詞の「を」にあたる部分を地図化したものである。

者に内省を求めると［sotsu

ただし，［orjo：］［orju：］などのように，「おれ」の末尾と

u］と区切って発音する。こ

の事実をどう解釈すべきか迷うが，［U］が助詞として話

「を」にあたる部分とが融合したものについては，

者に意識されている可能性が強いとみて，一応，〈U＞と

〈（orjoo）〉〈（orjuu）〉のように，その全体を示した。

「おれ」の部分にどのような語形が使われているかにつ

して見出しに掲げた。あるいは，これは，「焼酎」に助詞

オが付加され融合を起こした形であって，［U］のみを助

いては，13「おれの（手拭）」の地図が，「おれ」の部分

詞として切り取るのは不適当かもしれない。なお，次の

も含めて地図化している。また，「資料一覧」も参照して

語形は，無助詞相当と認めたが，上の問題と関わるので，

ほしい。

〔語形の処理〕

〈（SAKE）〉とまとめることはせず，〈（SYOOCYUU）〉

この項目では，意味的に微妙な違いをもつ語形を一緒

として分出し，地点がわかるようにした。

に採用している可能性がある。

8303．39［lo：tju＝］，8303．70［ショーチュ］，
8304．66

［sjocju］，

9249．94

［〜o：t〜u：］，

9313．46

まず，「おれを」ではなく，「おれも」に相当する形を

［〜o：

報告してきた地点が多くある。ただし，それらの語形は，

tlu：］

〔語形の分類と記号の与え方〕

この項目の調査文に対する回答として，意味的な許容範

凡例に掲げたとおり，この項目の語形の数はそれほど

囲にあると認められること，および分布のまとまりも全

多くない。全体は，オおよびオがサケの末尾と融合した

く見られないとは言い切れないこと，などの理由で採用

類（榿），バの類（紺），ドゥの類（紺），ワなどがサケの

することとした。それらの語形とは，まず，〈mo＞およ

末尾と融合した類（茶），無助詞およびサケの末尾が長音

び，それが他の語形と結合した〈omo＞〈kotomo＞など

化した類（茶）に分けられる。

である。また，琉球の〈（wanUN）〉などの形も，「おれ」
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のwaNに，「も」にあたるNが付加され，様々に形態変

ある。13「おれの（手拭）」における同地点の回答が［oiga］

化を起こしたものであろう。さらに，〈kate＞〈gadi＞

であり，「おれ」にあたる名詞の形態を［oi］として認定

〈daka＞＜daro＞〈dotte＞〈cjaN＞〈cjaNiN＞〈（wam1NcjaNう〉

できると考えたからである。なお，この回答の「おれ」

〈（wanUNcjaNiN）〉は，地点が限られているが，話者の内

の部分も含めた「おれを」全体の形は，凡例の位置では

省や各地方言辞典の記述などから見て，「も」およびそれ

かなり離れているく（oju）〉と，やや近いことになる。
〔語形の分類と記号の与え方〕

に準ずる意味をもつものとして，一応採用することにし

全体は，オおよびオが「おれ」の末尾と融合した類

た。

（榿），ノコトの類（赤），バの類（紺），モの類（紺），以

なお，これらの「も」にあたる語形は，この場合，連
れて行ってくれる相手に加えて自分をも，という意味で

上の他の語形（紺），無助詞および「おれ」の末尾が長音

答えられたものであり，他に連れていってもらう仲間が

化した類（茶）に，大きく分かれる。それらの分類と記

いて，その仲間に加えて自分をも，という意味で回答さ

号の与え方は，最初に述べた関連項目の間で統一してあ

れたものは少ないと思われる。ただし，前者の場合，「連

る。その原則については，すでに，4「酒が（飲みたい）」

れて行く」という語の中には，すでに「相手プラス自分」

のところで解説したので，参照してほしい。

という意味は含まれているから，「も」を用いることは意

ただし，この項目に独特の語形の類がある。ノコトの

味的に重複した表現をとることになる。しかし，そのよ

類がそれである。この類内の語形の配列は，kotoかtoko

うな重複にもかかわらず「も」を用いることは，共通語

か，その前にnoが付くかNが付くか何も付かないか・

でもありうると思われる。そして，共通語でこのような

k，tに有声化があるかないか，という要素を，この順

文脈に「も」を使うことは，「を」を用いることに比べ

に優先して配列した。また，oreとdogoの間に，助詞a

て，腕曲な印象を与えるが，地図上の〈mo＞および〈omo＞

が介在すると思われる〈（orεadogo）〉などの形は，グル

＜kotomo＞などの形にも，そのようなニュアンスが含ま

ープの最後に位置付けた。この類の色としては，赤を与
えた。ただし，関連項目の4「酒が（飲みたい）」，5「酒

れている可能性はある。

一方，この文脈においては，依頼の気持ちが強調され・

が（好きだ）」で，ノの類に同じく赤を与えたことは無関

ると，そのような意味合いを含んだ助詞が用いられるよ

係である。記号の形は，kotoに爪形を，

tokoに分銅形を

うになる。地図上に採用された語形の中には，そうした

強めの形が混じっていることが考えられる。例えば，東

与えた。noが付くものはぬき記号，付かないものはべた
記号，Nはその中間の塗りつぶし方とした。 k， tの有

北地方の＜ba＞にはその可能性があろうか。6「酒を（飲

声化は記号の向きで表した。〈（orεadogo）〉などの語形

む）」では，東北地方にくba＞はほとんど現れていなかっ

は，他の関連項目の〈（SAKεa）〉などの語形と，記号の

た。また，先に述べた＜kate＞以下の語形には，「も」の

形をそろえてある。

次に，モの類は紺とし，moの単独の場合は十字形を記

意味をさらに強調したものが含まれているようである。

この地図は，以上のような意味的に微妙な差異をもっ

号とした。また，〈omo＞＜kotomo＞などmoが他の語形

た語形（その違いは，今のところ明確ではない）を，含

と結合したものも，この類にまとめ，それぞれ前部要素

んだまま作製されたものであることに，十分注意してほ

の記号に形を合わせた。〈（wanUN）〉など，琉球で「も」

にあたる助詞Nが付加された語形にも，十字形に近い桜

しい。

形などの記号を与えた。

その他，意味的な問題として，7383．93で，［oreo］，

最後に，いくつかの語形について解説しておきたい。

［oremo］との併用で，［oredake］という形も回答された

が，これは不採用とした。質問の意図から明らかにはず

まず，オの類の〈（orっっ）〉は，「おれ」にあたる形がオラ

れると判断したためだが，あるいは，共通語のダケとは

であるために，オと結合して開音が生じたものではない
かと思われる。次に，やはリオの類で，九州南部に多く

意味が異なるのかもしれない。＜ni＞〈nimo＞〈sa＞
〈（orεho）〉については，よくわからない面もあるが，調

をもたない語形は，「おれ」の形がoiであり（13「おれの

査者の報告のまま採用した。
形態上注意すべきこととしては，8354．30で，［oij

見られる〈（ojo）〉〈（oju）〉などoj〜の形態をとってr音

（手拭）」参照），それにオの類が融合したものであろう。

o］

と報告された語形を，〈ju＞として見出しに掲げたことが

続いて，「おれ」の末尾の長音化の類に含めた八丈島の
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〈（waree），（aree）〉は，単純な長音化ではなく，「おれ」

62［sog6含nd6akoto：］など，（記号でくくって報告された

のware，

二重母音は，2拍分の長さを十分持たないものと考えら

areに助詞のオが融合したものである可能性も

残る。さらに，バの類に入れた3702，37＜toba＞は，

koto

などがbaと結合し変化を起こしたのかもしれない。波

れるが，見出しでは，（記号を取り除いて示してある。こ

れは，原則に従った処理であるが，一応注意をしておく。

照間島2095．60の〈wa＞は，いわゆる「は」とは異なり，

次に，〈sogenaN一〉として処理した8354．30［sogenaO−

kotll］の報告には，調査者の注記として，［g］がごく弱

＜ba＞と関連が深いとみてその類に分類した。

なお，分類の誤りが1箇所あったので，ここで明記し
ておく。すなわち，6552．80で〈o＞と併用となっている

く発音される旨記されていた。ソエナンに近く聞こえる
ものである。

〈（ORE）〉はく（WASI）〉の誤りであり，記号は先の曲が
った直線記号を押印すべきであった。

最後に，母音の後の［g］に鼻音を伴うように報告さ
れた地点が，山形・秋田に1地点ずつある。3689．56［hoN
g皇tagodo］，4712．40［hoNga皇ragodo］。また，前者の地

8．そんなことを（言うな）

点のすぐ南の4609．53でも，［sogedagodo］の［g］の前

にはかすかに鼻音が伴う旨，調査者の注記が加えられて
〔項目の性格〕

いる。以上のうち，3689．56と4712．40は，見出しでく0＞

この地図は，「そんなことを（言うな）」という項目の

として処理し，4609．53は〈g＞として異なった処理をし

調査結果を，2枚の地図に分けて示したうちの1枚にあ

たが，その実態は上記のとおりである。なお，これら母

たる。もう1枚は，次の9「そんなことを（言うな）」で

音の後の［g］が鼻音を伴う地点は，東北でこれまで知

ある。両者に共通することを，まず述べる。この項目は

られている地域と隣接するが必ずしも重ならない。今後，

もともと様態の表現法を調べる項目の一環として企画さ

十分な調査が必要である。
意味的な問題としては，利島の6667．81［so：ko：］は，

れたものであり，日常頻繁に用いる「そんなこと」にあ
たる言い方を求めようとした項目であるが，地図の編集

「あれこれ（言うな）」の意味にあたると思われるので，

に際しては，むしろ「を」の項目との関連に注目してこ

〈その他〉に分類することにした。
〔語形の分類と記号の与え方〕

の位置に収めることにした。

報告された語形の数は多く，見出しとして示されたも

この項目は，「そんなことを言うな」という文脈で調
べ，「そんなことを」の部分の方言訳を話者に求め，その

のは188個にものぼる。ただし，それらの語形はいくつか

全体を地図化しようとしたものである。ただし，「そんな

のグループに分類することが可能である。

まず，ソンナやソンダなど，末尾にナやダなどを持つ

ことを」全体を1枚の地図に収めるには，語形の数が多
すぎるので，2枚の地図に分けることにした。その際，

グループと，それを持たないグループに大きく二分する

「そんなことを」一続きの形を語形の類によって2枚目分

ことが許される。前者は本土を中心に分布し，語源的に

けて示すという方法もあったが採らず，「そんな」と「こ

は「そのような」にさかのぼると思われるもので，これ

とを」の2つの部分に分割した地図を作った。これは，

らには，水・緑・赤・茶の色を与えた。後者は「そうす

それぞれの部分と他の項目との比較，例えば，「ことを」

る，そうある」などと対応する琉球のウガシュンなどの

の部分と6「酒を」，7「おれを」などの項目との比較の

類と，全国に散在するソーユーの類である。これらには

便宜を考慮した処置でもある。なお，回答された語形を，

紺を与えた。

次に前者の色付きのグループは，ソンーナ，ソンーダ

「そんな」と「ことを」の部分に分割するにあたり，形態

など，前部分と後部分とに分けて考えると，その組み合

上，特に難しい問題はなかった。

以下，8「そんなことを（言うな）」の地図について述

わせでさらに分類を行うことができる。記号とあわせて，

べていく。関連項目としては，34「だから（言ったじゃ

その分類の大わくを以下に示す（紺のグループも一緒

ないか）」，36「子どもなので（わからなかった）」などが

に）。

挙げられる。
〔語形の処理〕

形態上のことでは，4669．44［soO6anagodo］，7659．
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前部分

のではない。したがって，以上に述べたような基準で分

記号

語形

後部分

形

色

の処理に迷うことがあった。1例を挙げるならば，ソン

ソン＼＝多：：：：：：：：：：：：卑下

水

（ソ）シ
ソンタ

〜の類にまとめ水色を与えた〈soena一〉〈seena一〉〈saaN一〉

〈soeN一〉の各語は，ソガイ〜の類とし赤を与えた

タ…………曲玉形

ミlllililll

類し，記号を与えたものの，細部になると，類似の語形

〈sogena・〉〈sogeena一〉〈sogaN一〉〈sogeN一〉などとも形態

回

が近く，そちらに分類することも考えられなくはなかっ
た。

シタ
ソ

なお，この項目内における記号の体系性を重視した結

ラ…………曲玉形

Gミliii蝿髭

果，関連する34「だから」，36「子供なので」とは，記号
赤

の関連性をほとんどもたせることができなかった。

凡例での見出しの示し方について補うと，例えば，
・ソナイ

ナ…・・……・四角形

ン…………三角形

・ウガシュンなど…………線記号

茶

︸

ソナ

［sonnakoto：］のように，「ことを」の部分の形態が存在

紺

・ソーユー……………・…・・星形

すなわち，前部分の形態により， ソン〜・ソンタ〜・ソ

し，それに続いて行くものはくsONna一〉と，末尾にハイ
フンを付けて示した。一方，「そんな」と「ことを」の2

つの部分に分離しかねるものについては，その全体の形
態を，〈（hoNnaN）〉〈（aNsija）〉などのように表した。

最後に，この地図では9「そんなことを」の地図との

ガイ〜・ソナイ〜の4つのグループに分け，それぞれ異
なる色を与えた。そして，その中を，〜ナ・〜ダ・〜ラ

関連で，地図上の語形（記号）の並べ方に特殊なところ

など後部分の形態によって細分し，これらの後部分の形

があるので，その点を説明しておく。すなわち，普通の

態には，どの色のグループでも，同じ形の記号が対応す

地図では，併用の場合，地図上の語形の配列は，原則と

るように，統一に努めた。

して凡例での掲出順に左から右へということになってい

さらに，ソンナを例に，記号の与え方の細部について

る。しかし，この地図では，次の9「そんなことを」の

述べると，ソンナの「ン」の部分の変種は，記号の塗り

地図と付き合わせて，その地点の「そんなことを」全体

つぶし方によって表してある（類によっては記号の向き

の形が何であるかがわかるようでなければならない。そ

でも）。また，「ソ」の部分の変種（主にホ・フ）は，二

のため，この地図では，併用の場合，地図上の語形の配

本脚付き記号で示してある。さらに，「ナ」の部分の変種

列順を，9「そんなことを」の地図の語形の配列順に合

（主にノ）は，大記号によって表現してある。かつ，それ

わせることにした。例をもって示せば，7259．54では，

らの記号の特徴は，どのグループにも共通するように努

［sojaNkota：］と［sogjaNkotoba］の2つの語形が得ら

めてある。例えば，塗りつぶし方については，水色・正

れ，9「そんなことを」の地図では凡例の順に従って左

方形の〈seena一〉，赤・正方形の〈sogeena・〉，赤・三角形

から〈一kotaa＞〈一kotoba＞のll頂に押印した。一方，8「そ

の〈sogρeN一〉，茶・菱形の〈soneena一〉などeeを共通に

し
んなことを」の地図では，凡例に従えば〈sogjaN一〉

もつ語形の記号では，いずれもその上下3分の1ずつを

〈sojaN一〉の順となるところを，9「そんなことを」での

塗りつぶす，という具合にしてある。

語形の順序にそろえて，〈sojaN一〉〈sogjaN一〉と押印した

その他，〈sogaina一〉類の9の現れる語形については，

＿

というわけである。これによって，この地点では，「そん

これが鼻濁音の0であると，正方形の記号を45度傾ける

なことを」全体の形として，＜sojaNkotaa＞＜sogjaN−

ことにした。〈sonaina一〉の類を菱形にしたのは，その

kotoba＞の2つの語形が得られたことがわかる。

〈souaina一〉などとの形態の類似性を考慮したためであ
る。

また，地図上の記号の押印にあたっては，次のような
処置もとった。つまり，「そんなことを」全体では2つの．

先に述べたように，この項目の見出し語形は188個と多

語形が得られたとしても，この地図で対象としている「そ

いが，非常に形態の異なった語形が何種類も回答されて

んな」の部分が共通な場合には，1つの記号で済ませる

いるわけではなく，各語形間の差異はそれほど大きなも

ことにした。例えば，6650．06では，［sonnakoto：］と
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［sonnakoto］の2つめ語形が得られ，9「そんなことを」

似の発音に対する調査者の表記法の差にすぎないという

の地図ては，〈一koto

場合もあるようである。したがって，上記のように表記

o＞〈一koto＞の2つの記号を押した

が，「そんな」の部分については共通なため，8「そんな

された語形の違いは，方言上さほど重要なものではなか

ことを」の地図では，〈sONna一〉の記号を1つのみ押した

ろうと判断し，〈一コ口to

ということである。

ただし，7349．91の［sonna
［sogaina

なお，〈一koto

kotoo］［sonna

koto］

o＞として統合することにした。

o＞としてまとめたものの中には，

oの部

分が助詞に対応するのではなく，発話の調子を整えるな

koto］の3併用のように，前者2つの「そんな」

の部分は同じであったとしても，「ことを」の部分が異な

どの理由でkotoの末尾の母音が単純に伸びたものも含
まれているかもしれない。

る場合には，前後の対応を明確に示すために，〈sONna一〉

次に，7324．56では［sogenkotsuna：］という回答が得

〈soNna一〉〈sogaina・〉と，3つの記号を押印した（前者2

られた。末尾の［na：］は，一見，間投助詞とも思われる

つは同じ記号）。

が，録音テープによれば，この回答は，「そんなこと（を）」

なお，6454．24の併用回答のうち〈（sogεεna）〉は，自

分は使わないが他の人なら使うと話者が答えているもの

の末尾と「言うな」の頭とが結合したもののようであり，
［na：］は「言うな」の「な」の部分にあたると考えられ

であった。本来なら注記にまわすべきところ，誤って地

る。したがって，［kotsu］は，これがそのまま「こと（を）」

図上に採用してしまったので，ここで注意しておきたい。

に対応する形ではなく，末尾に「言う」の部分が融合し
形態を変えたものである可能性がある。そのような問題

9．そんなことを（言うな）

を認めながらも，この回答は，一応〈一kocu＞として分類
しておいた。

〔項目の性格〕

意味に関わることでは，5656．64の［sonnara］という

この地図は，「そんなことを（言うな）」という調査項

語形が，共通語の感覚ではやや疑問に思われる。しかし，

目で得られた語形のうち，「ことを」にあたる部分を地図

回答された文全体を示せば［sonnara

化したものである。「そんな」の部分の地図化について

話者自身，「そんなこと」を［sonnara］と言うと念を押

ju＝na］であるし，

は，8「そんなことを（言うな）」の解説で述べた。ま

しているので，これは採用した。なお，この場合，この

た，両者に関わることもそこで説明したので，参照して

語形を「そんな」と「ことを」の部分に分離することは

ほしい。

難iしいので，〈（sONnara）〉として，8「そんなことを（言

関連項目としては，4「酒が（飲みたい）」，5「酒が

、

うな）」の地図の方に示した。

次に，7405．10では，［sonna

（好きだ）」，6「酒を（飲む）」，7「おれを（連れて行っ

kotoo］の他に，［sonna

てくれ）」，11「ビールは（飲まない）」，12「酒は（飲む）」

go3a：］という回答も得られた。これは，「こと」にあたる

などがある。ただし，この地図では，助詞部分のみでな

形に「は」にあたる形が結合したものである可能性も残

く，名詞部分も含めて「ことを」全体を対象としており，

るが，話者によれば，つまらぬこと，くだらぬことを
［go3a］と言うということなので，採用しなかった。ま

その点は，他の関連項目と異なる。

た，8「そんなことを（言うな）」の解説でも述べたとお

〔語形の処理〕

形態的なことでは，まず，＜一koto

o＞としてまとめた

回答として，［koto：］の他，［kotoo］［koto

o］［koto

o］

り，6667．81の［so：ko：］は，「あれこれ」にあたる形とみ

て，くその他〉とした（地図上の記号を＊に訂正）。

さらに，文脈上問題となることとして，7405．86の回答

などと表記された報告があったことを明らかにしておく。

これらは，助詞のオが，コトの末尾の母音の長音化した

は［sonna

koto

iwaren］であり，調査文の文脈とはや

形で現れるか，あるいは，独立した母音として現れるか，

や異なっていることが挙げられる。しかし，これとて相

という発音の違いを聞き分けたものと，一応はうけとれ

手に対して軽い禁止を働きかけているものとも解釈でき

る。しかし，その違いは，話者が回答の際，助詞オの部

るため，一応採用としておいた。

分に特に意識を集中して発音したか否かによるもので，

〔語形の分類と記号の与え方〕

多くの場合方言的な特徴によるものではないと思われる。

この地図では，「ことを」全体を対象としたわけだが，

また，そのような問題以前に，録音テープによれば，類

関連する6「酒を（飲む）」，7「おれを（連れて行って
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くれ）」などの地図と比較しやすいように，やはり，助詞

ネクタイ形の記号を押した地点がそれであり，同じ地点

「を」の部分にまず注目し，語形を分類・配列し記号を与

を8「そんなことを（言うな）」の地図にあたれば，「そ

えた。オの類，ワの類，バの類，無助詞の類が見られる

んなことを」全体の形がわかるようになっている。ここ

ことは他の関連項目と同じであり，それらには，関連項

に分類したもののうち，〈（sojeNta）〉は，

sojeNにコトワ

目と共通の記号が与えられるよう努めた。その記号化の原

などの形が融合したものであろうか。また，〈（hONnaN）〉

則については，4「酒が（飲みたい）」の解説を参照して

の末尾のNは，ノにあたるものであろうか。さらに

ほしい。ただし，この地図では，「こと」の部分も視野に

〈（sogeN）〉は，「こと」にあたる形態が脱落し，これで「そ

入れているので，他の助詞部分のみを取り上げた地図と，

んなこと」の意味を担うようになったものかもしれない。

必ずしも統一した記号の与え方がなされているわけでは

その可能性は，〈（hONnaN）〉についてもあてはまる。

ない。

〈（sogaNnaa）〉については，いろいろな可能性が考えられ

「こと」の部分は，ほとんどがコトの類である。子音の

よう。

有声化，母音の変化などに応じ，塗りつぶし方を変える

最後に，この地図では，8「そんなことを」の地図と

などして記号を与えたが，その方法は，かなり恣意的な

付き合わせて，「そんなことを」全体の形が再現できるよ

ものにとどまった。なお，琉球ではく一mUN＞やく一munu＞

うに押印した。すなわち，併用地点の場合，8図でAB，

という「物」にあたると考えられる形や，＜一munui＞とい

この9図でabのように押印してある場合，Aとa，B

う「物言い（ことば）」に対応すると思われる形も使われ

とbを組み合わせると，「そんなことを」全体の形（この

ている。

場合はAa・Bb2つの形）が得られるようになってい

ところで，九州南部を中心に分布する〈一kocu＞は，

る。ただし，Aa・Baのように，「ことを」の部分につ

wo＞などさらにオの類が付加された

いて同じ形が用いられている場合には，この9図で，a

形も存在することからすると，それのみでは語彙的に「こ

の記号を2つ並べるべきところ，省略して1つのみ押し

〈一kocu

o＞〈一kocu

と」に対応する形であって，無助詞に分類されるべきも

てある。もちろん，Aa・Ab・Bbのような併用地点

のである可能性も強い。しかし，九州は，6「酒を（飲

の場合には，たとえ後者2つのbの部分は共通であって

む）」，7「おれを（連れて行ってくれ）」などの関連項目

も，前後の対応が明確になるように，abbと押印した。

で見る限り，無助詞よりオの類が優勢であるし，また，

10．あれは（学校だ）

それが名詞末尾の母音と融合してさまざまな形を生じて
いる。特に，九州南部では，00＞Uという変化が起こり
やすいことは，注意されてよい。したがって，〈一kocu＞

〔項目の性格〕

を，無助詞と断定することには危険があり，コトに助詞

とりたてて提示するときに用いる共通語の「は」にあ

オの類が融合した可能性に配慮が必要である。〈一kotu＞

たる形式について見ようとした一連の項目の一つである。

＜一kozu＞〈一koci＞などについても，同様に考えることがで

関連項目として，1．「雨が（降ってきた）」，2．「先生

きよう。この問題については，九州における「こと」の

が（来られた）」，3．「どろぼうが（入った）」，4．「酒

語彙的な形態が何であるかなどの調査を行った上で結論

が（飲みたい）」，5．「酒が（好きだ）」，11．「ビールは

を下すべきである。結局，以上の語形は，この地図では

（飲まない）」，12．「酒は（飲む）」があり，それらの図の

助詞オの類が融合したと考えられるグループ（榿の〈一

間で記号の統一をはかってある。

kocjo＞以下のグループ）に分類しておいた。また，それ

この項目は，〈（「あれは何か」と聞かれて）「あれは学

らの形に対応する記号も，7「おれを（連れて行ってく

校だ」と答えるときにどのように言いますか〉という質

れ）」など関連項目におけるオの融合形のグループと類似

問文を設定して，「あれは学校だ」の部分の方言訳を話者

のものを与えておいた。

に求め，「あれは」にあたる部分を報告してもらい，その

次に，「そんなことを」に対して回答された形を，「そ

中の「は」の部分を地図化したものである。ただし，「あ

んな」と「ことを」の2つの部分に分離できないものに

れ」の部分と「は」の部分とが融合していると認められ

ついては，その全体を，8「そんなことを（言うな）」の

る語形は，〈（arεa）〉〈（araa）〉のように，その全体を括

地図の方に示したので注意してほしい。この地図で，蝶

弧に入れて示した。
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「あれ」の部分については，アレのほか，アリ，アエ，

に従って〈a＞に含めたが，これも融合形の〈（arεa）〉

アイ，アー，アッ（＝アッワ5471．49），アソコ，アスコ，

〈（arja）〉など非常に近い可能性があろう。なお，5602．99

アシコ

の〈（arja）〉については，「ar6aと表記した方が良いかも

（7416．34・8320．28），アッコ，アコ，アイズ，ア

ント（＝アントワ8324．40・8341．43・9313．46），カリ（2072．

しれない」という調査者の注があった。要するにarε：，

20），ウリ（2074．69）などの変種が各地に見られるが，

arεaのような融合形とareaのような非融合形との間に

それらの内容および地点は「資料一覧」で見ることがで

は連続的に無限の中間段階の音声があり，調査者でも記

きる。なお，助詞部分のない語形も〈（ARE）〉のように

録に苦しむということであろう。ここではあくまでも調

括弧に入れて示したが，この場合，見出しが大文字にな

査者の報告した表記を「語形の統合規則」に従って処理

っているのは，アレのほかに，アエ，アッコ，アイズな

した。

ど多くの方言形をまとめたことをあらわす。

また，見出しを〈ε〉としたものの内容はare記とare田

〔語形の処理〕

であり，〈aa＞としたものの内容はare

a：とaedz山a：な

まず，意味上の問題について述べる。

どであった（ただし，3721。11の〈aa＞の内容はarea：）

6486．58と7339，76のアレガ，8352．61のアイガ（いずれ

が，これらも〈（arε）〉〈（arεε）〉などの融合形と連続す

も見出しはくga＞）は，この項目の質問文に対する回答

る音声かと思われる。なお，これは表記の問題であるが，

（「あれは何か」と聞かれたときの回答）としてはやや不

〈（arε）〉の中には，

自然であり，共通語の感覚で言えば，学校ではないもの

にはare：，

を指して「あれは学校か」と聞かれたとき，回答者が真

たい（以上，地点番号などの詳細は「資料一覧」参照）。

の学校を指して「いやあれが学校だ」と答えるときなど
の形式のように思われる。その意味では質問の主旨から

arεのほかにアレァを含め，〈（aree）〉

are・のほか，

are：を含めたことを注意しておき

次に，注記の中で注意すべきものをあげておく（詳し
くは「文章による注記」を参照）。

ずれた回答である可能性もあるが（分布が散発的である

6425．37ではarewaが報告され，「話者はarewaだと

こともその根拠となる），そのずれ方は微妙であり，6486．

言う。しかし，この項目の会話中のおしゃべりではarja：

58層目話者が「アレワよりもアレガの方が使われる」と

に近く聞こえる。他の項目のおしゃべりの時には明瞭な

わざわざ断っているので，3地点とも採用にした（「あれ

arja：がしばしば使われたので，実際にはarja：も存在する

が例の問題になっている学校ですよ」というような意味

と思う」との調査者の注があった。この地点はarewaの

合いで答えるときには，共通語でもこの文脈で「が」の

みを〈wa＞として採用したが「この項目で」「話者自身が」

使用がありえよう）。7339．76ではくN＞も回答されてお

arja：に近い形式を用いるというのであるから，

り，この語の性格も不明であるが，あるいは〈ga＞と似

〈（arjaa）〉と併用にするのも一案であった（この地点は

た用法をもつものかもしれない。なお，3752．13ではアレ

〈（arjaa）〉とくwa＞との接触地域であることに注意）。た

ダバのほかに，アレガとアレギャが回答され，「この二つ

だし，話者自身がその項目の調査で発話していないもの

はここでいったん文が切れる。答としては不適当」との

について，調査者が「この地点に存在するはずだ」と注

調査者の注があった。これらは，質問文の文脈に合わな

記している場合には，「語形の採用規則」により，地図上

い回答として不採用にしたが，このうちのギャは1．「雨

には載せないことにしている。
〔語形の分類と記号の与え方〕

が（降ってきた）」などの関連項目には見られないもので

まず，全体を，ワ・アの類，無助詞の類，その他の類・

あり，注目される。

に大別し，それぞれに，緑色，茶色，紺色を与えた。こ

次に，形態上の問題について記す。
まず，見出しを〈a＞としたものには，afdzd肚a，

aedz【ha

のうち，ワ・アの類にに緑色，無助詞の類に茶色を与え
たことは，第1図〜第4図，第11・12図と共通である。

のようなdz山aの表記のものを含めてある（「資料一覧」
参照）。これは「（は無視する」という「語形の統合規則」

また，無助詞の類は，凡例上，その他の類のあとに置い

に従った処理であるが，実際の音声は，融合形として処

たが，これも他の関連項目と共通の処置である。ただし，

理したく（aizaa）〉〈（εεza），（aiza）〉などに非常に近い

第1図〜第4図で水色を与えた〈ga＞と，赤を与えた〈N＞

可能性もあることに注意すべきである。またar露（4711．

は，本図では分布地点がきわめて少いので一色を与える

32），area（3747．46，3787．45），

ことをせず，その他の類に含めた。

aria（5611．95）も原則
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項目の一つである。関連項目については第10図の解説の

緑の類のうち，＜a＞〈ja＞〈ε〉は第1図〜第4図（の
いずれか）にも見られる語形であり，記号の形もそれら

冒頭で述べた一図のほか，6。「酒を（飲む）」，7．「お

と共通にしてある。また，〈（arεa）〉〈（arjaa）〉＜＜（arja）〉

れを（連れて行ってくれ）」，9．「そんなことを（言うな）」

〈（arεε）〉〈（arε）〉は，第1図の〈（amεa）〉〈（amjaa）〉

とも関連する部分がある。本図はそれらのうちの第10図

〈（amja）〉〈（amεε）〉〈（amε）〉と記号の形をそろえた。

「あれは（学校だ）」と比較的関連するところが大きく，

この記号の統一は，第2〜第4図の関連する形態の語形

また，第12図「酒は（飲む）」とは，ほとんど同じ性格の

（たとえば，第2図の〈（seNsjaa）〉〈（seNsja）〉〈（seNs舵）〉

項目といって良い。したがって現れる語形やその分布も，

〈（seNSε）〉との間にも行っている。また，〈（araa）〉に対

これら3図の間に共通する部分が大きい。

する〈（ara）〉，〈（aaja）〉に対する〈（aja）〉などのよう

この項目は，「ビールは飲まないが，酒は飲む」という

に，語形の長短を記号の縦横によって区別した点も他の

共通語文を提示して，その全体の方言訳を求め，「ビール
は」「酒は」の部分だけを報告してもらい，その中の「ビ

関連図と共通である。

ールは」の「は」の部分を地図化したものである（「酒は」

〈（aree）〉はアレに助詞相当の形式が付いた語形とみな

の「は」は部分は第12図に載せた）。

して緑の類に含めたが，この中には無助詞のアレが文中

で語調をととのえるために伸びたにすぎないものを含ん

また，「ビール」の部分と「は」の部分が融合している

でいる可能性があるので，記号の形を無助詞の〈（ARE）〉

と認められる語形，および，助詞部分のない語形を

と同じものにした。分布も本土のものは無助詞形と隣接

〈（biiraa）〉やく（BIIRU）〉のように括弧に入れて示した

することが注目される。

ことも，第10図と共通の処置である（括弧内を大文字に

〈（amaa）〉以下は第1図〜第4図には見られない類で

したのはビールのほか，ビル，ビールコなどの語形をま
とめたことをあらわす）。

ある。このうち，〈（amaa）〉とく（kamaa）〉，〈（karjaa）〉

本図と第10図との違いは，第10図の「あれは」の「あ

からく（haree）〉，〈（urjaa）〉からく（uree）〉，〈（aizaa）〉

からく（eezε）〉，〈（aNtaa）〉以下を，それぞれ一類と認め

れ」が「学校だ」の主体をあらわしているのに対して，

て記号を与えた。ただし，この図は「あれ」部分を示す

本図の「ビールは」の「ビール」は「飲まない」の対象

ものではないから，たとえば，〈（amaa）〉と

をあらわしている点である。また，本図の質問文には二

く（kamaa）〉，〈（karee）〉とく（haree）〉などは一つの記号

つの要件を比較して一方を否定し，他方を肯定している

（見出し）の下にまとめ，記号間の距離も，もっと互いに

という点で，とりたての気持がより強く出る文脈と言え

近付けるのも一案であった（助詞部分が分離できるもの

る。これらのことが両図の分布の違いにも反映しており，

は「あれ」部分の変種を一切分出していないことに注

本図には第10図には見られないく。＞〈（biiroo）〉が現れ，

意）。

また，第10図では東北北部の数地点にしか見られない

なお，鹿児島県を中心に分布する〈（aNtaa）〉以下の語

〈daba＞が本図では秋田県を中心にかなりの勢力をもっ

形については，先に記したように，鹿児島県の8324．40，

ている。また，本図では岩手県に〈ba＞が勢力をもつ。

8341．43，9313．46にアントワの語形が見られることから

これらの〈o＞〈ba＞などの分布については，4．「酒が

（これらはくwa＞に含めた），これの変化形と考えられ

（飲みたい）」，6．「酒を飲む」，7．「おれを（連れて行

る。『日本方言大辞典』（小学館）によれば，鹿児島県種

ってくれ）」，9．「そんなことを言うな」の各図における

子島と鹿児島郡では代名詞の「あの人」「彼」の意で「あ

分布と比較すべきである。

んと」を用いるというが，本図によれば，アントの用法

そのほか，第10図の分布と比較すると，非融合形であ

は人称にとどまらず，より広いものであることがわかる。

るくwa＞の勢力が本図の方がはるかに大きいことが注目

される。これにはarewaとbi：ruwaの音韻構造の違いも

ll．ビールは（飲まない）

関係していようが，一つには，ビールが外来語で歴史が
新しく，そのことが融合形の少い要因になっているので

〔項目の性格〕

はないかと思われる。二本脚付き涙滴形記号を与えた

第10図と同様に，とりたてて提示するときに用いる共

〈（araa）〉〈（ara）〉（10図）とく（biiraa）〉〈（biira）〉の分

通語の「は」にあたる形式について見ようとした一連の

布領域の違いも目立ち，〈（arjaa）〉〈（arja）〉のような口

一146一

蓋化した一rja一の語形（紡錘形記号）は本図には全く現れ

ないが，これは両者の音韻構造の相違によるものと言え

現われる見出し語形は第10図と共通のものが多く，記
号の色や形も両吟で統一してある。

る。ただし，本図で融合形の見られる地域は，第10図の

融合形については，本図の〈（biirjaa）〉〈（biirja）〉に

融合形地域の一部である（すなわち，両図における融合

第10図の〈（arjaa）〉〈（arja）〉と同じ記号を，本図の

形の地域はおおむね重なっている）点にも注意したい。

〈（biiraa）〉〈（biira）〉に第10図の〈（araa）〉〈（ara）〉と

なお，本図と第12図との分布の相違については，第12
図の解説で述べたい。

同じ記号を与えた。なお，〈ha＞にはいちょう形記号を与
えたが，これは第10図で〈（aizaa）〉などアイツ類に与え

〔語形の処理〕

たものなので，ここでは別の形の記号を与えた方が良か

bl：r庄【a，

ったかもしれない。

bi：r山a，ビールァなどの表記（地点は「資料一

覧」参照）は，「語形の統合規則」に従って〈a＞の見出

紺色を与えた〈ba＞以下の語形と，燈色を与えた〈o＞

しに含めたが，これらの音声は融合形の〈（biira）〉にか

以下の語形は，第4図，第6図，第7図，第9図に多く

なり近い可能性のあることに注意したい。

見られる語形であり，それらの図と記号を統一してある。

次に，3705．92の回答はbi：r丘la

seであった。このseの

12．酒は（飲む）

性格は不明であるが，報告された表記はbi：r面aとseと
の間にスペースがあったことなどから，これは「は」に
あたる部分ではない可能性が強い（たとえば間投助詞的

〔項目の性格〕

なもの）と判断して，これを＜a＞に含めた。一方，3794．

第11図とともに，とりたての「は」にあたる各地の形

22ではbi：ruhaが回答され，このhaも間投助詞の可能性

式についてみようとした項目である。「ビールは飲まない

が疑われたが，そのように断定する根拠がなかったので，

が，酒は飲む」という文の方言訳を話者に求め，「ビール

これは見出しを〈ha＞とした。しかし，この〈ha＞は孤

は」と「酒は」の部分を報告してもらった。この地図は

例であり，疑問も残る。

その中の「は」にあたる部分を地図化したものであるが，

次に，見出しを〈（biiruuwa）〉〈（biiruuaa）〉〈（biir−

「酒」の部分と助詞部分とが融合している語形について

uuba）〉〈（biiruubaa）〉〈（piiruupaa）〉としたものは，

は，第11図と同様に，全体を括弧に入れて示した。なお，

biiruu（piiruu）を名詞部分と認めて，〈wa＞〈ba＞〈baa＞

〈（SAKjaa）〉のように大文字にしたものは，大文字の部分

＜paa＞などの見出しに含める（あるいは新たに見出しを

に「語形の統合規則」の範囲を超えた，いくつかの音声

立てる）ことも検討したが，これらは助詞「を」などに

変種を含んでいることをあらわす。たとえば，〈（SAK・

あたる形式を含んでいる可能性も考えられるので，これ

jaa）〉は，

sakja：とsagja：などをまとめたものである。

なお，「酒」部分の形式は大部分がサケ，サゲである

らも融合形として括弧に入れて全体を示すことにした。
なお，〈（biiruubaa）〉の内容はbi：ru：ba：（3地点。「資料

が，そのほか，サゲコ，サゲッコ，琉球地域では，saki，

一覧」参照）と，bi：ru

sai，

uba：（2151．51）であり，後者は録

s㌫sihe：，

s6：kk

waなどの変種が得られた。また，

音テープ聴取したところbi：ruoba：に近いような音声で

九州南部では，大部分がショーチュー類（ショーチュー，

あった。そこで，「語形の統合規則」にはないが，特例と

ショーチュ，ショチュ，ショツ，ソツなど）であった。

して，見出しを〈（biiruubaa）＞bi：ru：ba：，

「酒は飲む」という文を方言訳させたときにショーチュー

bi：ru

uba：のよ

うに凡例に示すことにした。

という語形が出るのは，この地域で清酒よりも焼酎を飲

1868．21の回答はbi：ru

むのが普通であるからにすぎないのか，共通語でサケが

aidakedomoであり，「〈は〉の

助詞が出ない」という調査者の注があった。この回答形

ビールや焼酎などを含む酒類の総称でもあるように，こ

の意味は良く分からないが（あるいは「ビールはあれだ

の地域ではショーチューが清酒を含む呼称であるためな

けども」であろうか），質問文の文脈に合わない回答と判

のか，その点は明らかではない（もし，前者であれば，

断して，これを「無回答」にした。また，4704．45の回答

「ショーチューワ」という回答は厳密に質問文の文意から

はビールデネスであり，これも「飲まない」にあた形式

ずれた回答ということになろうか）。

そのほか，7415．74（高知県香美郡香北山町猪野々）で

が下接していないので「無回答」に含めた。
〔語形の分類と記号の与え方〕

はgomazuwaという回答が得られたが，このゴマズは，
一147一

を採用した。

『高知県方言辞典』によれば，物部村・香北町および土佐
市北原で「酒」の意で使われ，土佐市では，「壇家で仏壇

3794．22．（岩手県胆沢郡胆沢町）の回答形はsakehaで

に供えるときに言う」とある。『日本方言大辞典』によれ

あった。第11図の解説でも述べたように，11図における

ば「ごまず（胡麻酢）」を徳島県三好郡で「仏事の酒」の

この地点の回答形はbi：ruhaであり，これらのhaは間

意で用いるという。

投助詞的なものである可能性もあるが，ここでは共通語

第11図と本図とを比較すると，当然のことながら両者
の分布はかなり似かよっているが，琉球を除く各地では，

の「は」に対応する形式とみなして〈ha＞として採用し
た。

次に，回答語形の性格について。6339．06はサケ，サケ

本図で〈o＞の使用が増えている。また，沖縄県では，
11図にかなり見られたく（biiroo）〉が本図では消え，かわ

ワ，サキャーの3併用であり，サキャーには「古い。老

りにく（SAKee）〉やくdu＞が使われている。ただし，

人が使う」と注が付いていた。これが「話者以外の老人

〈（biiroo）〉はビール＋la，〈（SAKee）〉はサケ＋jaであ

が使う」の意味であれば「語形の採用規則」により不採

ると考えられる（『沖縄語辞典』の「づa（助）」の項参照）

用になるが，ここでは「（老人である）話者自身も使う比

から，沖縄における両図の分布は本質的には大差がない

較的古い形式」の意と解釈して採用とした。

ことになる。この地図集では系統よりも形態上の類似を

次に，形態上の問題について述べる。

優先させているため，〈（biiroo）〉を榿色の類に含め，

．sag6a（4711．32），

saY6a（5741．73），

sakea（8345．56）な

〈（SAKee）〉を緑色の類に含めた。そのために，沖縄にお

どの語形は，「語形の統合規則」により，sagea，，

ける分布がかなり異なって見えることに注意してほしい。

sakeaと同列のものとみなしてくa＞に含めたが，その音

saYea，

そのほか，東北北部では11図のくa＞が減って，かわ

声の実態は〈（SAKεε）〉〈（SAKε）〉〈SAKjaa＞などに含

りに＜daba＞が増え，東北南部から関東にかけて，本図

めた語形に近いものである可能性もあることに注意する

ではくdaba＞と同じ意味合いのくdara＞が，その他の地

必要がある。見出しを〈aa＞にした5624．84のsak6a・につ

方ではくnara＞が増えている。また，九州北部には11図

いても，付近に分布する〈SAKja＞との関係が考慮され

には見られない＜ba＞が増えている。

る。

3744．19（岩手県岩手郡岩手町）の語形はsagekkっワであ

〔語形の処理〕

まず，意味上の問題について述べる。

ったが，この地点はオ段長音の開合の区別のある地域と

凡例の〈NbUNna＞以下の見出し語形は，「は」に対応

はされていないので，「語形の統合規則」により，見出し

する形式とは言えないが，質問文の主旨に対応する表現

をく（SAKekkoo）〉とした。

であるので採用した。その意味では，＜daba＞＜dara＞

〔語形の分類と記号の与え方〕

〈nara＞なども類似の性格のものであり，どこまでを「は」

第11図と本図とは記号を統一してあり，基本的なこと

に対応する形式とみるかの判定はむずかしい。

がらは11図の解説に記した。

0724．21の回答はサゲダラスギダナーであり，これは後

〈（sakee）〉はワの類の助詞との融合（沖縄については

部分が質問文の「飲む」にあたる表現を用いていないが，

先に述べたように助詞jaとの融合）である可能性がある

表現上は質問文の主旨から大きくはずれていないので，

ので緑色を与え，一方，本土のものは無助詞のく（SAKE）〉

これもくdara＞に含めて採用とした。この項目は，「飲む」

の語尾が文中で伸びて発音された可能性もあるので，記

部分の形式を報告することを調査者に求めておらず，し

号の形を〈（SAKE）〉と同じにした。

たがって，大部分の調査者は「酒は」の部分のみを報告

11図には見られない〈du＞とくSAKjuudu＞（いずれも

している。その中に，「飲む」以外の文脈で答えたものが

沖縄）には鳥形記号を与えた。なお，多良間島（2068．07）の

含まれている可能性もあることに注意する必要がある。

くSAKjuudu＞（内容はlakju：du）はsaki＋ju（「を」にあ

5558．21（富山県東町波郡利賀村）の回答形はサケワ（ノ

たる）十duと考えられる。

ム）とサケトーデであった。調査者の注がないのでこの

〈bakkari＞以下の語形のうち，バカリ，バカシ類には

サケトーデの意味は不明であるが，これは「半平で」の

ぬき，または半ぬきの分銅形記号を，バリおよびその変

意味である可能性があり，それであれば，質問文の文脈

化形と考えられる〈bε〉までの語形に，べたの分銅形ま

からずれた回答と認められるので不採用とし，＜wa＞のみ

たは爪形記号を与えた。また，バカリとタッチの混交形

一148一

〔語形の分類と記号の与え方〕

と考えられる〈bakattatte＞および，それと形態の類似す
る〈bakattaNma＞および〈bakattatto＞（いずれも粟島）

共通語の「が」にあたる語形について見ようとした一
連の項目と色の使い方を統一してある。助詞部分がノの

に鍵穴形記号を与えた。

類は赤色を，ガの類は水色を，アの類は緑色を，助詞部

13．おれの（手拭）

分を欠くものには茶色を与えた。

記号の形は「おれ」の部分を表すのに用いた。オレの

類は円形記号，オラの類は紡錘形記号，オレガの類

〔項目の性格〕

共通語の助詞「の」にあたる形式について見ようとし

（〈oregano＞などだが，これはオレに所有を表すががつい

た第13図から第18図までの一連の項目のひとつである。

たものにさらにノがついたものだろう）は涙滴形記号，

この項目は所有を表す格助詞「の」にあたる形式を見よ

ワシの類は正三角形記号，ワの類は二等辺三角形記号，

うとするものである。その点で，特に14．「先生の（手ぬ

ワタシの類は欠け正方形記号，アタシの類は正方形記号，

ぐい）」および15．「どろぼうの（手ぬぐい）」と関係が深

ボクの類は鳥形記号，ギラはT形およびY形記号，オマ

い。また，語形の一部は第1図から第5図までと共通し

の類は線記号，オの類は曲玉記号，アの類は平二等辺三

ている。さらにこの図は，7．「おれを（連れていってく

角形記号を与えた。オレ，オラ，オレガは円を基本にし

れ）」25．「おれに（貸せ）」とも関係しており，「おれ」

た記号，ワシ，ワは三角形を基本にした記号で，ワタシ

の部分の語形は多くの地点で共通している。

はアタシの正方形とワシ，ワの三角形の中間的な性格を

この項目は，「それはおれの手ぬぐいだ」という共通語

持った記号ということになる。

文を提示して方言訳を話者に求め，「おれの手ぬぐい」の

助詞部分がナの語形とンの語形は，ノの類と考え，赤

部分を報告してもらい，「おれの」の部分を地図化したも

色を与えたが，ナは二本脚付きとし，ンはぬきあるいは

のである。

ぬき的性格の記号を与えた。

ガの類で助詞部分がoaのものは，線や脚を付けたり，

「の」の部分だけでなく，「おれ」の部分の分布も見る

記号をぬきにすることによって表したが，必ずしも統一

ために「おれの」全体を地図化した。

この項目で注目されるのは「おれ」にあたる部分，す

をとれていない。

なわち一人称代名詞に数多くの変種がある点である。ま

14．先生の（手拭）

た，この一人称代名詞と結びついた形で所有を表す格助
詞の古い用法が残っていることが調査票作成時に予想さ
れたが，事実，オラガなどの形で出現するガは第14図お

〔項目の性格〕

よび第15図に出てくるかよりも地点数が多い。

共通語の助詞「の」にあたる形式について見ようとし

〔語形の処理〕

た一連の項目のひとつである。この項目は特に15．「どう

一人称代名詞は性差が大きいと考えられるが，女性話

ぼうの（手拭）」と組になっていて，「の」にあたる形式

者の地点も他の項目と同じく，男性話者の地点と同じよ

がその前に来る名詞が尊敬されるべきものを表すかそう

うに処理した。女性話者の地点の回答は以下の通り。

でないかで違ってくるかどうかを見ようとするものであ

5646．11

［atalino］

る。その点で2．「先生が（来られた）」，3．「どろぼう

6480．89

［Ofano］

が（入った）」とも密接な関連がある。

6565．14

［wata∫ino］

この項目は，「それは先生の手ぬぐいだ」という共語語

7365．25

［オレノ］

文を提示して「先生の手ぬぐい」の部分の方言訳を話者

7504．72

［Ofeno］

に求め，「先生の」の部分を報告してもらい，そのうち「の」

2085．16

［ba：］

の部分を地図化したものである。
「先生」に相当する部分はセンセー，センセ，シェンシ

このうち5646．11の語形は周囲の地点の回答から隔た
っている。女性話者であることが影響しているのかもし

ェー

Cヒェンヒェー，シンシー，シンシンなどであった。

使い分けにかかわる注記のなかで5463．73でノに対し

れない。

て「もったいがついたいいかた」，かに対して「ややけな
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「どろぼう」に相当する部分は第3図で述べたのとほ

したいいかた」としているのは注目される。そのほかの
注記については「文章による注記」を参照していたただ

ぼ同じである。

分布を第14図と比較してみると，「先生の」と「どろぼ

きたい。

〔語形の処理〕

うの」とのあいだで使い分けを行なっている地域は，九

語形は第2図とほとんど共通であるので，共通の語形

州南部と琉球の一部地域であり，ほかには富山県の五箇

についての説明は第2図にゆずり，ここではこの図で新

山（5557．85）など孤立した地点で使い分けが行なわれて

たに出てきた語形について説明したい。

いる。九州南部の使い分けは「先生の」のときはノの類

7441．02では［sense：no］，［sense：n］，［sense：O

g

を，「どうぼうの」のときはかの類を用いるというもので

a］，

［sense：n：o］の4語形が回答された。このうちの最後の二

ある。琉球地域の使い分けは第3図の解説で述べたのと

つについては「先生」にあたる語形をセンセーンと考え

同じように九州とは逆である。その他の孤立した地点の

れば，それぞれ〈ga＞，＜no＞に分類できるが，そうはし

使い分けの仕方は九州とおなじだったりそうでなかった

なかった。同じ地点で第15図は［dorobo：no］と［dorobo：

りする。

また，第2図および第3図と比べてみると使い分けを

oga］の併用であるので〈Nga＞を見出しとして立てるこ
とができると考えたからである。「先生」を意味する語形

する地域が狭くなっているのが目につく。とくに琉球で

としてセンセー，センセーンがあり，その一方で「どろ

は使い分けをする地域がずっと限定されている。

ノとかの使用に関する注記の例としては次のものがあ

ぼう」を意味するドロボー，ドロボーンがあるというの

は可能性が薄い。それにgaやnoの前のNは隣接する高

る。

知方言で語中の9やdの直前に出る鼻音に相当するもの

「『ドロボーガテヌグイ』とは言わない」（7339．76）

かも知れない。そうなると「先生」にあたる語形として

「（nusidunoに対して）gaを使うと不自然」（0276．51）

センセーンを切り出す根拠がなくなるので［sense：n：o］

「（nussurogaに対して）noは言わない」（9313．46）

もくNno＞を立ててそこに入れることにした。

「gaを使うときは卑下しているとき」（8352．08）

〔語形の分類と記号の与え方〕

「『先生が』とはならない」（4675．45）

第2図と共通する語形についての説明は第2図の解説

一方では4781．47のように「先生とドロボウに対するノ

にゆずることにして，それ以外の語形について説明する。

とかの区別はない」というのもある。

くわしくは「文章による注記」をご重いただきたい。

〈Nno＞はくno＞とおなじ類と考え，＜no＞の直後に配

〔語形の処理〕

列した。同様に＜Nga＞はくga＞の直後に配列した。

語形の最初にンを持つものの記号は，中黒という特徴

5740．88には［dorobo：nna］があるが，これは見出し

をもたせることにした。したがって〈Nno＞は赤色の正三

くNna＞を立ててそこに入れることにした。周囲の地点で

角形の中黒，〈Nga＞は水色の円形記号の中黒となる。

「どろぼう」に相当する名詞部分がドロボーンではない
し，この地点でもうひとつ回答されている語形が［dor−

15．どろぼうの（手拭）

obo：no］であるので「どうぼう」は［dorobo：］と考える

のが妥当だからである。もし，ドロボーンを名詞部分と
〔項目の性格〕

して取り出せれば助詞部分はナということになるが，そ

共通語の助詞「の」にあたる形式について見ようとし

うはいかなかった。

た一連の項目のひとつである。この項目は特に14．「先生

九州に見られるヌスドン，ヌシドンなどの回答につい

の（手拭）」と組になっており，2．「先生が（来られ

ては第3図で述べたのと同じ問題が存在する。これらの

た）」，3．「どろぼうが（入った）」とも密接な関連があ

語形は第3図と同じようにくN＞に入れることに．した。
〈Nga＞については第14図の解説で説明してある。

る。

この項目は，「それはどろぼうの手ぬぐいだ」という共

なお8313．71は地図上ではくN＞だけの使用になってい

通語文を提示して「どうぼうの手ぬぐい」の部分の方言

るが，実際は〈N＞とくga＞の併用であるので，そのよ

訳を話者に求め，「どろぼうの」の部分を報告してもら

うに訂正したい。

い，そのうち「の」の部分を地図化したものである。
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〔語形の分類と記号の与え方〕

は，アルにヤズ・アズなどの形の融合が考えられるし，

第14図と共通する語形についての説明は第14図の解説

さらに，〈（arjaa）〉〈（araa）〉には，アルにワなどの融合

にゆずることにして，それ以外の語形について説明する。
〈noo＞はくno＞の母音が長音化したものと考え，赤色

が想定されるであろう。そのような可能性のある語形は，
積極的に「有るのは」全体の形を提示した。

のべたの正三角形記号を横向きにした記号を与え，〈n

次にaNnowa，

attowaなどのように，「有る」の部分が

o＞の直後に配列した。末尾の母音の長短を記号の向き

「のはJの部分（これらの場合にはnowa，

で表すという「が」と「の」に関する一連の項目の原則

音の影響で撰音便や促音便を生じているものについては，

towa）の頭子

その全体の姿を「資料一覧」で見てもらうこととし，原

に従ったのである。

第14図の解説で述べた通り，語形の最初にンを持つも

則としては「のは」の部分のみを切り離して凡例に載せ

のの記号は，中黒という特徴をもたせることにしたので

ている。ただし，茶色の類の〈（akkaN）〉と赤の類の

〈Nna＞は赤色の円形記号の中黒を与え，〈na＞の直後に配

く（addowa）〉の2つは，やや特殊な形態であり，

列した。

dowaという形が，単独では他の地点で得られていない

kaN，

ため，「有る」の部分も含めて凡例に示すことにした。ま

16．（ここに）有るのは

た水色の類のく（atakjana）〉の地点（2790．38）は，存在

を表すのに〜タの形式を用いる地域であり，ataの部分
〔項目の性格〕

が「有る」に対応することは明らかであるが，kjanaの部

準体助詞の「の」に「は」が接続した共通語形と，対

分をどうみなすべきか不明であるので，これも全体の形

応する方言形を求めようとした項目である。関連する項

を示しておいた。

目に，17「行くのでは（ないか）」，18「行くのに（便利

次に，5791．39と6624．54の回答は，いずれもくNnowa＞

だ）」の他，第10図から第15図までの「は」や「の」を扱

として処理したが，「有るのは」全体を示せば，前者の地

った項目がある。

点は［a：nnowa］，後者の地点は［arunnowa］である。

この項目の調査文は，「ここに有るのは何か」であり，

前者はa：nまでが「有る」の活用形という疑いもなくはな

その全体の方言訳を話者に求めた。そして，調査者に「有

い。しかしまた，近くに分布する〈nONWa＞との関係に

るのは」の部分を報告してもらい，そのうち，「のは」に

も配慮する必要があろう。

あたる部分を取り上げて地図化したものである。

続いて，次の回答はすべてくno＞に含めて示した。

「有る」の部分の形態は，アルの他，後続する「のは」

2784．51［arUno

の部分の形態に応じて，アン，アッなど擬音便，促音便

6593．00［aruno

を生じている地点が目立つ。また，琉球では？a，？a：，？

2794．15

［arUno

kore］（arunoと併用）

kore］（arunowaと併用）
heba］

aiなどの形が用いられている。これら，「有る」の部分の

このうち，2794．15の話者は，疑問表現の場合，このよう

「のは」部分への接続形態は，詳細を「資料一覧」で確認

にheba（調査者は「それじゃ」の意であるとする）を付

してほしい。

けて言うのだと指摘する。これらの地点では，以上のよ

〔語形の処理〕

うな，koreとかhebaを付加した表現が慣用的になって

この地図では，「有るのは」のうち，「のは」にあたる

いることも考えられる。

〈その他〉とく無回答〉に分類した回答について述べる

部分を切り離して地図化することを原則としたことは，
前述のとおりである。しかし，「有る」の部分と「のは」

と，まず，〈その他〉としたのは，7659．62［kokoni

の部分とが融合してしまっていて，単純には分離が難し

kora］である。共通語に直せば「ここにあるこれは」と

aro

いと思われる場合には，あえて両者を切り離すことはし

なり，調査文と全くそれているわけではないが，準体助

ないで，「有るのは」全体の形を（）でくくって示し

詞の代わりに指示語が入ってしまっているので〈その他〉

た。まず，凡例の茶色の類で〈（araNwa）〉〈（aroNna）〉

とした。同地点では，［kokoni

〈（aaraN）〉とした語形は，アルなどの形にガン〜・カ。

ており，これはくwa＞として地図に示してある。これに

ン〜などの形が融合して生じているものである可能性が

対して，〈無回答〉として処理したのは，例えば，1801．

考えられる。また，紺の類の〈（araazu）〉〈（arazu）〉に

80［sorewa
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nanika，

korewa

arowa］の形も答えられ

nanda］のような，調査文

の文脈を大きくはずれる回答しか得られなかった地点で

えたスヤの類とも関係するが，トワの類には，〜owa，

ある。

〜oaという母音をもつものを含めることにした。ただ

〔語形の分類と記号の与え方〕

し，〈haa＞をトワの類とし，〈saa＞をスヤの類としたの

全体は大きく，ノワの類（水），ガワの類（茶），トワ

は，同じ母音をもつ語形の処理としては，不統一だった

の類（赤），スヤの類（榿），ヤツワの類（紺），モノワの

かもしれない。

スヤの類には，今述べたくsaa＞や＜sa＞〈soo＞を除け

類（紺），ワの類（紺）などに分けられる。このうち，全

国的に優勢なのがノワの類であり，北陸・四国のガワの

ば，s・hで始まり，

類，九州のトワの類，琉球のスヤの類（セーが多い）な

さらに，末尾にjaやaの認められる語形を分類した。

u・i・eという母音が続く語形，

ども目立っている。これらの類の分布は，次の17「行く

〈saa＞〈hee＞という形は，系統的には〈sija＞からの変化

のでは（ないか）」，18「行くのに（便利だ）」ともかなり

形であることが考えられる。なお，〈roo＞は，〈soo＞な

並行的であり，記号の色の面でそれらの地図の間の統一

どとの類似性を考慮して，この類の末尾に位置付けてお

をはかってある。

いた。記号の上で，先のトワの類の赤と近い榿色をこの

凡例では，「のは」の「の」にあたる形態をもつ語形を

スや類に与えたのは，両型の形態の近さを考えての処置

先に並べ，終わりに「の」をもたない，つまり「は」に

である。また，酒類を通じて，s・h＋owa・oa・aaと

あたる形態のみの語形をまとめた。そして，「の」の部分

いう形には三角形を与えたことを付け加えておく。

次に，ヤツワの類とモノワの類を掲げた。語源的には

をもつ語形については，前述のとおり，ノ〜，ガ〜，ト

「奴は」「物は」に対応するものと思われ，これらのヤツ，

〜など，「の」の部分の形で分類して色を与えてある。

まず，ノワの類は水色とした。〈nowa＞など基本的な

モノが準体助詞として機能している要素かどうかは，は
っきりしない面がある。ただし，分布にある程度まとま

形を円形記号としたのは，〈gawa＞〈towa＞＜sila＞（laは

「は」に対応）など他の類にも共通させてある。また，

りの認められることからすれば，ヤツワ，モノワなどの

〈nowa＞のように，「は」に相当する部分が明確である語

言い方は，質問の文脈に該当する土地固有の形式として

形にはべた記号を与え，〈noa＞〈noo＞〈no＞のように，

用いられていることは確かであろう。即興の色は紺とし，

「は」の部分がはっきりしなくなるにつれて，白っぽい印

記号の形は，ヤツワの類が三角形，モノワの類が菱形（ム

象の記号を与えていったことも他の類と統一的な方法で

〜は平行四辺形）とした。

最後のワの類は，前述のように「のは」の「の」の部

ある。ノワの類では，この他，〈Nwa＞〈N＞というン〜の

形である語形の記号を紡錘形とした。さらに，〈nawa＞

分をもたない類と言える。したがって，記号の形も他と

以下のナ〜の形の語形には三角形記号を与え，ノ〜・ン

は大きく変え，線記号とした。0228。96〈mja＞は，「有る

〜の類から少し離して置くことにした。これは，次のガ

のは」全体の形を示せば［？ammja］であり，「有る」の

ワの類の，〈oawa＞〈oa＞など，語頭音が［U］である語

末尾にjaが加わり融合した形ではないかと思われる。

形との形態上の近さを考慮しての処置である。

〈（aNmla）〉として全体を示すべきだったかもしれない

ガワの類は茶色とした。〈oawa＞〈oa＞などoa〜の形

は，上で述べようにくnawa＞〈na＞などとの関連によ

（18「行くのは」の同地点の回答は，〈（？ikjUNmja）〉とし
て全体を示した）。

り，記号の形を同じ三角形としてある。また，〈gaNwa＞

凡例上，ワの類に含まれたようになってしまったが，

や＜gaN＞のように，ガの後にンの入った語形はやや分類

最後のくnoga＞〈nooa＞は，ワの仲間とは別であり，「の

を別にして，記号も四角形を与えることにした。〈gaNna＞

が」にあたる形と考えられる。分布は乏しいが，新潟西

など末尾がナである語形は，＜gaNwa＞などの末尾の変化

部に固まっている。質問の文脈に合致する形式かどうか，

として，〈waN＞〈aN＞など語頭に［9］が見られないも

さらに検討が必要であろう。

のは，〈gaN＞〈oaN＞などの語頭の変化として説明がつく

17．行くのでは（ないか）

であろう。

トワの類は赤とした。この類には〈towa＞をはじめt
〜の形の他，〈sowa＞〈howa＞〈soa＞など類似の語形を収

〔項目の性格〕

めた。s，

共通語の「のでは」にあたる方言形を求めようとした

hで始まる語形ということでは，次の榿を与
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項目．である。関連する項目に，16「（ここに）有るの

た。それぞれ〈noja＞，〈tozja＞に含めてある。

は」，18「行くのに（便利だ）」の他，第10図から第15図
までの「は」や「の」を扱った項目がある。

4609．27［〜nadannεgano］は，

nadaとnεgaとの間

のnをどう解釈すべきか問題が残るが，一応nada＋

この項目の調査文は，「もしかしたら，お前は東京に行

nnεgaと考え，〈nada＞として処理した。これには，4730．

くのではないか」であり，「行くのではないか」の部分の

59の調査者が，その地点における回答を，［igUna

方言訳を話者に求めた。そして，回答の全体を調査者に

nnega：］と区切って報告してきたことが参考になった。

報告してもらい，そのうち，「のでは」にあたる部分を取

これらの地域では，「ないか」にあたる形態として

り上げて地図化した。

nnεga，

nnegaのような形が使われているものと思われ

「行く」の部分の形態は，イクの他，九州の〈tozja＞

る。あるいは，「あるまいか」にあたる形式が「のでは」

などに続く場合にイッという促音便形が見られる。また，

の末尾と融合し，さらに，m＞nのような変化が起こっ

琉球では，これらとは別の様々な形が認められるので，

たことも，可能性としては検討すべきであろうか。

詳しいことは「資料一覧」を参照してほしい。

〔語形の分類と記号の与え方〕

〔語形の処理〕

全体は大きく，ノデワの類（水），カ。デワの類（茶），

この項目では，「のでは」＋「ないか」という表現形式
にあてはまる回答を期待したが，例えば，イクノカ，イ

トジャの類（赤），エァズデの類（紺），デワの類（緑），

ドゴデアの類（紺），ノトチガウカの類（紺），その他に

クンダベ，イキャーセンカなど，そこからはずれた回答

分けられるざこのうち，全国的に優勢なのがノデワの類

が目についた。これらは，すべて〈その他〉として処理

であり，北陸・四国のカ。デワの類，九州のトジャの類，

した。地図上には＊印の記号で示してあるが，これを見

東北・中部のデワの類なども目立っている。

ると，岩手，島根，沖縄などに分布がある程度集中して

これらの類のうち，ノデワの類，カ．デワの類，トジャ

いることが知られる。調査者の調査法と関係しているこ

の類は，「のでは」の準体助詞「の」にあたる形態，ノ・

とも考えられるが，方言上，「のでは」＋「ないか」のよ

カ．・トをもつグループである。エァズデの類およびドゴ

うな形式を用いにくい地域であるのかもしれない。

デアの類も，エァズ（「奴」か）・ドゴ（「ところ」であろ

そうしたことは，関西についても言えるようである。

う）が準体助詞なみに機能しているものと考えてよいか

関西では，「のでは」＋「ないか」の代わりに，ノトチガ

もしれない。以上の類に対して，デワの類は，「の」にあ

ウカ，ントチガウカなど，「のと」＋「違うか」という形

たる形態をもたず，「では」に相当する形態がいきなり「行

式を答えてきた地点が多かった。ほかのくその他〉の語

く」の後に付く類である。さらに，その他としてまとめ

形に比べて，調査文の形式・ニュアンスに近いこと，お

てしまった語形のうち，〈waa＞〈（？ikuNja）〉〈（？ikjumm．

よび，分布に強固なまとまりの認められることから，こ

ja）〉などは，「ので」の部分がなく，「は」にあたる形態

の「のと」＋「違うか」という形式の回答は，〈その他〉

のみの語形（ないしはそれが「行く」の末尾と融合した

にまとめず，細かく示しておいた。ただし，「のでは」＋

語形）ではないかと思われるし，〈（？ikjUN）〉〈（ikff）〉〈（？

「ないか」とは形式の異なることに注意して，凡例には

iki）〉などは，「のでは」に対応する部分が見当たらず，

〈noto

動詞のはだかの形ではないかと考えられる。これらは，

CIGAUKA＞，＜Nto

CIGAUKA＞のように全体を

示してある。「違うか」の部分の変種はまとめた。

琉球に集中して認められる。

調査文の形式とややずれるという点では，次のような

類ごとに見ていくと，最初にノデワの類を掲げた。記

回答にも触れておかなければならない。すなわち，「ない

号の色は水色である。語形の配列と記号の形は，まず，

か」の部分が「あるまいか」の形式である［〜node

amme：

＜nodewa＞などワがはっきり入った語形を並べ，これら

ga］という回答が4712．15で得られたが，これは「ないか」

には零記号を与えた。以下は，デがワと一緒になってし

に準ずる形式として採用してよいと考え，〈node＞に含め

まっていたり，ワが認められないものである。はじめに，

た。また，6563．87［〜nojaragiOka］，8324．40［〜tod3ar−

〈nozja＞など〜zjaの形をもつ語形をまとめ，これらには

a〜eOka］は，「のでは」にあたるnoja，tod3aに「ありゃ

三角形記号を与えた。ノの部分がnoであるものはべた，

せんか」にあたるaragiOka，

araleUkaが加わったもの

で，やはり「のでは」＋「ないか」に準ずる形式とみなし

Nであるものはぬき，nONであるものは中黒としてある。
次に〈noja＞など〜jaの形をもつ語形をまとめ，四角形
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記号とした。no・N・nONなどに対する記号の塗りつぶし

第16図，第18図で榿色を与えて一類としたスヤの類（16

方は，先の〜zjaの形と同様である。続いて，〈noda＞な

図），シンの類（18図）にあたるものであるが，この地図

ど〜daの形，＜node＞など〜deの形を掲げ，それぞれ紡

では分布に乏しいことから，その他としてまとめてしま

錘形記号，円形記号を与えた。．

ってある。〈waa＞以下の語形は，「は」にあたる形（およ

次に，以上からは少し離してくno＞＜N＞〈neN＞とい

びそれが「行く」の語末と融合した形）や，そのような

う，「では」の部分が見られない語形をまとめた。これら

助詞がまったく付かない「行く」のはだかの形であろう

は記号の形も少し離れた矢印形としてある。以上，ノの

と考えられるものである。

部分がno・N・nONである語形の後に，

最後に，ノトチガウカの類を掲げ，これはいちょう形

na〜の形を置い

た。これにはno〜の語形の記号と対応する大記号を与え

記号とした。

上でも一部触れたが，この図に現れた語形は，第16図，

ることにした。

以上，ノデワの類の記号の与え方は，他の類にも及ぼ

第18図とも共通する部分が多く，また，それらの分布に

した部分がある。例えば，デワの部分がdewa・zja・ja・

も並行性が認められる。記号の形などは統一をはかれな

da・deなどのどの形をとるかに応じて，線・三角形・四

かったが，色のみはそろえてある。

角形・紡錘形・円形などの記号を与えたことは，カ．デワ

18．行くのに（便利だ）

の類，トジャの類，デワの類にも及ぼしてある。
さて，カ．デワの類は茶色とした。三つのグループに分

〔項目の性格〕

けたが，最初が〈Oadewa＞などの語形，次が〈waNzja＞

準体助詞「の」に「に」が接続した共通語形と，対応

など語中にNをもつ語形，最後が＜oaN＞などデワの部分
がはっきり見当たらない語形である。後ろ2つの語中・

する方言形を求めようとした項目である。関連する項目

語尾にNをもつグループは大記号としてある。これらの
ら
語形のうち，〈（igaNzla）〉〈（ikaN）〉のように「行く」の

や，19図以下の「に」を扱った一連の項目，さらに40「植

部分も含めて示したのは，「のでは」の部分の語頭が融合

えたのに（枯れてしまった）」などがある。

に，16「（ここに）有るのは」，17「行くのでは（ないか）」

この項目の調査文は，「車が有ると町に行くのに便利

してしまっていて，そこのみを抽出できない語形である。
次のトジャの類は赤とした。〈sozja＞〈hozja＞など語頭

の子音がs，hである語形は，

tであるものから離して

一グループとし，大記号を与えることにした。なお，こ

だ」であり，「行くのに」の部分の方言訳を話者に求め，

そのうち，「のに」にあたる部分を地図化したものであ
る。

「行く」の部分の活用形態は，本土はほとんどイクであ

のように，大記号の意味は，類ごとに異なっているので
注意してほしい。

り，その他，秋山郷・伊豆諸島にイコの形，九州を中心

次に，エァズデの類を掲げ，分銅形記号とした。

にイッの形などが行われている。また，琉球では，奄美

＜εzude＞の他，それ以下のくjatte＞〈atte＞〈eNde＞〈tte＞

で？ikjuN，沖縄で？iku・？it〜u，宮古でikf，入重山で

などの語形も，形態的に，あるいは分布上連続的である

iku・paruなどさまざまな形が使われている。以上，ほと

と判断し，この類に含めることにした。ただし，がデワ

んどが，体言に続く活用形（いわゆる連体形）と認めら

の類の〈aNde＞などの語形との関連にも気を配る必要が

れるが，琉球の奄美を中心に見られる〈ja＞には，？ikiな

あろう。

ど連用形が接続する。それらの活用形態の詳しい内容は，

続くデワの類は緑とし，記号の形はノデワ，カQデワ，

「資料一覧」を参照してほしい。
〔語形の処理〕

トジャの類に準じた。

琉球の回答については，動詞部分と助詞部分との分離

次のドゴデアの類には，紺の二本脚付き涙滴形記号を
与えた。この類の語形は，共通語で「行くとこじゃない

について，やや不明の点があったが，一応の処理を行っ

か」と言う場合の，動作の進行を表す用法を担っている

た。まず，0248．01［？ikuN］，2086．03［hara：N］は，末

ものではないと考えたが，さらに検討してみたい。

尾の［N］が動詞活用語尾である可能性が残るが，「に」

その他としてまとめてしまった語形は，すべて琉球に

に対応する助詞と考え分離した。次に，2150．17［ikja：

分布するものである。〈suja＞からく（？icjusee）〉までは，

maiduユは，〈maidu＞として凡例に掲げたものの，［ikja：］
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の末尾には「（行か）ば」にあたる形態が融合し，全体で

がであろうか。

「行っても」というような意味を担っているらしい（その

以上の語形に対して，次のものは，調査文の意味から

ような意味のものまで採用したことは後にも述べる）。続

のずれ方が大きいと見て，〈その他〉にまわした。1231．

いて，本土の＜nja＞という語形は，「には」にあたる形が

99［？it∫undi］（「行くと」にあたるか），2141．52［ikfsitika］

縮まったものと考えられるが，奄美の0246，88と0247．31

（「行くので」にあたるか）。5653．08［iOudara］（「行くな

の［？ikinnja］の［nja］は［？ikin］と［ja］とが結合

ら」にあたるか）。ただし，これらの回答については，な

したために生じた形態と思われるので，〈（？ikiNnja）〉と

お検討が必要である。

して動詞部分も含め凡例に掲げた。もちろん，この奄美

文脈上注意すべきこととして，調査文の「便利だ」の

のものも，本土のくnja＞と成り立ちを同じにしている可

部分に，これ以外の言い方がなされている場合のあるこ

能性には注意が必要である。また，0228．96［？ikjummja］

とが挙げられる。例えば，3761．75［ig廿ni

も，上と同様に考え，全体を凡例に示した。

合がよい」，5675．66［iguni

この地図では，意味的に，かならずしも「のに」と対

94［eguno

tsUgo：e］の「都

i：na：］の「よい」，4752．

d30：sane：］の「造作ない」などがそれであ

応しないと考えられる語形が多いが，それらについては，

る。厳密には，これらの形式との構文上の対応で，「のに」

採用の範囲を広くとり地図に載せた。まず，「は」にあた

の部分にくる語形も変わる可能性があるが，その点につ

る形が付加されたものが目立つ。〈noniwa＞＜nonja＞をは

いて，厳しく吟味することはしなかった。

じめ，凡例でwaやjaが末尾に付いた語形がそれであ

この他，いくつかの語形について触れておくと，まず

る。これらは，「のに」にとりたてや限定の意味などが加

くana＞として見出しに掲げた4658．59の回答は実際には

わったものではないかと思われる。明確な分布性をもた

［i加ana］であり，「行く」の末尾と「のに」の頭とが融

ないものが多いことからすると，やはり，話者が調査文

合したような形である。次に，〈siga＞を採用した0294．66

の文脈をややはずれて回答した語形か主ではないかと考

では，40「植えたのに（枯れてしまった）」でも同じく

えられる。しかし，表現上，そのような「は」の付いた

＜siga＞であることは注意しておきたい。続いて，0330．80

形しか用いない地域もあるのかもしれない。唯一，分布

の〈（？ik芭e）〉は，？ikiにjaが結合した形と認められ

にまとまりの見られる秋田・山形のくna＞の類は，

る。さらに，8325．95の〈（ikwi）〉は，

nowa

ikuにiが加わっ

などの形が縮まり，意味的にも「のに」相当に変化した

たものであろう。最後に，九州南部の〈kate＞＜kadani＞

ものではなかろうか。さらに，琉球の〈ja＞の類のよう

の類は，語源的に「方に」からきたものてはないかと思

に，「は」にあたる形単独のものや，〈toga＞〈nimo＞のよ

われ，41「食いながら（歩くな）」の地図に現れたくkatade＞

うに，「のが」「にも」に対応するものも回答されたが，

の類と関連があると考えられる。あるいは，関西の逆接

同様に地図に載せることにした。

の接続助詞カテ（40「植えたのに」参照）との関わりに

次に，〈tokini＞〈toki＞など，「時」にあたる形もあ

も注意が必要かもしれない。

る。これらの使用地点のほとんどは，〈noni＞〈gani＞〈toni＞

〔語形の分類と記号の与え方〕

など準体助詞の形もあわせて回答しているから，この

全体は，まず，「のに」の「の」に相当する部分をもつ

tokiは準体助詞的に用いられたものではなく，toki本来

語形と，もたない語形とに大別される。前者の「の」に

の語彙的意味を担っているものであろう。分布はまばら

あたる部分をもつものとしては，準体助詞的なノ〜の類

だが，東北と西日本に偏っている。なお，〈munoo＞

（水），ガ〜の類（茶），ト〜の類（赤），シ〜の類（榿）と

〈kutuni＞＜jazu＞＜tameni＞なども，「物」「事」「奴」「為」

いう4つのグループが代表的であり，その他，名詞的な

という語源を考えると，名詞性の強い言い方である。

モノ〜・コト〜・トキ〜・タメ〜などの語形（紺）があ

続いて，秋田・山形・宮城にわずかに見られる〈tate＞

る。以上には面記号を与えた。一方，後者の「の」にあ

の類は，語源的に共通語の「（行くっ）たって」に対応す

たる部分をもたないものとしては，二の類（紺）が有力

るものであろう。ただし，共通語のもつ逆接の仮定条件

で，これには線記号を与えた。また，その他の語形（紺）

という意味合いは，この〈tate＞の類には薄く，「のに」

には，星形をはじめ，さまざまな記号を与えてある。

に近いニュアンスで用いられていると思われる。また，

次に，「のに」の「に」に対応する部分をもつ語形とも

京都北部の〈（ittemo）〉も同じ仲間とみなしたが，いか

たない語形とがある。例えば，ノ〜の類で言えば，〈noni＞
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のような語形と〈no＞のような語形があるということで

19「東の方へ（行け）」……動作の方向

ある。前者には円形記号を，後者には三角形記号を与え

20「東京に（着いた）」……動作の帰着点
21「見に（行った）」・……・・動作の目的

た。

さらに，〈noniwa＞〈nowa＞のように，「は」にあたる

22「仕事に（行った）」……動作の目的

形が付いたものは，二本脚付き記号で示すことにした。

23「大工に（なった）」・…・・変化の結果

〈nonja＞のように，ワがノニの末尾と融合したものや，

24「ここに（ある）」………存在の場所

〈suja＞など琉球のヤも同類と見て，同じく二本脚付き記

25「おれに（貸せ）」………動作の向けられる対象

号を与えた。線記号の二の類で，広V形記号を与えたも

26「息子に（手伝いに来てもらった）……動作を受
ける場合の動作の主

のは，二本脚付き記号と等価と考えていただきたい。ま
た，「は」の代わりに，ガ，エ，イ，サなど他の形態が加

27「犬に（追いかけられた）」……動作を受ける場合

の動作の主

わっているものは，二本線付き記号とし，その向きによ

その他，18「行くのに（便利だ）」などが関連項目とし

って語形の違いを表した。ただし，記号に二本線を付け

て挙げられようか。

なかった語形でも，ト〜の類の〈te＞＜tee＞＜ci＞は，ト

さて，この19図は，友達から「どちらの方角に行った

にイの結合した形が変化したものである可能性が考えら
れる。また，＜noo＞〈ta＞にはワややなどの形が融合して

ら良いか」と聞かれて次のように教える場合という設定

いる可能性もあろう。さらに，シ〜の類の〈see＞〈soo＞

のもとで，「東の方へ行け」という調査文を示し，その文

＜sa＞にもやなどか融合していることが考えられよう。

全体の方言訳を話者に求めた。そして，調査者に「東の

その他，ノ〜・ガ〜・ト〜・シ〜の類を通じて，基本
的な形には塗りつぶし記号を与えた。そして，「に」の部

方へ」の部分を報告してもらい，そのうち「へ」にあた
る形態を取り上げて地図化したものである。上に示した

分がNやneであると半ぬき記号や中白記号としたり，

とおり，ここでのねらいは，方向を表す文法形態として

あるいは，「の」の部分の母音が異なるとぬき記号の類を

どのようなものが使われているかを知ろうとするところ

与えるなど，変化をもたせた。

にあり，そのため，わざわざ「東の方へ」と方向を強調

なお，以上の記号の原則は，二の類を除く紺を与えた

する質問となっている。なお，本図のように，助詞に相

語形には：貫かれていない。また，この項目内での記号の

当する部分のみを地図化の対象としたことは，上に示し

体系性を重視したために，40「植えたのに（枯れてしま

た9枚の地図に共通する。

った）」とは，関連する語形をもちながら，記号をそろえ

地図化しなかった「東の方」の部分について，簡単に

てはいない。16「（ここに）有るのは」および17「行くの

紹介しておくと，まず，「東」の部分は，ヒガシの類がほ

では（ないか）」とは，色の与え方など記号化の統一をと

とんどで，その他，コチ，アガルイなどが用いられてい

った部分があるが，十分ではない。

る。アガルイ（「上る辺」か）は琉球に特徴的な語であ

最後に，語形の分類について注意しておきたいのは，

り，その分布については，中本正智『図説琉球語辞典』

岩手と奄美のくnu＞のうち，奄美のものは，「に」の系統

の「東」の項が詳しい。なお，調査時に「東」を使った

ではなく，「の」の系統と認められるという点である。

言い方が現れず，代わりに，カミ・シモ，また，アッチ・

ソッチ・コッチ，あるいは具体的な場所（例えば「駅の

19．東の方へ（行け）

方」）などを用いて回答してきた地点がいくらかあるが，
それらの回答もここでは採用してある。

〔項目の性格〕

次に，「の方」の部分には，ノホーを中心に，ノホーコ

この地図から27図までは，共通語の「へ」や「に」に

ー，ノホーガク，ノカタ，ムティなどが使われている6

対応する方言形を示そうとしたものである。特に，「に」

ノの部分は，ヌ，ンともなる。ムティは，琉球のみに使

は，さまざまな意味をもつため，その違いによる方言形

用される。また，「の方」にあたる形態を用いず，「東」

の差および分布の差を明らかにすべく，20図から27図に

にいきなり「へ」の部分を結合させた回答も多いが，特

いたる8枚の地図を用意した。以下に，19図を含め，9

に琉球に目立つようである。

つの項目を，その意味特徴とともに列挙する。

以上，「東の方」の部分の詳しいことは，「資料一覧」
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を参照してほしい。

ンカティの類，ティの類，無助詞の類の7つに分けられ

〔語形の処理〕

る。二の類には水色，サの類には赤，ンカイの類には茶

まず，7345．53と7366．87の［⊆iga∬ine］はgigali＋line

色を与え，それ以外の類には紺を与えた。ただし，紺を

が縮まったもので，［∫ine］の部分が助詞にあたると認

与えたもののうち，ンカティとティの類は相互に語形上

め，〈sine＞として凡例に示した。前者の地点では，［gigas−

の関連はあるものの，他のエの類，無助詞の類との間に

sane］という形も回答され，［sane］の部分を助詞と考え

は，特に関係はない。

ることができるため，これと並行的な処理を施したわけ

各類は，記号の形の上でも他と区別されるようにした。

である。また，〈sine＞は，7219．50でも［gigaginoho：line］

まず，二の類には円形を与えた。また，エの類は，四角

として回答されている。これに対して，7334．34［gigalini］

形を基本とした。そして，〈i＞の仲間については，二の

は上記のものと地域は近いが，Giga∫i＋niとみなし，〈ni＞

類とも形態上の類似性があるため，紺の円形記号とする

に分類した。これを＜sini＞としなったのは，同地点で

ことにした。〈i＞には，系統上工からきたものと，二に

は，［gigassane］という形も回答されているから，もし，

由来するものと，両方があるらしい。

この地点に〈sini＞という助詞が存在するならば，同様に

サの類では，最も分布の広い〈sa＞に正三角形を与え

［gigallini］という形になってよいはずだと推定したため

た。また，＜sae＞からく§e＞に至る，母音にeやiの含ま

である。もちろん，そのような形がさらに縮まり，

れている語形は，エの類にそろえて正方形の記号とした。

［giga∫ini］という，見かけ上「東」＋niの形と区別できな

さらにくsaN＞以下〈same＞までの，

い形態が生じた可能性は残る。

形には，大記号を与えた。そのうち，〈saN＞など〜Nで

nやmをもった語

次に，竹富島2086，03の〈N＞は，［a：taN］という回答

終わるものには正三角形を，〈sane＞など〜ne・〜niで終

をそのように処理したものである。『図説琉球語辞典』の

わるものには長方形を，〈sanaa＞など〜naa・〜naなど

分布図（201頁）および，『八重山語彙乙編』（第一書房復

で終わるものにはリボン形を，そして〈samjaa＞など語

刻76頁）によれば，石垣島南岸や小浜島など，近隣する

中にmをもつものには小刀形を与えることにした。

地域に，「東」を表すa：nta，

ンカイの類は，〈Nkai＞を脚付きU形記号とした。そし

anta：という形が使用されて

いるので，上の竹富島の回答も，［a：ta］の部分が「東」

て，kの部分が9であるものは，ぬき記号とし，

に対応するものと考えたわけである。

分がeeであるものは，

続いて，奄美大島0247．37の〈（higjaa）〉は，「東」にあ

たる語形（higaか）の末尾に，何らかの助詞が融合して

aiの部

Y形記号とした。また，語頭のN

をもたないものには，それぞれの記号から脚をとり，U
形やV形の記号を与えることにした。

いる可能性があるとみて，全体の形を掲げたものである。

ンカティの類は，ンカイの類と色は別にしたものの，

ただし，『図説琉球語辞典』では，「東」そのものの形と

語形に類似性が見られるため，似た形の線記号を与える

して，加計呂麻島にgigja：を掲げているから，無助詞の可

ことにした。

ティの類も，ンカティの類の語末の形態と共通点をも

能性もないわけではない。

最後に，凡例の終わりの方に，〈ho＞という見出しを掲

つが，それは，紺という記号の色の統一で表すこととし，

げたが，これは，「の方」にあたる部分を誤って載せたも

記号の形を特にそろえることはしなかった。ティの類に

のではないことを注意しておく。この地点の「東の方へ」

は，星形などの記号を与えてある。

無助詞にあたる〈（HIGASINOHOO），（HIGASIN−

全体の形は，2086．60［a：nnupo：ho］であり，［nupo：］の

部分が「の方」に相当すると考えられる。また，この地

KATA）〉および〈（HIGASI）〉は蝶形記号とした。

以上の，どの類にも属さないと思われる3語形は，凡

点の20「東京に（着いた）」の項目での回答は，［to：kjo：ho：］

であるから，この地点では，「へ」や「に」にあたる助詞

例で無助詞の前に位置付けた。そのうち，〈muite＞は広

として，［ho］や［ho：］という形態が存在すると認めら

V形記号とし，二の類の〈ni

れる。第23，25，27図で石垣島に見られる〈hee＞と関連

muite＞＜i

があろうか。

プには，記号の上でもV形に似た二本脚付き記号を与え

mukatte＞，エの類の〈e

mukete＞など類似の形態をもつ一連のグルー

〔語形の分類と記号の与え方〕

ることにした。また，〈（higjaa）〉が蝶形であるのは，先

全体は大きく，二の類，エの類，サの類，ンカイの類，

に述べたとおり，これが無助詞の形である可能性が残る
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〔語形の処理〕

ためである。

ところで，エの類には，〈（HIGAsii）〉という見出しを

まず，凡例で〈iN＞とある7331．41と8320．28の語形は，

掲げてある。これは，地図上，〈i＞に隣接して分布する

いずれも［掴と鼻母音で報告されたものである。原則

ところなどから見て，おそらく，ヒガシに助詞のiが加

に従った処理であるが，一応注意しておきたい。

わったものではないかと思われるが，語調を整えるなど

次に，凡例で〈hoo＞とあるのは，方角の「方」が誤っ

の理由でヒガシのシが長音化した可能性などもなくはな

て回答されたものではなく，「に」にあたる助詞と考えら

い。そこで，この回答については，［higalinoho：i］など，

れる。19「東の方へ（行け）」の同地点の語形は＜ho＞で

明らかにiを分離できるものとは別にして「東」の部分

あった（19図の解説参照）。第23，25，27図で石垣島に見

も含めた全体の形を凡例に掲げ，記号の形もやや異にす

られる〈hee＞との関連を検討してみたい。

ることにしたわけである。また，〈（HIGAsi）〉は，無助

続いて，文脈上のこととして，「着いた」の代わりに「来

詞とみなしてもよいのかもしれないが，末尾に助詞のi

た」で回答された地点が少しあるが，すべて採用したこ

が融合している疑いもあると見て，やはリエの類に分類

とを明らかにしておく。まず，5574．80，5761．80，6495．

した。ただし，凡例の最後に〈（HIGASI＞＞としてある

07の3地点は，「来た」の文脈でしか回答がなく，いずれ

iの融合した可能性がないと見

もくe＞を用いている。次に，5741．73は，「着いた」と

て，無助詞扱いにしたものである。エの類に戻って，最

「来た」の併用回答で，前者の場合が〈ni＞，後者の場合が

後の〈（HIGASINO

くe＞となっている。さらに，7332．69も「着いた」．と「来

2771．97［sUgas司は，

HOOGAki）〉は，8324．40の回答で

あるが，これは，ホーガクの末尾にiが加わり，この地

た」の併用であり，前者が〈ni＞，後者が〈sai＞であっ

域の音声規則に従って，ui＞iとなったものであろう。

て，しかも，話者は「着いた」の場合には〈sai＞は使わ

以上，この地図の記号の与え方について簡単に説明し

ないと言っている。以上のように見てくると，「着いた」

たが，それは，最初に示した19図から27図までの8つの

と「来た」とでは，共起する助詞に違いがありうると考

項目に共通した方法である。それらの項目に現れる語形

えられる。この図では，両方の文脈を区別せず採用した

全体を視野に入れ，体系的かつ重複のないように記号を

が，以上のような相違には，十分注意が必要である。な
お，上に示した「来た」を使用した地点は，調査者の報

与えた。

なお，この項目に関しては，次の報告でも取り上げた
ので，参照してほしい。……佐藤亮一・沢木幹栄・小林

告にその旨指摘のあったものだが，他の地点の回答にも
「来た」を使ったものが含まれている疑いは残る。
関連した問題では，他に，「逃げた」で回答された83含1．

隆・W．A．グロータース「方言文法の発見一方言文法全

58の［to：kjosai］は不採用としたことを述べておく。「着

国調査から一」（『日本語学』6−3，1987．3）

いた」からの意味のずれが，「逃げた」では大きすぎると

20．東京に（着いた）

判断したからである。
〔語形の分類と記号の与え方〕

全体は，二の類，エの類，サの類，ンカイの類，カテ

〔項目の性格〕

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

ィの類，ティの類，そして無助詞の7つに大別される。

連の項目の一つである。この項目では，動作の帰着点を

この7つの類が見られることは，19「東の方へ（行け）」

表す用法について見ようとした。関連項目は，19図の解

と同じであり，しかも，この20図で回答された語形のほ

説を参照のこと。

とんどは，19図の語形に含まれている。その記号の与え

この項目の調査文は，「やっと東京に着いた」であり，

方については，19図の解説を参照してほしい。一つ補足

その全体の方言訳を話者に求めた。そして調査者に「東

しておくと，二の類の〈ne＞は，〈e＞と母音が共通のた

京に」の部分を報告してもらい，そのうち，「に」に相当

め，記号の形は正方形を与えておいた。なお，分布につ

する部分を取り上げて，地図化の対象としたものである。

いて見ると，19図と20図の間では特に関東から九州にか

「東京」の部分は，すべてトーキョーおよびその母音部

けて，二の類，エの類，サの類の分布に大きな違いが認

分の長短が関わる変種である。詳しくは，「資料一覧」を

められる。

参照してほしい。
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ないしは［mii］として報告してきたものである。この2

21．見に（行った）

つの表記は，録音で確認するかぎり，同様の発音を調査
者の表記体系に従って記録したもので，音声上町に違い

〔項目の性格〕

はないようである。つまり，［mi］と［i］の間には発音

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

の区切りはなく，［mii］と記されたものも，実際は［mi：］

連の項目の一つである。この項目では，動作の目的を表

と同じ長音的発音である。

す用法について見ようとした。その点は，次の22「仕事

さて，この［mi：］［mii］を，単純に〈i＞として処理

に（行った）」と共通するが，こちらは動詞「見る」に続

しなかったのは，末尾のiの長音が，助詞のiやe（あ

く場合であり，22図は名詞「仕事」に続く場合であり，

るいはniもありうるか）の付加によって生じたものか，

分布にも九州を中心に顕著な違いが認められる。関連項

あるいは，語調との関係でmiの母音が伸びたものか，に

目については，19図の解説を参照のこと。

わかには判定しがたいと考えたからである。ただし，そ

この項目の調査文は，「きのう花火を見に行った」であ

の分布地域は，他の関連項目で，iやeの類が目立つ地

り，「見に行った」の部分の方言訳を話者に求めた。そし

域と重なる』ようではある。なお，7313．07の1地点にある

て，調査者に「見に」の部分を報告してもらい，そのう

くi＞は，［mi：i］と報告されたものであった。

ち，「に」に相当する部分を取り上げて，地図化の対象と

〈（nii）〉やく（mirii）〉についても，上と同様の理由で，

したものである。ただし，「に」にあたる形態が，動詞末

「見に」全体の形を示すことにした。〈（mee）〉〈（me）〉

尾の母音と融合してしまっている可能性のあるものは，

〈（miree）〉などは，語末にeなどの助詞が融合している

動詞部分も含めて凡例に掲出した。

ことが明らかであろう。

「見に」の「見」の部分の活用形態について概略を述べ

さらに，〈（mi）〉〈（miri）〉のような形態まで，無助詞

ておくと，ほとんどの地点がmiであったが，次のような

扱いとはせずに，このように表示したのは，やはり語末

形態の地点もあった。まず，青森・秋田・岩手の一部で

に助詞のiなどが融合している疑いがあると見たためで

は，miruという，いわゆる終止・連体形がniやsaに接

ある。これらの語形の分布地域は，上で述べた〈（mii）〉

続している。18「行くのに（便利だ）」の項目で，この地

〈（mirii）〉やく（mee）〉〈（me）〉の分布地域と隣接してお

域はikuniと回答されていたことと，並行的な現象であ

り，通時的関係のあったことをうかがわせる。

る。次に，愛知・種子島・奄美大島の一部などでは，miri

なお，〈（mi）〉の中には，調査者が［mi：tta］（見に行っ

という形態が用いられ，eやiやgaに接続している。他

た）と報告してきたものも，含めることにした。同様に，

の活用形態，例えば打ち消しの場合にはmiraNとなるこ

6643．17の〈（me）〉は，［me：tta］と報告されたものであ

となどから見て，それらの地域には五段活用の「見る」

る。また，7311．28の［mie：ta］，［mige：ta］は，＜e＞，〈ge＞

が存在し，miriはその連用形と考えられる。続いて，

mii

として処理したことを明らかにしておく。

が，北陸・近畿・隠岐・九州南部から琉球にかけてなど

この他，触れておくべきこととしては，2085．16の

の地域に見られ，niやkeやgaなどに接続している。ま

〈（miraa）〉は，末尾に何らかの助詞が加わったものとみ

た，miNが近畿を中心に，新潟・山口・喜界島・与論島

て，全体を示すこととした。また，2072．20の＜di＞は，

などで使われ，niやnjaに接続している。さらに，宮城

［nnindi］という報告から，［di］の部分を助詞とみて分離

では，saに接続する形態が，

したものであるが，さらに［nnin］の部分の末尾にも二

のmii，

miN，

misとなっている。これら

misの末尾の音は，助詞に続いていくわた

の類の助詞などが融合している可能性がある。

りの音として，語調を整えるために挿入されたものであ

〔語形の分類と記号の与え方〕

るとか，あるいは，上で述べた五段活用動詞の連用形語

全体は，大きく，二の類，エの類，サの類，ケーの類

尾が退化したものであるとか，いくつかの可能性が考え

（＝ンカイの類）の4つに分けられる。19図・20図に見ら

られよう。以上の「見に」の動詞部分の形態については，

れたンカティの類，ティの類は，この図では現れない。

「資料一覧」に詳しいので，参照してほしい。

また，サの類の語形のバラエティーにも乏しいが，二の

〔語形の処理〕

類とケーの類は，19図・20図より語形の種類が豊富であ

まず，凡例で〈（mii）〉としたものは，調査者が［mi：］

る。分布上，19図・20図に比べて，東北のサの領域は狭
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まり，九州にケーの類が広く現れることなどが，目につ

＜kaa＞＜gaa＞など1をもたないものには分銅形記号を与

えた。また，語頭がkであるものはべた記号，9である

く。

二の類のうち，〈nja＞〈naa＞＜nadu＞〈naadu＞は，琉

ものはぬき記号を原則としたが，それは，ケーの類全体

球の八重山その他に存在する語形であり，語源は明らか

に言えることである。ただし，〈gja＞〈ka＞〈ga＞などの

ではないが，nで始まることに注目して，二の類に含め

語形は，母音部分が短いことを示すために半ぬき記号と

ておいた。ただし，ケーの類のくgjaa＞〈ga＞などとも母

したので，今述べた原則は貫かれていない。

音の一致をみるので，語源上関連があるかもしれない。

22．仕事に（行った）

記号上，二の類の水色を与えながら，形はリボン形とし，

ややケーの類と印象を近くしたのは，以上のような理由
〔項目の性格〕

による。

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

この他，この類の〈nini＞は，7462．00でくni＞との併

用として回答されたもので，「見に」全体を示せば，

連の項目の一つである。この項目では，動作の目的を表

［minini］である。他の関連項目では，この地点に〈nini＞

す用法について見ようとした。その点は，先の21「見に

は現れないことからすると，［mini］の部分が動詞で，そ

（行った）」と共通するが，こちらは名詞「仕事」に続く

れに〈ni＞が付加されたものかもしれない。その場合の

場合である点が異なり，分布にも違いが認められる。関

miniは，

連項目については，19図の解説を参照のこと。

miriなど五段活用動詞との関連が考えられる。

この項目の調査文は，「きのう仕事に行った」であり，

また，3704．48のくnε〉は，〈ni＞やくne＞に，さらに別

その全体の方言訳を話者に求めた。特に，名詞プラス「に」

の助詞が加わったものであろうか。
エの類には，先に述べたく（mii）〉〈（mi）〉など，

の形を求めたかったので，「仕事をしに」などの形は採ら

iや

e（あるいはni）が融合している可能性のあるものも含

ないよう，調査者に注意した。報告してもらったのは「仕

めた。〈（mee）〉〈（mii）〉など末尾が伸びるものには涙滴

事に」の箇所であり，そのうち，「に」に相当する部分を

形の記号を，〈（me）〉〈（mi）〉など伸びないものには円形

地図化の対象とした。ただし，「に」にあたる形態が，名

の記号を与えた。また，〈（mee）〉〈（me）〉のように母音

詞の末尾の母音と融合している可能性のあるものは，名

がeであるものは，〈e＞にそろえてべた記号とし，

詞部分も含め，「仕事に」全体の形を凡例に掲げることに

〈（mii）〉〈（mi）〉のようにiであるものはくi＞やくni＞

した。

「仕事」の部分は，ほとんどの地点がシゴトおよびその

にイメージを近くするために白丸入りの記号とした。
〈（miree）〉〈（mirii）〉〈（miri）〉は，以上の方法に準じて

変種であったが，岩手ではカセギ（稼ぎ）で答えた地点

記号を与えた。なお，〈（mii）〉〈（mi）〉の記号は，19図の

が目立った。また，琉球ではワジャ，スィカマ，ザーク

く（HIGAsii）〉〈（HIGAsi）〉とそろえてあるが，このよう

などの語も見られた。詳しいことは，「資料一覧」を参照

に，語末の形態で記号を統一することは，この「に」の

のこと。

〔語形の処理〕

関連項目の間に共通して用いた方法である。

「仕事に」とあわせて「仕事をしに」の形を答えた地点

この他，7249．35の〈jaa＞は，語頭にkや9をもたない

ため，ケーの類には入れず，エの類に分類したが，母音

がわずかにあったが，名詞＋「に」の形式を求めるとい

の共通性と分布の連続性からみて，〈gjaa＞との関連にも

うこの項目の趣旨からして，「仕事に」の方のみを地図上

注意しなければならない。記号の形態を，やや〈gjaa＞

に採用した。また，7269．52では，［ligoto〜igja：］とい

に似せたのは，そのためである。また，先に述べた

う，「仕事をしに」の形しか得られなかったので，この地

〈（miraa）〉という形も，助詞部分の動詞末尾への融合形

点は〈無回答〉としてある。

上で述べた岩手のカ引田は，「仕事」にあたる名詞形

ということでエの類の最後に位置付けてしまったが，融
合している助詞は，かならずしもエの類とはかぎらない。

と判断したのであるが，動詞の連用形として用いられた

ケーの類（＝ンカイの類）で，19図・20図にほとんど

ものである疑いも残る。一応，カセギを使って回答し

見られなかったのは，〈kjaa＞以下の語形である。そのう

てきた地点を列挙しておこう。3725．49，3736．03，3744．

ち，〈kjaa＞〈gjaa＞などjをもつものには爪形記号を，

22，3746．76，3747．46，3784．65，3786．03，3795．06，4704．
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45。カセキ。の他では，7229，75で，［ligotsu：］の他，

様である。ただし，この項目では，シゴトのトの子音の

［hataraki］という形も回答されていたが，これは動詞形

変種もあり，他より融合形のバラエティーに富んでいる

と考えて不採用とした。ただし，これも名詞形であり，

ので，その記号の与え方を説明する。まず，〈（SIGOtee）〉

しかも，末尾にiなどの助詞が融合したものである可能

〈（SIGOte）〉はべた記号とし，前者に涙滴形，後者に円形

性には注意が必要である。

を与えた。ee，

次に，九州を中心として，iやe（あるいはni）など

eという末尾の母音により，21図の

〈（mee）〉〈（me）〉と記号をそろえてある。〈（SIGOtoo）〉

の助詞が，名詞末尾と融合している可能性のあるものは，

はく（SIGOtee）〉に似せた。〈（SIGOcii）〉〈（SIGOci）〉

「仕事に」全体の形を丸かっこに入れて，凡例に示すこと

は，中黒記号とした。同じくii，

にした。ただし，シゴトのシゴの部分は，融合に関わら

ら，19図のく（HIGAsii）〉〈（HIGAsi）〉，21図の〈（mii）〉

ないので，SIGOとして変種をまとめてある。

〈（mi）〉が白丸記号であるのは，それらが助詞の融合形で

このうち，〈（sIGOcuii）〉からく（SIGOcu）〉に至る語

形のcuの部分については，これが助詞の融合により生

iという母音をもちなが

はなく，文の調子を整えるために名詞および動詞末尾の
母音が伸びたとか，あるいは無助詞である可能性が考え

じた可能性が高いと考えられるが，あるいは，名詞の末

られるからであり，それと，明らかに助詞が融合したと

尾そのままの形である疑いもないとは言えない。それは，

認められる〈（sIGOcii）〉〈（SIGOci）〉を，記号の上で区

九州では，7332．69と8345．56で［ligotsuni］，7341．77で

別しようと考えたのである。次に，〈（SIGOzi）〉の記号は

［ligotsusaN］というように，シゴツという名詞形も認め

〈（SIGOci）〉の記号に似せた。続いて，〈（SIGOtii）〉

られるからである。なお，琉球で［∫igutu］と回答された

〈（SIGOti）〉については，語末の子音は〈（SIGOtee）〉な

ものは，音韻上，本土のシゴトに直接対応する無助詞の

どと同じであり，一方，母音は〈（SIGOcii）〉などと同じ

形とみて，〈（SIGOTO）〉に含めた。また，1242．26の

であるので，記号も両者の中間をとって，中白記号とし

［likut∫i：］は，〈（SIGOcii）〉に分類したが，隣接する1241．

た。続いて〈（SIGocuii）〉以下の末尾にcuをもつ4つの

49が［likut∫iUgiti］（〈Ngiti＞に分類）であるから，その

語形には，紡錘形を与えた。そして，末尾にさらにiを

地点の名詞形は，［∫ikut〜i］と考えてよいかもしれない。

もっかもたないかを塗りつぶし方で，末尾が長いか短い

あるいは，1271．05の［likututli：］（〈cii＞に分類）との関

かを記号の向きで表してある。

連をも考慮する必要があろうか。

最後に，4639．69の［sUUodo・］は，凡例ではく（SIGOdoo）〉

〔語形の分類と記号の与え方〕

とし，無助詞の類に含めた。末尾の半長音は，文の調子

全体は，大きく，二の類，エの類，サの類，ンカイの
類，ンガティの類，チの類，そして無助詞の7つに分け

との関連で名詞の語末が伸びたものと考えたが，何らか
の助詞の融合による可能性もなくはない。

られる。これらの類が見られることは，すでに解説で取

23．大工に（なった）

り上げた19「東の方へ（行け）」，20「東京に（着いた）」と

共通する。同じく目的を表す21「見に（行った）」と比較す

ると，こちらの方が，ンガティの類とチの類が多いことに

〔項目の性格〕

なる。分布を見ると，琉球の状況は，21図とは異なり，

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

19図・20図と類似している。また，九州の状況も，ンカ

連の項目の一つである。この項目では，変化の結果を表

イの類の強かった21図とは様相を異にしている。一方，

す用法について見ようとした。関連項目は，19図の解説

本州は，東北にサの類がやや弱いことを除けば，二の類

を参照のこと。

とエの類との分布関係を見るかぎり，19図・20図よりは
21図に近いと言えよう。

この項目の調査文は，「息子が大工になった」であり，
その全体の方言訳を話者に求めた。そして，調査者に「大

本図の記号の与え方は，「に」をめぐる一連の関連項目

工に」の部分を報告してもらい，そのうち，「に」に相当

の間の統一的方法に従っている。その方法については，

する部分を取り上げて，地図化の対象としたものである。

19図や21図の解説を参照してほしい。

ただし，「に」にあたる形態が，名詞の末尾の母音と融合

なお，エの類には，その類の助詞が名詞の末尾と融合し

ている可能性のあるものも含め々ことは，他の地図と同

している可能性のあるものは，名詞部分も含め，「大工に」

全体の形を凡例に掲げることにした。
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化したと考えられるからである。

「大工」の部分について述べると，大きくダイク（大工）

の類，バンジョー（番匠）の類，サイク（細工）の類に

また，佐渡の4672．19では，［de：kuN］（〈N＞として処

分かれ，これらの語にさらに，〜サン，〜ドン，〜ニン

理）の他に［de：kusaN］という形も得られたが，末尾の

などの形態が付加されているものもある。ただし，ほと

［saN］はいわゆる敬称・愛称のサンとみなし，無助詞と

んどの地点がダイクの類であり，サイクの類は琉球に限

考

えた。ただし，［saN］の［N］には，［de：kUN］から認

められる〈N＞という助詞の形態が融合している可能性

られる。詳しくは「資料一覧」を参照してほしい。

は残る。また，対岸の新潟県では，「大工」をdaikusaと

〔語形の処理〕

呼ぶ地域があるので，上記の［de：kusaN］も，［de：kusa］

まず，奄美大島と徳之島の次の語形は，その形態全体
で「大工」に相当する名詞であり，助詞の付いていない

までが名詞で，末尾の［N］は助詞と考えることができ

形であると判断した。0228，96［sekuniN］，0247．31［se：

るかもしれない。

kuniN］，

0248．01

［sek

uniN］，

0275．97

［se：kuniN］。

この項目では，他の項目に比べ，〈N＞の使用地点が目

25

図，27図や『奄美方言分類辞典』上巻484頁などによれ

立つが，それらのNは，niが後続のnattaの語頭音の影

ば，奄美大島と徳之島では，「に」にあたる助詞として，

響で形を変えたものが多いのではないかと思われる。

niN，

最後に，7391．41のく無回答〉は，［daikugamusukoni

niNという形態が用いられることがあるが，

それは，語末がNで終わる語形に付くのが原則であるから

natta］と回答されたもので，「息子」と「大工」の位置が

（例えば0275．97で「おれに」はwaNnfN，「犬に」は？

逆になってしまっている。ただし，この回答でも，同地

iNnfN），この場合の［sekuniN］などの末尾のniNが，そ

点では本項目が求めたような変化の結果を表す文脈にお

れにあたるとは考えられない。『奄美方言分類辞典』上巻

いて，niを用いることは知られる。

425頁では，語源上「細工人」に対応するsekuniNという

〔語形の分類と記号の与え方〕

名詞を認めているから，これに従うべきであろう。そも

全体は，二の類，エの類，サの類，ンカイの類，そし

そも，分布から見て，琉球の多くの地域では，このよう

て無助詞の類に，大きく分けられる。ただし，サの類と

な変化の結果を表す文脈では，助詞を付加せず，名詞の

ンカイの類は分布がわずかであり，代わりに無助詞の地

はだかの形を用いるようである。なお，徳之島の0276．51

点が東北と琉球に目立っている。

記号の与え方は，「に」の関連項目の間の統一的な方法

では，［se：kuniNni］のように，〈ni＞という助詞の付いた

に従った。19図・22図の解説を参照してほしい。

形が回答された。

この項目で新たに現れた語形では，〈nisa＞はサの類に

同様の問題では，やはり奄美大島と喜界島で，0246．
88［sekla］，0330．80［se：kusa］という形が報告され，一

含め，記号の形は二の類の円形としておいた。また，

見，末尾の［la］［sa］は，東北などに見られるサの類と

〈hee＞は＜kee＞などンカイの類の語形との関連を考慮

関係がありそうにも見える。しかし，先の『奄美方言分

し，この類に位置付けることにした。

類辞典』は，「大工仕事などのうまい人」の意でsekusja

エの類の融合形について述べると，〈（DAIkii）〉

を載せるから，上記2地点の語形は，これに相当するも

〈（DAIki）〉は22図の〈（SIGOcii）〉〈（SIGOci）〉に，

のと考えてよかろう（同地域では，動詞にjaを付けて

〈（DAIkwii）〉〈（DAIkwi）〉は同じく＜（slGocuii）〉

「〜する人」を表す用法が存在するようである）。前者の

〈（SIGOcui）〉に記号を合わせた。それにより，末尾の形

地点では，話者が，［sekla］の後には何も付けないと補

態の類似性を示そうとしたのである。

足しているから，これが無助詞の形であることは，明ら

また，宮崎の7395．63［deボku］は，形態が無助詞の形
に等しいため，〈（DAIKU）…〉に分類し，蝶形記号を与

かである。

以上の，sekuniNとsekusjaとは，凡例では＜（DA−

えたが，22図で〈（slGocu）〉，24図で〈（koku）〉と，

i

などの助詞の融合した形が現れているから，この［de・

IKU），（SEEKU），（BANJOO）〉の中に含めてある。
次に，鹿児島の8362．31では，［deddoNni］との併用で

ku］も同様に考えるべきであろう。周囲の7396．44と

［deN］という形も回答されたが，無助詞にあたるものと

8315．22の［de▼ku］も，同じように末尾に助詞の融合し

判断した。この地域の「大工」を表す名詞はdetであり，

ている可能性がある。

それが後続のnattaの語頭音の影響を受けてdeNと変
一162一

としたが，この語形の長音は，kumaにnaduやNduが融
24．ここに（有る）

合して生じた可能性が十分にある。

波照間島2095．70の［naru］は，調査の録音テープで確
〔項目の性格〕

認しても，これで「ここに」に対応する形であることは

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

確からしい。しかし，どこからを「に」に相当する部分

連の項目の一つである。この項目では，存在の場所を表

と認めてよいか不明であったので，〈（naru）〉として全体

す用法について見ようとした。関連項目は，19図の解説

の形を凡例に掲げた。あるいは，［ru］の部分はduから

を参照のこと。

きた可能性もあろう。

この項目の調査文は，「本はここに有る」であり，「こ

以上，「ここ」の部分と「に」の部分との分離について

こに有る」の部分の方言訳を話者に求めた。そして，調

述べたが，他にも問題の点があるかもしれない。「資料一

査者に「ここに」の部分を報告してもらい，そのうち，

覧」には，分離以前の「ここに」全体の形が示してある

「に」に相当する部分を取り上げて，地図化したものであ

ので，参照してほしい。

る。ただし，「に」の部分が，「ここ」の部分の末尾の母

ところで，上の問題とは異なり，「に」の部分と，続く

音と融合している可能性のあるものは，「ここに」全体の

「ある」の部分とが融合している場合も見られた。すなわ

形を凡例に示すことにした。

ち，7308．37では，［kokoni

「ここ」の部分は，本土でココの類，琉球でクマの類が
用いられている。詳しくは，「資料一覧」を参照してほし

a：ru］の他に，［kokonja：ru］

という形も得られた。ただし，これを凡例に示す適当な
方法が見当たらないので，地図上には前者の〈ni＞のみを

載せ，後者の融合形については，この解説でその事実を

い。

指摘するのみに留めた。

〔語形の処理〕

続いて，、原則とは異なる表記の統合を行った地点が1

「ここ」と「に」との分離にやや問題となったものがあ

る。まず，6366．25，6375．28，6378．06，6393．86の

箇所あるので述べておく。6446．93では，［koke：］の他

［koNni］，および6384．87の［ko：Nni］は，［ni］の部分を

に，［kok6e：］という語形も得られた。この語形は，音節

助詞と判定し，〈ni＞に分類した。東北などでは，「ここ」

副音的な［一］の記号の付いた母音はそれを取り去った

に対応する形としてkoという短い形も存在し，それか

形で処理するという原則に従えば，［e：］の部分を切り離

らすれば，上記の語形も［ko］と［Nni］などに分け得る

し〈ee＞として凡例に示すことになる。しかし，この場

可能性はあるが，そうはしなかった。調査者の注記によ

合の［6e］は［ce］と発音が近いと思われ，実際，周囲

れば，これらはkoreniからの変化ではないかと言う。ま

の地域には［kokce二］という形も使われているので，原則

た，他の関連項目でも，これらの地域に〈Nni＞という語

からははずれるが，［kok6e：］も［kokoe：］とあわせて

形は見当たらない。なお，本図で，1地点〈Nni＞とある

〈（koko②）〉に統合することにした。ただし，その点を明

664125の回答は［kokoNni］であり，しかも地域が全く

らかにするため，凡例のく（kokoo）〉の内容には，

離れている。

も掲げておいた。

kok6e：

次に，調査文の文脈からややはずれた回答があったの

次に，3649．73の〈NneN＞の実際の回答は，［koNn司
であった。［koN］と［nさ］とに分けることも考えられた

で，注意しておきたい。まず，5720．12では［sogoni］の

が，同地域には，［koni］，［kosa］のように「ここ」にあ

ように，「ここ」の代わりに「そこ」にあたる形を用いて

たるkoという形態が存在するので，上の語形において

回答がなされたが，採用することにした。2072．

も，［ko］の部分を「ここ」にあたるものと認めることに

20［umidu］の［umi］も，「そこ」を意味する語ではな

したのである。ただし，それでも［koN］の部分が，

いかと思われる。ただし，1241．49［ma：ni］の［ma：］

kogo

は，「どこ」に相当する語である疑いがあり，もしそうだ

やkoreなどの語末が磨滅した形である可能性は残る。

とすると，文脈のずれが大きいとみて不採用にした。ま

琉球では，1231．72［？ma：nei］，2074．69［kwa：na：］

など，語中の長音をどうとるべきか迷うものがあったが，

た，3750．64では，［kogoni

すべて，長音より後の形態を，＜nei＞，〈naa＞のように凡

に，「居る」という語で表現が行われている。録音テープ

例に示した。なお，2076．25［kuma：du］も同様に〈du＞

で確認するかぎり，調査文の文脈を取り違えているとは
一163一

fda］［kogosa

ida］のよう

思われず，地域的な特徴の可能性もあるとみて採用した。

している可能性のある語形，および，琉球において「お

〔語形の分類と記号の与え方〕

れ」と「に」とが結合することにより生じた特殊な形態

全体は大きく，二の類，エの類，サの類，ンカイの類

は，「おれに」全体の形を凡例に示すことにした。

「おれ」の部分には，主にオレ，ワシ，ワンなどの語が

に分けられる。これらの記号の与え方は，「に」の関連項

目間の統一的方法によっている。19図・21図・22図の解

使用されているが，詳しいことは「資料一覧」を参照し

説を参照してほしい。

てほしい。また，13「おれの（手拭）」が「おれ」の部分

この項目では，他の関連項目に比べて，リボン形記号
を与えた〈naa＞＜naN＞などの語形の分布が，奄美・八重

も含めて地図化しているので，分布についてはその図に
よって知ることができる。

山に目立っている。21図の解説でも述べたように，これ

〔語形の処理〕

らの語形の語源は明確ではないが，nプラス母音という

「おれ」の部分と「に」の部分との切り離しは，特に琉

構造をもつ点で共通する二の類に収めておくことにした。

球の語形について難しい面があった。しかし，他の関連

また，二の類の〈N＞に大記号を与え，かつ，＜NneN＞

項目との対比を考え，できるかぎり助詞にあたる部分を

〈naN＞という末尾にNをもつ語形にも同様に大記号を与

分離して地図に示すことにした。その際，手がかりとし

えたが，それは「に」の関連項目を通してとった方法で

たのは，「おれ」の部分については『図説琉球語辞典』の

ある。また，〈nadu＞〈naatu＞それから＜Ngadu＞など，

「私」の地図（121頁）およびこの地図集の7図・13図に

末尾にduやtuなどをもつ語形も大記号としたが，これ

おける「おれ」部分の語形などであり，「に」の部分につ

も関連項目間に共通した方法である。

いては，一連の関連項目における助詞部分の形態などで

エの類における名詞末尾と助詞の融合形についても，

ある（各地点の回答について，「おれ」㌔部分と「に」部分

その融合部分の母音に注目し，関連項目に統一的な記号

をどのように認定し分離したかは，地図と「資料一覧」

の与え方をした。特に，22図・23図とは共通する記号が

を対照すればわかる。なお，『図説琉球語辞典』を参考に

多いので参照してほしい。なお，8303．39の〈（kokjaa）〉

したものの，この辞典が「私」の形態をどのような手続
きで抽出したかという，基本的な問題が残ることは確か

もこの類に含めたが，いかがであろうか。
最後に，3726．68の〈（kogoo）〉は，「ここ」にあたるkogo

の語末の母音が伸びたものと思われるが，その理由は明

である）。

上のような方針をとりながらも，「おれ」部分と「に」

らかでなく，あるいは文の調子を整えるための単純な長

部分との分離に問題が残るものは，「おれに」全体の形を

音化とも考えられる。一応，凡例上他の関連事項で言え

丸かっこに入れて凡例に掲げた。琉球では，「おれ」にあ

ば無助詞の類の位置に置くことにしたが，この語形は，

たるwaNなどの形に助詞（特にnで始まるもの）が付く

何らかの助詞がkogoの末尾に融合した結果長音が生じ

場合，waNの末尾の形態に変化が生じることが知られて

たものである可能性も残るであろう。

いる。例えば，助詞のNが付くとwaniN，

たり，Nkaiが結合するとwanuNkai，

25．おれに（貸せ）

wanuNとなっ

waniNkaiとなっ

たりする。しかし，一方では，例えば助詞のNについて

niNという異形態を認め，

waniNをwa＋niNとみなす立

〔項目の性格〕

場も存在するようである（『奄美方言分類辞典』下巻462・

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

484頁）から，．単純には処理がしにくい。また，凡例に示

連の項目の一つである。この項目では，動作の向けられ

した〈（WAN）〉〈（WANkai）〉〈（WANke）〉は，

る対象を表す用法について見ようとした。関連項目は，

分が名詞に属するものか助詞に属するものか，あるいは

19図の解説を参照のこと。

両者の重複部分か，不明の形態である。凡例に「おれに」

この項目の調査文は，「その本をおれに貸せ」であり，

Nの部

全体を示したのは，以上のような問題を含むものである。

「おれに貸せ」の部分の方言訳を話者に求めた。そして，

ところで，上のような原則で処理を行った結果，同一

調査者に「おれに」の部分を報告してもらい，そのうち，

形態（凡例でWAとしてまとめた部分を除き）であるに

「に」に相当する部分を取り上げて地図化したものであ

もかかわらず，別の見出しとなったケースが2つあるの

る。ただし，「に」の部分が「おれ」の末尾の母音と融合

で，注意しておく。まず，2150．17の［aN］は，『図説琉
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球語辞典』などによればこの地点の「おれ」にあたる形

同じ地域に〈（SIGOte）〉，〈（koke）〉などの形が見られる

がaと考えられるので，［N］の部分を分離し〈N＞とし

ことも参考になる。この他，〈（oje）〉〈（ori）〉など，助詞

て見出しに掲げた。一方，1242．26［waN］と2068．07［baN］

の融合の可能性のある語形は，積極的にその全体の形を

は，これらの地点の「おれ」に対応する形がそれぞれ

凡例に示すことにした。

waN，

また，［ore：］［ori：］などの形は，単純に末尾のeやi

baNと考えられ，したがって回答の［waN］，［baN］

は助詞にあたる形態の付かない形と一見思われるが，ま

の部分を助詞として切り離して処理できる地点もあろう

た，末尾にNなどが融合している可能性もあるとみて

が，名詞と助詞の融合により［e：］や［i：］という形が生

〈（WAN）〉として見出しに示した。次に，「おれ」の部分

じた地点もあると考えられるので，すべて〈（oree）〉

anuと「に」の部分Nとの分離が可能な2141．52の［anuN］

〈（orii）〉として凡例に掲げることにした。なお，〈e＞や

はくN＞としたのに対し，それが難しい0246．88・0247．

くi＞として示されているものは，例えば6397．11［orae］

31・0248．01の［wanuN］と2086．03・2151．51の［banuN］

や，7322．91［orei］のように，名詞部分と助詞部分との

はく（WAnUN）〉とした。さらに，類似の形態をもつもの

切れ目が明瞭なものである。
〔語形の分類と記号の与え方〕

では，2085．16の［banuNgai］を〈Ndai＞としたのに対

全体は，二の類，エの類，サの類，ンカイの類，カテ

し，1261．16［wanuNkai］と2151．21［banuNkai］は

ィの類，ティの類に大きく分けられる。このうち，カテ

く（WAnUNkai）〉としてある。
次に，［ONni］，［ONne］という回答が得られた地点があ

ィの類とティの類は，分布が乏しい。他の関連項目に比

るが，これらは，oreが後続のniやneの影響などでON

べ，〈gee＞などンカイの類に含めた語形が，埼玉・千葉

となったものではないかと思われる。したがって，これ

に見られることは注目してよい。
記号の与え方は，「に」の関連項目間の統一的な方法に

は，名詞部分の問題とみなされるので，語形全体を凡例
に掲げることはせず，［ni］や［ne］を切り離して示し

従った。19図・22図の解説を参照してほしい。
少し補足すると，二の類の〈（WAN）〉〈（WAniN）〉な

た。

次に，九州に分布する名詞と助詞のさまざまな融合形

ど，waNなどにNなどの助詞が付いて生じた形には，〈N＞

のうち，鹿児島を中心に見られる〈（oi）〉が特に問題とな

と同じ円形の大記号を与え，それにいろいろな向きの一

る。すなわち，このoiは，「おれ」にあたる名詞そのもの

本線を付けることにより違いを表現した。同様に，ンカ

であって，助詞の付いた形ではない可能性がある。まず，

イの類の〈（WANkai）〉〈（WAnuNkai）〉などは，〈Nkai＞

「おれ」の部分をあわせて地図化した13「おれの（手拭）」

（他の関連項目参照）と同じ脚付きU形の記号とし，その

を見ると，鹿児島は〈oiga＞となっている。また，この

向きによって語形の差を表した。

地図の8353．74で［oise：］，8354．30で［oise］と，

また，エの類の融合形は，主として末尾の母音の形態

oiにサ

に注目し，関連項目の類似の語形と記号をそろえてある。

の類の助詞が付いたと解される例がある。さらに，『講座

方言学9九州の方言』306頁では，鹿児島のre＞iの音変

分類に関わることでは，先に述べたとおり，関東の

化の一例としてoi（俺）を挙げている。しかし，関連項

＜gee＞などを，形態上の近さを根拠に九州・琉球を中心

目を見ると，20「東京に（着いた）」では鹿児島にくi＞

としたンカイの類に含めたことに注意が必要である。こ

が広く分布するし，他の項目でもく（SIGOci）〉，〈（koki）〉

れらが同じ系統に属する語形がどうかは，あらためて検

などiが融合したと考えられる形が目立っている。した

討しなければならない問題である。また，〈nee＞のっ

がって，ここのoiも，

ち，琉球のものはni＋jaからきている可能性があるが，

oi＋i＞oiという可能性が十分に

あるとみて，無助詞扱いにせずエの類に〈（oi）〉として掲

岐阜のものは，それとは成り立ちが別であろう。
この他，サの類のうち，秋田に見られる＜dosa＞〈jacca＞

げることにした。

同様の問題は，熊本から鹿児島西部に分布する〈（ore）〉

は他の関連項目にないものである。〈dosa＞を答えた3地

についても言える。これは，一見無助詞の形態のように

点は，7「おれを（連れて行ってくれ）」で，〈dogo＞を

見えるが，13図では先に述べたとおり鹿児島は〈oiga＞，

回答しており，〈dosa＞のdoは，このdogoのdoと同じ

また熊本は〈oruga＞であるから，やはりエの類の助詞が

ものと思われる。また，〈jacca＞は，

融合していると考えるのがよさそうである。関連項目で

か。この地点では，16「（ここに）有るのは」で，＜jaca＞
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jacu＋saであろう

がら，使役表現となっている地点が2つ（0717．50，1233．

（jacu＋waか）が回答されており，関連があろう。

52）あったが，これもくその他〉とした。
以上のくその他〉の語形は，「資料一覧」においては，

26．息子に（手伝いに来てもらった）

主格表現であることが明らかなものについては「息子が」
〔項目の性格〕

の部分のみを示し，それが不明なものおよび使役表現に

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

ついては文全体を載せた。

文脈上の問題としては，他に，4711．32に〈de＞が回答

連の項目の一つである。この項目では，動作を受ける場
合の動作の主を表す用法について見ようとした。関連項

されているが，録音テープで調査状況を確認すると，話

目は，19図の解説を参照のこと。また，「に」の関連項目

者は確かに，ムスコデ

で本図と次の27図に現れるカラの類は，他に，28「運動

いう言い方をすると主張しているので，一応採用とした。

場で（遊ぶ）」，29「船で（来た）」にも見られる。

この地点では，27「犬に（追いかけられた）」でも〈de＞

テツダイニ

キテモラッタ

と

が回答されている。一方，2743．86では，地図上に示した

この項目の調査文は，「息子に手伝いに来てもらった」
であり，「息子に」の部分の方言訳を話者に求めた。そし

〈sa＞の他，ムスコニ

て，その部分を調査者に報告してもらい，そのうち，「に」

表現も回答されたが，これには疑問のある旨調査者が注

テツダイニ

キテクレタ

という

に相当する部分を取り上げて地図化したものである。た

記を加えているので，不採用とした。

だし，「に」の部分が，「息子」の末尾の母音と融合して

次に，4609．53では4個3種類の語形が回答されている

いる可能性のあるものは，「息子に」全体の形を凡例に示

が，その点に説明を加える。まず，凡例で〈（oraenoko）〉

すことにした。

としたものは，語源上「おれの家の子」に対応するもの
で無助詞にあたる形と考えられるが，調査者によれば，

「息子」の部分には，ムスコの類を中心に，セガレ，コ

ドモ，タワー（琉球）などの語が使われている。詳しい

これで「息子たちに」の意を表すということなので採用

ことは，「資料一覧」を参照してほしい。

した。次に，＜sa＞については，調査者がはじめオラエノ

〔語形の処理〕

コサという形を誘導した際には回答があいまいであった

文脈に関して問題となったこととして，琉球では，「息、

が，後に，［kodomogatasa］という形を答えているので

子が手伝いに来てくれた」とか「息子が手伝いに来た」

採用した。話者によれば，サとカラとの違いは，サがこ

など，「息子」を主格に置く表現しか得られない地点が多

ちらから呼んで来てもらった場合に使うのに対し，カラ

かった。例えば，次のようなものである（これらの回答

はそのような場合にも，また息子の方から自発的に来た

は，調査の録音テープによって文全体を確認した）。

場合にも用いる，ということであるらしい。しかし，調

0246．88

イングワヌクワン

カシェーシェーガ

が残るとしている。

チークレタン
1261．22

2095．60

クワヌ

カシェーシェーガ

ビルンタマガ

査部は，この地点のこの用法のサの存在には，なお疑問

最後に，形態上のことでは，4637．20の〈i＞は，

チョータン

シガネシミンタ

キャー

［musukoi］と報告されたものであるが，録音によると，
［i］とでも表記したくなるような発音であることを，注

タン
琉球では，普通，調査文のような「〜に〜してもらう」

意しておく。また，7382．21と8303．39の［musuko：ni］の

という構文を用いない地域が多いため，代わりに，上の

長音についてはよくわからない面があるので，全体の形

ような表現が回答されたものと考えられる。これらの回

を凡例に示しておいた。

答は，そこに表されている事実は調査文に対応するもの

〔語形の分類と記号の与え方〕

であるとしても，文脈上，質問のポイントを大きくはず

全体は大きく，二の類，エの類，サの類，カラの類，

れるものと認めざるをえない。したがって，すべてくそ

ンカイの類，カティの類に分けられる。ただし，カティ

の他〉に分類することにした。これに対して，本土で主

の類の分布は乏しく，琉球では，先に述べたようなくそ

格表現しか得られなかった3地点（0724．21，4658．69，

の他〉の表現が目立っている。以上の語形のうち，カラ

7431．34）は，誤答の可能性が高いが，琉球のものに準じ

の類は，これまで見てきた関連項目には現れなかったも

てくその他〉とした。また，「息子に」という形をとりな

ので，この項目と次の27「犬に（追いかけられた）」に見
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られる。また，カラは格助詞としては，28「運動場で（遊

る語形，および，琉球において「犬」と「に」とが結合

ぶ）」，29「船で（来た）」でも使用する地域がある。その

することにより生じた特殊な形態は，「犬に」全体の形を

分布域は，26図と27図で，また，27図と29図で重なる部

凡例に示すことにした。

分があるが，他ではほとんど重ならない。

「犬」の部分は，ほとんどの地点でイヌおよびその変種

記号の与え方は，関連項目間の統一的な方法によった。
主として19図・22図の解説を参照してほしい。

であり，琉球では指小辞を付けたイヌタワーという形も
見られる。詳しいことは，「資料一覧」を参照のこと。

この項目で新たに現れたカラの類について説明すると，

〔語形の処理〕

まずくkara＞にはいちょう形のべた記号を与え，〈gara＞

25「おれに（貸せ）」の解説でも述べたとおり，琉球で

はその半ぬき記号とした。いちょう形の記号を選んだの

は，名詞（特にNで終わるもの）に「に」にあたる助詞

は，語形上，近似性の見られない二，エ，サの各類から

が結合する場合，特殊な形態が生ずることがある。本図

は離し，近似性の認められるンカイの類には近づけよう

では，例えば，「犬」の？iNにNが結合した結果？inUNと

と意図したためである。＜kari＞は，ンカイの類に含める

なったり，？iNにNkaiが結合して？inuNkaiが生まれ

こともありえたが，rをもつ点でカラの類に入れ風色と

たりしている。このような形態については，「犬」の部分

し，記号の形は〈Nkai＞と同じものとした（＜kai＞とそ

と「に」の部分を切り離して示すことに問題があるので，

ろえることも一案であるが，そうなると，〈kara＞の記号

「犬に」全体の形を丸かっこに入れて凡例に掲げることに

の形とは距離がはなれすぎてしまう）。このカラの類の記

した。ただし，本図でも25図同様，「犬」と「に」とに分

号は，27図と共通させただけでなく，28図・29図との間

離可能なものは，極力そうした。その際の手がかりとし

でも統一をとってある。

たのは，『図説琉球語辞典』の「犬」の分布図（143頁）

その他，7334．34のく（musukiini）〉という，ムスコに

に示されている各地の「犬」の語形と，この地図集の関

エの類の助詞が融合しさらにniが加わったと思われる

連項目における「に」の形態などである（各地点の回答

形は，二の類に分類し水色を与え，記号の形はエの類と

について，「犬」部分と「に」部分をどのように認定し，

そろえた。秋田の〈dogo＞は，7「おれを（連れて行っ

分離したかは，地図と「資料一覧」を対照すればわかる。

てくれ）」で広く回答されていたものである。

なお，参考とした『図説琉球語辞典』が，どのような手
続きで「犬」にあたる語形を抽出したかという基本的な

27．犬に（追いかけられた）

問題が残ることは，25「おれに」の場合と同様である）。
なお，このような処理を行ったために，「犬に」全体の

〔項目の性格〕

形は同じであるのに，異なった見出しに分類されたケー

共通語の「に」にあたる方言形を求めようとした，一

スがある。すなわち，0246．88［？inuN］と0247．31［？

連の項目の一つである。この項目では，動作を受ける場

fnUN］とは，「犬」の？iNと「に」のNとが結合して生じ

合の動作の主を表す用法について見ようとした。その点

た形と考えられるので，〈（？inUN），（？加UN）〉として見

は，26「息子に（手伝いに来てもらった）」と共通する

出しを示した。一方，1213．88［？inUN］は，同地点の「犬」

が，こちらはいわゆる受け身の表現における「に」の形

にあたる形が？inuであるので，

態を調査した。また，26図は相手に恩恵を受ける場合，

分類することにした。

Nを切り離し，〈N＞に

27図は被害を受ける場合という違いもある。関連項目は，

ところで，上の琉球と似たような現象は，7311．28でも

19図の解説を参照してほしい。また，格助詞のカラが現

観察される。つまり，この地点の回数は［inui］であった

れる点で，28「運動場で（遊ぶ）」，29「船で（来た）」と

が，話者は，「犬」にあたる形は［iN］であると言う。と

も関連する。

するならば，inuiはiNにiという助詞が付いた結果生じ
た形態ということになる。しかし，この回答は一応＜i＞

この項目の調査文は，「犬に追いかけられた」であり，
話者にその全体の方言訳を求めた。そして，調査者に「犬

に分類することとし，上記のような事実を指摘しておく

に」の部分を報告してもらい，そのうち「にJに相当す

にとどめる。

る部分を取り上げて地図化したものである。ただし，「に」

〔語形の分類と記号の与え方〕

の部分が「犬」の末尾の母音と融合している可能性のあ

全体は，二の類，エの類，サの類，カラの類，ンカイ
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の類，カッテの類に大きく分けられる。このうち，エの

28．運動場で（遊ぶ）

類とサの類は，他の関連項目に比べて，分布が少なくな
っている。カラの類は，先の26「息子に（手伝いに来て
もらった）」にも現れていたものだが，分布に違いが見ら

〔項目の性格〕

れる。カラは格助詞としては，28「運動場で（遊ぶ）」，

共通語の「で」はいくつかの意味をもつが，この地図
ではそのうち，動作の行われる場所を表す用法について，

29「船で（来た）」でも使用する地域がある。
この図においても，記号の与え方は，「に」の関連項目

それと対応する方言形を示そうとした。また，次の29「船

間の統一的な方法によった。19図・22図・25図・26図の

で（来た）」では手段を表す用法を，30「一万円で（お願

解説を参照してほしい。琉球の，「犬に」全体の形を凡例

いします）」では材料を表す用法の一種を対象とした。さ

に示した語形も，25「おれに」における琉球語形の末尾

らに，共通語の「で」は，原因・理由を表す用法をもつ

の部分との対応により，共通の記号を与えるよう努めた。

という点，および形態の上でも「ので」と共通する面が

例えば，本図の〈（？inUN），（？・inUN）〉は25図の

あるから，37「子供なので（わからなかった）」も関連項

〈（WAnuN）〉に合わせた。また，〈（？iNkai），（iNkai）〉

目の一つと言えよう。37図では，「子供で」に対応する形

はく（WANkai）〉と同じ記号を与えた。

式を答えた地点がずいぶんある。その他，カラの類が現

れるなどの点で，26「息子に（手伝いに来てもらっ

「に」の関連項目の中で，．カッテの類は，この地図にの

み見られる語形である。この類には三角形の記号を与え

た）」，27「犬に（追いかけられた）」とも関連する。

さて，この28図は，「運動場で遊ぶ」という調査文で調

た。その点で，サの類と印象が近くなってしまったが，

形態上の関係を認めての処置ではないので注意してほし

べ，「運動場で」の部分の方言訳を話者に求めた。そし

い。むしろ，このカッテの類は，形態的には他の関連項

て，その部分を調査者に報告してもらい，そのうち「で」

目に現れていた琉球のカティの類に近いと言える。語源

にあたる形態を取り上げて地図化したものである。

的にもつながりがあるものかもしれない。この類を，カ

「運動場」の部分は，ウンドーバないしウンドージョー

ティの類と同じ紺色とし，また，形の上でもやや印象の

の類を用いる地点がほとんどであった。詳しくは，「資料

近い記号としたのは，そのような理由による。

一覧」を参照のこと。

この類の記号をさらに詳しく説明すると，〈nikate＞の

〔語形の処理〕

まず，『沖縄語辞典』では一tiruを「という」にあたると

ようにniをもつものには二等辺三角形を，〈katte＞のよ

うにniをもたないものには正三角形を与えた。また，

説明していることからすれば，1251．27の〈tiru＞はやや

〈nikatte＞のように促音の入るものは半ぬきとし，〈ni−

疑問である。ただし，tiの部分が周囲のくNti＞などと関

kate＞のように促音の入らないものはぬき記号とした。

連があり，ruがduなどの変化の可能性があるとみて，一

さらに，〈katte＞のようにkの部分が清音のものは，記号

応採用した。

の上半分をぬき，〈gatte＞のように濁音のものは下半分を

次に，3753．89の〈de＞は，調査者の誘導に対して話者

ぬくことにした。＜nekatte＞〈Nkatte＞のようなniの部分

が疑問を呈しながらも一応使用を認めたものである。こ

の変種は，記号の向きで違いを表現してある。

のようなケースは，この地図集の原則からすれば不採用
とすべきものであるが，他に回答の得られなかったこと，

この他，触れるべきこととして，〈N＞に対してさらに
duの加わった形は塗りつぶし記号とし，「犬」の部分との

および周囲が広く＜de＞の使用域であることから考え

結合形には一本線を加えてその向きで違いを示している。

て，採用することに決めた。例外的な処理なので，ここ

また，2074．69の〈ra＞は，カラの類と関係があるとみて

で断っておきたい。

続いて，5655．41の〈無回答〉は，話者の注意が「運動

その類に含めた。4711，32の〈de＞は，26「息子に（手伝
いに来てもらった）」でも同地点で回答されていたもので

場」の部分を何と言うかに集中してしまったために，「に」

ある。

の部分がうまく聞き出せなかったものである。

最後に，山陰の〈kara＞は，すべて併用回答であり，
しかも調査者の誘導によるものが多い。話者の内省には，
〈de＞より古い言い方であるとか，使用の少ない言い方で
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あるとするものが目立つ。あるいは，〈de＞に対して微妙

29．船で（来た）

な意味の違いが存在することも考えられるが，その点は
詳らかではない。

〔語形の分類と記号の与え方〕

〔項目の性格〕

全体は大きく，デの類，ナンティの類，カラの類に分

共通語の「で」にあたる方言形を求めようとした項目

けられる。

の一つである。ここでは，動作の手段を意味する用法に

このうち，本土のほぼ全域をおおっているのがデの類
であり，これには水色の円形の類の記号を与えた。子音

ついて見ようとした。関連項目は，28図の解説を参照し
てほしい。

および母音の変種は，記号の塗りつぶし方や形によって
違いを示してある。

次に，ナンティの類には，語頭にnをもち，語末にti，
di，

zi，

tu，

この項目の調査文は，「息子は船で来た」であり，「船

で来た」の部分の方言訳を話者に求めた。そして，調査

duなど類似の形態をもつ語形を中心に集め

者に「船で」の部分を報告してもらい，そのうち「で」
にあたる形態を取り上げて地図化したものである。
なお，「船」の部分は，ほとんどの地点でフネおよびそ

た。語源的には，いろいろなものを含んでいそうである
が，「にありて」や「にて」などに対応する語形が多いの

の音声変種が使われていた。

ではないかと思われる。その点で，デの類に連続してい

〔語形の処理〕

く面がある。ただし，語末に「ぞ」にあたるduをもつ語

琉球では，カラの類の語形の頭が，「船」の末尾の母音
と融合しているのではないかと考えられるものがあった。

形は，系統が別であることが考えられる。

この類の記号は緑色とし，まず，語末にtiやtiをもつ

それらは，あえて「船」と「で」を分離することはせず，

ものに爪形を与えた。そして，前部分の形態により，記

「船で」全体の形を丸かっこに入れて凡例に示した。

号の塗りつぶし方や向きを変えてある。前部分がN（あ

〈（hwuneera）〉〈（kuniira）〉〈（hwuneeradu）〉の3つが

るいは？u）のみであると，ぬき記号とした。次に，語末

それである。

がdiであると円形，

次に，「船に乗って」のように句の形式で得られた回答

ziであると涙滴形を与えたが，これ

はデの類の類似の語形とそろえたためである。続いて，

がある。凡例で，最後に掲げた＜ni

語末がtuであるものには分銅形，

duてあるものには正

がそれである。これらは，いわゆる助詞の形式を見よう

方形を与えた。これらの記号の塗りつぶし方は，語末が

としたこの項目の趣旨からはそれるが，質問の文脈には

tτやtiであるものに合わせてある。以上の語形とは形態

合致するし，分布性も全くないとは言いきれないので一

がやや離れるが，〈Ngadu＞〈naa＞〈nakai＞もこの類に含

応採用した。ただし，このような句の形式しか回答され

めておいた。

なかった地点で，「船」＋助詞の形式が用いられないのか
どうかは明らかでない。なお，〈（hunee

続いて，〈kara＞にはいちょう形の記号を与えた。この

notte＞以下の見出し

notte）〉は，「船」

点は，カラの類の現れる26図から30図の間で，分布を比

にiなどの助詞が融合しているものとみて，「船」の部分

較しやすいように共通して用いた方法である。

から示しておいた。

文脈上のことでは，「船」の代わりに「車」を使って回

〈ni＞〈ne＞＜N＞は紺色とし，記号の形は正方形とし
た。ナンティの類に含めた〈nidu＞＜Ndu＞に形をそろえ

答した地点が何地点かあった（「資料一覧」参照）。これ

たのである。語形および分布の近さからすれば，そのよ

は，話者が現実をとらえて「船」を「車」に取り替えた

うな記号上の操作のみではなく，これらを同じ類として

ものと思われ，特にそのことによって，助詞の現れ方が

まとめることも一案であったかもしれない。ただし，新

大きく変わるとは考えられないので，このケースも採用

潟や茨城のくne＞は，〈de＞から変化したものではないか

とした。

また，〈ni＞〈ne＞は一見誤答のようでもあるが，録音テ

と思われる。

最後に，先に述べた〈tiru＞には，ナンティの類の記号

ープで調査状況を確認した限りではそのようには思われ

である爪形に近い印象を与えるという意味で，リボン形

ないので採用した。これらの語形は先の28図でも回答さ

の記号を与えておいた。

れていた。そこでも述べたとおり，〈ne＞にはくde＞から
きたものがあるかもしれない。
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最後に，九州のカラの類は，ほとんどデの類との併用

30．1万円で（お願いします）

であり，しかも，調査者の誘導によって回答された地点
が多い。これは，カラの類の使用頻度が低いことの反映
かもしれないが，また，カラの類とデの類とで意味に微

〔項目の性格〕

妙な差のあることを示唆するものかもしれない。この点

共通語の「で」にあたる方言形を求めようとした項目

に関して，話者からは，「自分の持ち船で来た場合はkara

の一つである。ここでは行為の材料を表す用法の一種に

を用いる」（7248．97）とか，「船便で来たときはka？を使

ついて見ようとした。関連項目は，28図の解説を参照し

う」（7275．24）などの内省が得られているが，十分な情

てほしい。

この項目の調査では，百円の買物をして一万円を出す

報ではない。さらに吟味が必要な問題である。
〔語形の分類と記号の与え方〕

全体は大きく，デの類，シの類，カラの類に分けられ
る。これらの語形への記号の与え方は，28・29・30図の

という場面を設定し，「すみませんが，一万円でお願いし
ます」と言うときにどう言うかを調べた。そして，「一万

円で」の部分を報告してもらい，そのうち「で」にあた

間で共通させてある。また，カラの類は，26・27図とも

る形態を取り上げて地図化した。ただし，このような表

統一をとってある。その説明は，28図の解説を参照して

現法に関わる文脈では，かならずしも調i査文どおりの構

ほしい。

文で回答が得られるとは限らなかった。その点の処理に

28図には現れず，この項目に新しく登場した語形に琉

ついては，後で問題にしたい。
「一万円」の部分は，他に，「一万円札」「これ」「大き

球のシの類がある。そのうちくsi＞には緑の二等辺三角形

の記号を与え，他の語形は塗りつぶし方を変えて違いを

な金」「大きなの」などに対応する語形が見られた。名詞

示した。duをもつ＜sidu＞には大記号を与えた。なお，

および名詞に準ずるものであれば，「で」の部分の形式に

二等辺三角形の記号をさかさまにして用いたのは，デの

特に大きな影響はないものと考え，これらの語形を用い

類の〈zi＞との形態上の近さを考慮し，記号にも類似性を

た回答も採用した。これらの語形の詳しい内容は，「資料

もたせようとしたためである。また，このシの類を緑と

一覧」を参照してほしい。

したのは，今述べたようにデの類のジとの関連を考え，

〔語形の処理〕

色の上でも水色に近い印象を与える緑を選んだためであ

この項目においては，調査文の構文と合致しない回答

る。したがって，関連項目である28図のナンティの類が

が目立ったことは上で述べた。これが表現法の調査で文

やはり緑であることは，直接には関係しないので注意し

全体を対象としたものであるならば，場面的にずれがな

てほしい。

いかぎりすべてを地図化すべきであろうが，ここでのね

カラの類も，28図ではくkara＞の一種目みであった

らいは，あくまで「で」に対応する形式のバラエティー

が，こちらでは多くの語形が現れている。分布地域も，

を見ることにあるから，一応，次の構文上のわくにおさ

28図とこの地図とでは大きく異なる。記号は，＜kara＞か

まる回答を，取り上げることにした。

名詞＋材料を表す「で」に対応する形式＋依頼表現

らくkaa＞までをいちょう形とし，末尾の母音や子音の異
なる〈karu＞からくkat＞には，いちょう形と類似の記号

具体的には，調査文と一致するものの他，次の表現形式

を与えた。rをもたないくkaa＞とくkai＞は，向きをさ

を採用した。

かさまにしてある。また，〈karadu＞以下のduの付いた

a．「〜で頼みます」

語形は，対応するduの付かない語形の大記号とした。さ

b．「〜で取ってください」

らに，kaの部分の見られない〈ra＞以下の語形には矢印

c．「〜で（世話を）してください」

形を与えた。この他，＜raga＞もこの類に含め，腰掛形記

d．「〜で（売って）ください」

号を与えた。

e．「〜でおつりをください」

最後に，＜ni

このうち，a．については，「お願いします」を用いた

notte＞以下の語形は鳥形記号とし，塗り

つぶし方と向きで語形の違いを表した。

調査文と，意味的にほぼ等価と認めてよく，特に問題は
なかろう。b，c。d，e．はそれとは表現が異なるが，上
に示した構文上のわくにおさまるという点で，調査文と
170一

対応するものである。以下に，b．c．d．e．の表現を回

についても，〈その他〉として分類すべき回答が行われて

答した地点を示しておく。具体的な形式は省略する。な

いないか録音テープにより確認したが，琉球のものにつ

お，これらの表現が特定の助詞と対応するという傾向は，

いては，場面が取り違えられていたり，あるいは，録音

特に認められないようである。

のみでは話者の発話内容を十分理解できないなどの理由
で，そのまま〈無回答〉にしたものが多い。また，東北

b．の地点……0724．95，1851．85，1942．62，2074．69，
2784．51，2791．57，2794．15，3723．31，3747．46，3792．

の2地点は，話者が積極的に回答できない旨表明したも

49，

4791．23，

5565．12，

5567．37，

5574．80，

5575．

ので，うち4761．07では，こういう場合黙って一万円札を

11，

5579．12，

5602．99，

5615．67，

5670．47，

5672．

出すのが普通であると答えている。また，4791．23では

89，

5673．18，

5679．69，

5681．22，

6378．06，

6277．

［korede

17，

6385．98，

6397．11，

6398．07，

6431．76，

6441．

は比較的丁寧な言い方であり，やはり普通は何も言わず

61，

6473．15，

6477．12，

6512．66，

6531．61，

6536．

に出すということである。これらは，この地図の趣旨か

18，

6563．87，

6583．30，

6593．98，

6667．81，

7325．

ら離れ，広く言語行動論の視野からながめた場合には，

86，

7344．26，

7350．54，

7356．77，

7366．13，

7367．

興味深い回答であろう。

69，

7373．99，

7393．63，

7401．80，

7420．76，

7659．

なお，この項目の回答の報告は原則として「一万円で」

31，

8301．68，

8303．39，

8311．83，

8350．57，

8394．

の部分のみを求めているから，文全体にあたる形式を報

21，

9249．94，

totte

kudasae］という回答が得られたが，これ

告してきた地点は，調査文と異なった文脈で回答された

c．の地点…2773．12，4740．93，6510．74

地点と認められる。上で述べた処理は，それら文全体に

d．の地点…2785．15，5566．95，6527．20，6563．30，7408．

あたる形式について報告のあった地点についてのみ行っ

46，

た。ただし，「一万円で」の部分しか報告のなかった地点

8372．47

においても，同様の問題が潜んでいる場合がありうるこ

e．の地点…3740．34，3761．75，3781．21，6485．49，6527．
20，

7249．35，

7316．65，

7365．25，

7460．22，

とは注意を要しよう。疑わしい場合には，録音テープに

8248．18

この他，上記の表現に準ずるものとして，次の疑問形

よりその点の確認を行ったが，全体に及ぼすことはでき
なかった。

式をとる回答も採用した。

その他，文脈上疑問があるものに，3706．81の

1213．88［〜∫iho：rju：rai］（〜で買えますか）
7361．38

［〜kara

i：deska］

［〜kara
7416．34

［〜de

7503．32［〜de

［edz廿maNdε］1がある。

において，東北地方の太平洋側に広く現れていたもので

jokadesuka］

あり，この地点の同項目の回答も〈dε〉となっている。

ikerudaro：ka］

「百円ぶん」と「一万円で」とは，調査票においてこの順

kawaruka］

に連続している項目であることも考慮すると，上の回答

以上見てきた表現の他は，ほとんどを〈その他〉（地図
上では＊印の地点）にまわした。それらは，

を表す「で」に対応する形式＋依頼表現

dεは，52「百円ぶん（ください）」

は，調査時における話者の混乱によるもので，本来は

名詞＋材料

というわく組

［de］と回答されるべきものだったのではないかと思わ

からははずれるが，場面として見れば，そのような表現

れる。ただし，この［dε］は，録音テープによれば，話

も使われうるというものである。次のような類型が認め

者が自信をもって回答しているものであるから，疑問点

られる。

を明記しつつ，そのまま採用することにした。
形態上のことでは，5575．11［it∫imaNeNsatte］のよう

a．「一万円ですみません」

b．「一万円を取ってください」

に，「一万円札」の末尾の音と，deの頭子音とが融合し形

c．「一万円をくずしてください」

を変えたと考えられるものがあった。これは，全体を丸

d．「一万円だけどお願いします」

かっこに入れて凡例に示しておいた。
〔語形の分類と記号の与え方〕

e．「大きいけどお願いします」

全体は大きく，デの類，シの類，カラの類，および〈hici＞

f．「一万円をやるのでお願いします」

以下のその他の語形に分けられる。また，先に述べたと

9．「細かいのがないのでお願いします」

さらに，調査者が「無回答」として報告してきた地点

おり，調査文とは異なる文脈で回答された表現を集めた
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〈その他〉の類もある。分布は，29「船で（来た）」と似

の語形は，質問の意図に合致するものかどうか，やや疑

ているが，こちらの地図ではカラの類が琉球からほとん

問も残る。＜izjoo＞は，3787．45で［sotti

ど消え，逆に東北に少し現れている点が異なるし，また，

得られたもので，漢語「以上」に由来する語形であろう

琉球に〈hici＞以下の語形の分布が目立つ点もくい違う。

か。この地点のみの孤例である。

id30：］として

意味上の問題では，4609．53で［soredaba］〈古〉とい

これらの語形への記号の与え方は，28・29・30図の間
で統一をとってある。また，カラの類は，26・27図とも

う回答が得られたが，意味的に「それなら」「それは」な

共通させてある。その説明は28・29図の解説を参照して

どにあたる言い方ではないかと思われるので，地図には

ほしい。

載せなかった。同地点では，［sorejoridaba］という回答

も得られており，これは地図に示した。しかし，［sor−

紺を与えた琉球の諸語形のうち，〈hici＞〈nuci＞は，29

図でシの類に含めた〈ci＞と記号の形をそろえておいた。

edaba］も，前述のく（soizjaa）〉〈（sorjaa）〉などと意味

また，〈saama＞〈saani＞は，一連の「に」の項目で九州

的に近いことが考えられるので，さらに検討が必要であ

を中心に現れていたサの類と関連があろうか。

る。

なお，この地図では，共通語形〈jori＞と僅言形

31．それより（あの方が良い）

〈jokka＞，〈joka＞，〈taa＞などとの併用地点が目立つが，

そのうち裡言形の回答には，調査者の誘導によるものが
きわめて多いことに注意しておきたい。

〔項目の性格〕

〔語形の分類と記号の与え方〕

比較の基準を意味する共通語の「より」にあたる方言

凡例にはたくさんの語形が示されているが，ヨリの細

形を求めようとした項目である。共通の語形が現れると

かな変種がほとんどを占め，その点ではバラエティーの

いう点では，51「百円しか（ない）」と関連する。

この項目の調査文は，「それよりあの方が良い」であ

少ない項目と言えるかもしれない。分布上も，中国地方

り，「それより」の部分の方言訳を話者に求めた。そし

の〈taa＞を除けば，全国的にヨリの仲間が優勢である。

て，「より」の部分を取り上げて地図化の対象とした。た

そのヨりの仲間を，凡例ではいくつかのグループに分

だし，「それ」の語尾と「より」の語頭とが融合している

けて掲げた。まず，ヨリの類を挙げ，次いで，ヨリモ類，

回答については，「それより」全体の形をかっこに入れて

ヨリダバ類，ヨリワ類，ヨリカ類のように，ヨリの後ろ

示してある。

に，モ・ダバ・ワ・カの付いた語形を並べた。細かく見

地図化しなかった「それ」の部分には，ソレの他，ソ

ていこつ。

リ，ソイ，ソーなどの形があり，琉球には，Φuri，？uri，

ヨリ類は水色の三角形記号とした。〈joi＞＜joO＞など，

uriなどの形が見られた。別に，ソイツ，ホイツなどの形

りの部分の異なった形は，二等辺三角形記号としてある。

ヨリモ類も水色とし，円形記号を与えた。＜joimo＞

で回答した地点もあった。「それ」部分の詳細について

〈joomo＞などを涙滴形としたのは，上記〈joi＞．〈loo＞な・

は，「資料一覧」を参照してほしい。

どの記号と近づけるためである。

〔語形の処理〕

ヨリダバ類も水色とし，四角形記号を与えた。ヨリダ

「それ」と「より」とが融合した語形は全体を掲げたこ
とは先に述べた。〈（sorrjori）〉，〈（sorjokka）〉，＜（sorrjo−

バ類と呼んだが，＜joritomo＞＜joitomo＞なども一緒にま

ka）〉がそうである。また，2072．20与那国島の〈（ukaniN）〉

とめてある。

は，西表島の〈kaN＞などとの関係が考えられるが，「そ

ヨリワ類は緑とし，記号の形はヨリ類にそろえて三角

れ」の部分と「より」の部分との分離が不明であるので，

形とした。〈joria＞〈jorjaa＞〈jorja＞のように，ワの部分

「それより」全体を掲げた。6490．31の〈（soreeta）〉は，

が融合を起こした語形には，記号に線や脚を付けてある。

ヨリカ類は赤とし，記号の形はやはりヨリ類に合わせ

もちろん周囲の〈taa＞と係わりがあることは確かだが，

soreとtaの間のeをどうみなすべきかよくわからない

て三角形を基調とした。〈joika＞〈jooka＞など，りの部

ので，これも全体を示すことにした。

分の変種には二等辺三角形を与えたが，これは，〈joi＞
〈joO＞などヨリ類の語形と並行的な方法である。りの部分

凡例の最：後の方にまとめた〈（soizjaa）〉〈（saizu）〉
〈（sorjaa）〉〈（soNna）〉も，回答の全体を載せた。これら

が見られない〈joka＞などの語形は，記号の形を変え，

一172一

小刀形記号とした。また，〈jorikamo＞など，モにあたる

とした。〈無回答〉として処理した地点は，そのような回

形態の付いた語形には，記号に線を付けてある。

答しか得られなかった地点である。

ヨリ昨今から少し離して，〈jaka＞，〈okka＞などの語形

を置いた。ヨリカとカの部分は共通であるが，ヨの部分

「という」の部分に，敬意を含むと思われる形式の使

用されている地点があったが，これは採用した。7361．

72［tanakatojuwasu〜ito］，5548．55［tanakasan−

がややオなど違った形をとっている語形である。

その他としてまとめてしまった語形には，いろいろな

tojuwarerugito］，6437．94［tanakaiwarerugito］がそれ

ものがある。〈sika＞から＜hoga＞に至る語形は，先のヨ

である。ただし，これらの地点は，特に敬意の含まない

リカの類と形態的に近いとも見られる。分布も両者が近

言い方も同時に回答されている。

接しており，特に〈sika＞はヨカ類の＜josika＞と同一地

タナカッテユーのような，タナカの後に促音の認めら

点で回答されており（3761．75），両者の通時的関係をう

れる回答は，その促音を「という」部分に含めて扱い，

かがわせる。その他の語形の中で，〈towa＞＜taa＞などの

凡例ではくtte

語形は唯一広い分布をもつもので，これらには長方形に

テユーのような，長音の見られる回答は，長音より後ろ

線の付いた記号を与えることにした。

を分離して示すべき適当な方法のないこと，また，その

なお，第51図「百円しか（ない）」とは，先に触れたと

juu＞のように表示した。一方，タナカー

長音の解釈に迷う点のあることから，ここではタナカの

おり共通する語形がある。＜jori＞〈joka＞〈sika＞〈hoka＞

部分も含めて凡例に示すことにした。〈（tanagaa

などがそうである。ただし，両図の間で，記号の統一は

〈（tanakaa

はかっていない。

juu）〉

tte

juu）〉

〈（tanakaadi

〈（tanakaa

？iinu）〉

cjuunu）〉

tejuu）〉
〈（tanakaadi

〈（tanakaadiru）〉

〈（tana−

kaaninu）〉がそうである。

32．田中という人

〈teN＞および〈CUN＞は，回答全体を示せば次のとお

りである。5．624．84［jamadatemmon］，6404．
〔項目の性格〕

92［tanakatsUnnoga］。これを見るとわかるように，

tem

共通語の「という」と対応する方言形式を見ようとし

およびtsUnの末尾の鼻音は，「人」の部分の，それぞれ

た項目である。第1集には，特に関連する項目はない。

mON，

後に公表を予定している「何と言いましたか」（質問番号

る。凡例には，「人」の部分を表示しなかったが，この点

254），「行こうと思っている」（同158）などが係わってこ

に注意してほしい。

noの頭子音に引かれたものではないかと考えられ

〔語形の分類と記号の与え方〕

ようか。

この項目の調査文は，「きのう，田中という人が来た」

全体を大きく，トユーの類，テユーの類，テーの類，

であり，「田中という人」の部分の方言訳を話者に求め

チユンの類，ユーの類に分けた。トユーの類とテユーの

た。そして，その全体を調査者に報告してもらい，「とい

類は，いずれも「と」にあたる部分と「いう」にあたる

う」にあたる形態を取り出して地図化の対象とした。

部分とがはっきりしている語形の類である。それに対し

地図化しなかった部分のうち，「田中」の部分は，大体

て，テーの類は，2つの部分に分割できず，全体で「と

の地点でタナカおよびその音声変種であった。まれにタ

いう」に対応する語形の類である。実際には，長母音な

ナカサンという敬称で回答した地点があったが，それも

いしは母音が1つの語形をまとめた。チユンの類は，以

採用とした。また，「人」の部分については，ヒトが多

上の類の語形とは形態のやや離れた琉球特有の語形を集

く，モン，ヤツ，カタ，ジン，ノ，かなども使われてい

めたものである。「と」と「いう」の部分に分割できるか

た。琉球では，ツ，チュなどの形も見られた。．詳しいこ

どうかという点では，両方を含んでいる。そして，それ

とは，「資料一覧」を参照してほしい。

らの類と大きく異なり，ユーの類は，「と」に相当する部

分をもたない「いう」の部分のみの語形の類である。

〔語形の処理〕

この項目では，「という」にあたる形式を求めたかった

記号の色は，トユーの類を榿とし，テ〜の形をとるテ

ので，その部分の認められないタナカガ（キタ）とか，

ユーの類とテーの類は赤とした。チユンの類は茶色であ

タナカサン（キタ）などの回答は採用しなかった。また，

る。ユーの類は，「と」にあたる部分をもたないという他

トカユーのような，曖昧の意味の加わった形式も不採用

の類との顕著な違いを記号の色にも反映させて，紺とし
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関連する項目としてある。

た。

この項目の調査文は，「雨が降っているから行くのはや

記号の形は，まず，「と」の部分と「いう」の部分とに

分離できないテーの類を線的な記号とし，他の類は面記

めろ」であり，「雨が降っているからやめろ」の部分の方

号とした。

言訳を話者に求めた。そして，「降6ているから」の部分

次に，面記号は，「いう」の部分の形態に応じて形を変

について，調査者に報告してもらい，そのうち「から」

えることにした。主なものでは，〜jUUが円形記号，〜joO

にあたる形態を取り上げて地図化したものである。「降っ

が正方形記号，〜iuが涙滴形記号，〜ZUUが曲玉形記号，

ている」の部分についてもアスペクト表現など興味深い

〜seuがいちょう形記号のようにしてある。

面があるが，地図化の対象にはしなかった。フッテイル
の他，フッテル，フットル，フッチョル，ブリヨルなど

また，「いう」の部分の母音の長短を記号の向きで表し

た。例えば，〜juuは円形記号に付けた脚を上向きにした

いろいろな形式が使用されている。それらについては，

のに対して，〜juは下向きとしてある。線記号について

「資料r覧」を参照してほしい。

も，〈tee＞〈cjuu＞は上向きとしたのに対して，〈te＞〈cju＞

〔語形の処理〕

は横向きとするなどの方法をとった。

文脈上の問題点から見ていくと，まず「降っている」

の部分について，東北地方を中心に次のような表現形式

さらに，「と」の部分の子音の清濁を記号の塗りつぶし

方で表現した。原則としてt〜の形がべた記号，d〜の

を用いて回答を行った地点がある。

形がぬき記号である。ただし，〈tee＞から＜te＞までの語

フッテエ．ダ

形については，その原則の逆になってしまったので注意

フッテダ3689．56，3726．68，3770．33，3780．65，
3791．09，

してほしい。

この他，チユンの類のくci

記号を与えたが，形態上類似するテユーの類の〈ci
＜ci

フッテタ

jUN＞〈ci？jUN＞などに爪形

jUU＞

ju＞も同様に爪形記号としておいた。また，紺を与え

2743．86

4628．23，

4710．55，

4731．58，

4741，43

5615．67

これらの表現は，形態的には「降っていた」に由来する
ものであり，意味的にも「降っていた」と対応するよう

たユーの類の記号の形も，上で述べた原則に従っている。

に一見思われるが，東北地方には〜テダの形で現象の継

なお，凡例での語形の表示の際，「と」「いう」に分割

続を表す用法をもつ地域があるから，上記の地点もそれ

可能なものは，その間を半角分あけて示すことにした。

にあたるのではないかと考えられる。5615．67だけでは地

ただし，テユーの類の〈te

域が離れるが，話者はその形式で現在降っていることを

u＞〈de

u＞〈te

o＞，また〈tte

u＞などの語形は，「と」と「いう」の部分が融合してい

表すという。なお，以上の形式が「降っていた」に由来

るのではないかと思われるので，かならずしもこのよう

するのではないかと述べたが，隣接する地域には，フッ

な表示の仕方が適切であったとは言えないかもしれない。

テラという形式を使う地域があるから，フッテダはこの

ところで，この項目では，地図上の記号の一部に誤り

フッテラとの通時的関係をも検討する必要がある。
また，3689．56，4609．53，561520の3地点では，フッ

があったことを，ここで明記しておく。すなわち，2072．

20与那国島には，べたの平行四辺形記号が押印されてお

タという形式が用いられており，そのうち3689．56につい

り，その色が紺色となっているが，正しくは茶色である。

ては，調査者がこの形式で現在進行態を表すことの確認

凡例上，＜Ndu＞の記号がこれと対応する。

を行っている。他の2地点についてもその可能性がある
かもしれない。

33．（雨が）降っているから

さらに，フッテキタという形式を用いた地点も以下の
ようにかなりの数見られた。これは意味的にも「降って

〔項目の性格〕

きた」そのものに対応する表現と考えてよかろう。

理由を表す共通語の「から」にあたる方言形を見よう

1778．45，2751。10，2764．81，2772．75，2775．21，2790．

とした項目である。特にここでは，動詞に接続し，後ろ

38，

2791．57，

3705．92，

3723．31，

3753．89，

3772．

に命令表現を伴う場合の用法を求めようとした。理由の

61，

4731．58，

5547，42，

5623．94，

5761．80，

6458．

形式については，この他，34・35「だから（言ったじゃ

39，

6508．60，

6546．12，

6623．54，

7302．56，

7308．

ないか）」，36・37「子どもなので（わからなかった）」が

37，

7350．54，

7421．38，

7513．69，

8322．68
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以上の，フッテダ，フッタ，フッテキタなどについて

て，そのような文脈の違いが「から」の部分に大きく影

は，それらによる回答をすべて採用した。最後のフッテ

響していると思われないので，厳密さを欠きはするが，

キタについては，文脈が調査文とずれることは明らかで

一応採用することにした。ただし，5612．62では，地図上

あるが，しかし，そのために理由を表す形式に大きな違

に示した〈soe＞の他，［ΦuttorumoNga］

いが現れることはなかろうと考えた。

得られたが，これは話者が平叙文にしか用いないと明確

という回答も

次に琉球の宮古・入重山では［fju：rja：］［Φuirjaa］（降

に述べているので不採用とした。なお，この「行くのは

りおれば），［Φuiduburja：］（降りぞおれば），［Φutikidur・

やめろ」の部分は，原則として調査者に報告を求めてい

jaa］（降りて来ぞおれば？）という，いわゆる条件表現に

ないので，同様の問題が他の地点にも潜んでいる可能性

あたる形式を回答した地点があった。「から」にあたる形

は残る。そのような疑いのある地点は，極力録音テープ

態を求めようとしたこの項目のねらいからはややはずれ

で文脈の確認を行ったが，十分ではない。

るが，意味的には「降っているから」に対応するもので

形態上の問題では，まず，「から」あたる形態が結合し

あると考え採用した。それらの地点では質問の文脈にお

た結果，「降っている」の末尾の部分が促音や転音に変形

いて，このような条件形式を用いるのが普通なのであろ

する現象が見られた。例えば，カラを例にとると，フッ

う。なお，上記の形式から「から」にあたる部分のみを

テッカラ，フッテンカラのような形態があった。ただし，

切り取ることは困難なので，全体の形をかっこに入れて

これは直接には動詞部分の問題と考え，凡例にこの点を

凡例に示した。さらに，本土においても，3725．32［Φ

示すことはしなかった。「資料一覧」には「降っているか

廿ttera：］，

6437．05

［hurijorja：］，

6613．68［Φutterud3a：］

ら」全体の形が掲げられているので，そちらを参照して
ほしい。

という条件形式と思われる回答が認められたが，琉球の
ものに準じて採用した。ただし，後者の2つの地点では，

次に，3649．73，3720．70，3752．13では，［ΦutteraNte］

「から」に直接対応する形態としてそれぞれ〈de＞と

など，「降っている」の部分が［Φuttera］となる形が見

くkara＞も併用で回答されているかへ上記の回答は質問

．られた。それらの地点はすべてくgara＞との併用であっ

文の意味からややはずれたものとも考えられる。なお，

て，その〈gara＞の場合には［Φutteru］という形に接

6613．68の［d3a：］については，西側に近接して分布する

続することからすると，［ΦutteruNte］は単純にΦutter−

〈de＞と関連があるのかもしれない。

a＋Nteと分離できるものではなく，Φutteraの末尾の母

また，上記の〈（hwjuurjaa）〉などと同じく宮古・八重

音には，〈haNte＞やくaNte＞など「から」にあたる部分

山，それから奄美に分布する〈ba＞の類も，この部分の

の語頭が融合している可能性が十分ある。ただし，また

みを切り離して凡例に掲げたが，やはり条件形式と認め

一方で，近隣の地域では明らかに「から」の部分が融合

られるものである。〈（hwjuurjaa）〉などの形は，「降って

していないと考えられる場合にも，3721．11［Φutter−

いる」にこの〈ba＞の付いた形が，くずれて生じたもの

agara］をはじめ，多くの地点でΦutteraの形が現れて

であることが考えられる。

いる。さらに，3730．43の［ΦutteruNte］

次に，後半の「行くのはやめろ」の部分が命令表現に

という接続か

らすると，「から」の部分の形態として〈Nte＞という形

なっていない回答が，次の3地点に見られた。1743．81［Φ

の存在を認めるのが自然な地点もある。したがって，「降

utterukara

っている」の活用形の一つとしてΦutteraという形があ

jameru］，5751．78［Φuttekkara

egame：

jo］，8248．18［hudde＝ikaN］。この点については，文脈が

り，それに「から」のNteが接続したのがΦutteraNteで

命令であるか否かが，前半部分に使用される「から」に

あるという解釈も成り立とう。この点については，「降っ

あたる形態にも微妙に影響を及ぼすことが予想される。

ている」以外の動詞の場合に「から」の部分はどのよう

例えば，共通語においてノデは平叙文には使えても，命

な形態をとるのか，Φutteraという形は「から」に続く

令文には使いにくいという感覚がある。また，長野の〈ni＞

以外にも機能しているのか，など検討すべきことがらが

は37「子どもなので（わからなかった）」にはほとんど現

多い（通時的に見て，NteはhaNteからの変化ではない

れていないことからすると，この調査文のような禁止の

かなどの議論も必要であるが，共時的な分析を優先させ

命令表現に用いられやすい語なのかもしれない。しかし，

るべきであろう）。本図では，一応〈Nte＞を切ワ離して

上記の3地点については，周囲の語形の分布状況から見

凡例に示すが，上記のような問題をかかえたままの処理
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であることを明記しておく。なお，この問題については，

語形の変異に応じて適当に記号を変えた。＜dagara＞

34・35「だから」，36・37「子どもなので」の結果も参考

〈Ndakara＞については，後に述べる紺色としたくNdaN−

にすべきであるが，これらの地点では前者の項目で

ga＞との形態上の類似に配慮し，記号の形を〈NdaNga＞

［daNte］［NdaNte］など，後者の項目で［waralidaNte］

にそろえた。同様に，＜Ntegara＞は引色としたくNtega＞

などの回答であり，いずれもdaの母音aに続くケース

と同じ形の記号を与えた。〈deuai＞についてはくkai＞と

の関連を考えカラの類の末尾に置いたが，デの類との関

であるために，十分参考にはならない。

以上のΦutteraNteの場合に対して，3773．12の［Φ

係にも注意すべきであろう。

utterε：ttega］については，「降っている」の末尾に「か

次にケーの類の語形の配列は，母音の広いものから狭

ら」の語頭が融合していることがほぼ確実であろうとみ

いものへと並べた。そのようにしたのは，カラの類の
〈kai＞との連続性を重視したためである。また，母音の

なし，全体をそのまま凡例に示すことにした。

次に，徳之島の0275．97［Φutumunati］については，

長いものから短いものへ，niやNの付かないものから付

「降っている」のΦutUNなどに「から」にあたるmunati

いたものへ，という原則によって語形を配列してある。

（直訳すれば「ものにありて」か？）などの形態が結合し

この類の記号は，緑の正三角形を基本とし，〈kee＞に塗

たものではないかと思われるが，必ずしも明確ではない

りつぶし記号を与えた。そして，〈kεε〉には一本線を付

ので，これも全体を凡例に掲げることにした。

け，〈kii＞はぬき記号とした。また，〈kee＞のような母音

最後に，34・35「だから」，36・37「子どもなので」の

の長い語形は上向きとし，＜ke＞のように母音の短い語形

処理との関係で問題となることがあるので述べておく。

は下向きとした。さらに，〈keni＞のようにniの付いた語

上記の項目では，それぞれ「だ」と「から」，「な」と「の

形は中白ないしは中黒記号とし，〈keN＞のようにNの付

で」の部分に分けて地図化を行った。一方，．この33図に

いた語形は記号の上下どちらか一方をぬいた記号とした。

おいては，そのような「だ」や「な」にあたる部分をも

＜keNga＞＜keNkaa＞にはカラの類およびンカの類との関

った形態を答えた地点はごくわずかであるので，それら

連を考え，二本線の付いた記号を与えた。
次に，サカイの類については，〈sakai＞をはじめ語頭

の回答は「だ」や「な」にあたる部分も含めて33図の対
象に含めた。例えば，5613．28の地点を例にとると，「だ

がsaであるものを先に掲げ，続いて〈sukaini＞などsu

から」について［dakara］という回答があったが，これ

であるものをまとめた。そして，それぞれの中ではkaiの

は，daとkaraとに分け，それぞれ34図と35図に示し

部分が連母音であるものを前に，長母音であるものを後

た。また，「子供なので」については［dattakara］が回

とし，後者については母音の広いものから先に掲げた。

答されたが，これは，dattaとkaraとに分け，36・37図

さらに，〈sakee＞など母音の長いものを〈sake＞など短

に示してある。以上に対して「降っているから」につい

いものに優先させ，また，〈sakai＞などniの付かないも

ては［ΦutteruNdakara］という回答が得られたが，こ

のをくsakaini＞など付いたものに優先させた。記号は，

れはNdaの部分も含めてNdakara全体を33図1枚の地

赤の円形記号を基調とし，sa〜の語形にはべた的な記号

図化の対象とし，凡例に示してある。これらの項目を比

を，su〜の語形にはぬき的な記号を与えた。そして，

較する場合には，そのような処理の違いに注意してほし

の部分の変種に応じて記号の形を変えてある。また，

kai

＜sakee＞に対してくsake＞のような母音の短いものは記

い。

〔語形の分類と記号の与え方〕

号の向きを逆にし，＜sakaini＞のようなniの付いた語形

全体は大きく，カラの類，ケーの類，サカイの類，ハ

を中白ないしは中黒記号とした点はケーの類と共通であ

デの類，デの類，ンカの類，サエの類，ヨッテの類，二

る。さらに，〈sage＞のようなkの部分が9である語形

の類，クトゥの類，バの類，モンノの類，そしてく（hutter−

は，記号の上下半分をぬいた記号としてある。この他，

uzjaa）〉以下の語形の類に分けられる。それらの分布に

〈sute＞＜site＞にはくsuke＞に近い記号を与えた。また，

は，35図・37図と強い共通性が認められ，特に，35図と

〈hagεεni＞〈hage＞〈hagette＞の3語も，このサカイ類に

はよく一致する。

含めることとし，末尾に位置付けておいた。ただし，次

記号について説明すると，まずカラの類には水色の線
記号を与え，末尾にniやNをも語形は音叉形するなど，

のハデの類とも語形の類似性が認められるので，記号の
形はそちらに合わせてある。
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次に，ハデの類には〈hade＞など語頭にh（あるいは

線記号とした。次に，サエの類はs＋母音という構造を

s）と母音をもつ語形と，〈eNde＞などhはなく母音のみ

もつ語形を集めたもので，母音の広い語形から狭い語形

をもつ語形と，＜Nte＞などhも母音ももたない語形があ

へと並べた。また，＜seN＞のように末尾がNであった

るが，凡例にはその順に配列した。この類の記号の色は

り，さらに〈teN＞のように語頭がtであったりする語形

榿で統一したが，語頭にh（あるいはs）をもつ語形の

も含めた。これらの語形は，サカイの類やケーの類と形

後で一区切りをつけたのは，それらの語形が形態上，前

態的に共通する点かあり，例えば，〈sae＞にはくsake＞

のサカイの類と共通する点が強いと考えたためである。

と，＜seN＞にはくkeN＞と同一，または類似の記号を与え

そして，語頭にhと母音をもつ語形のうち，ha〜には爪

た。分布も，それぞれ似た語形同士で近接している様子

形記号をhε〜，he〜には長方形記号を与えた。また，

を見ることができる。

haとdeの間

次に，ヨッテの類には，ハデの類・デの類との関連が

のNの入りようによって，記号の向きを変えた。さらに，

考えられながらも，語形の形態および分布地域の点でや

〈haNde＞のように末尾の子音がdであるものは，ぬいた

や離れるものをまとめた。まず，＜jotte＞などには平行四

部分の大きい白っぽい印象を与える記号とし，〈haNte＞

辺形の記号を与えたが，これはハデの類の〈eNte＞＜ette＞

〈hade＞〈haNde＞〈haNde＞を例にとると，

のようにtであるものはべたかそれに近い記号とした。

などとそろえてある。次に，＜notte＞を分銅形としたのは

この原則はハデの類全体に及ぼしてある。＜seede＞は

デの類の＜node＞とあわせたためである。ただし，この

くhjeNde＞などとの関連を考え，＜hjeNde＞の次に位置付

語形は，nijotteなどの変化形か．もしれない。また，

け，後に出てくる〈see＞と同じ二等辺三角形の記号を与

〈toode＞もデの類と近い印象を与える記号とした。

以下，二の類には矢印形を，クトゥの類にはリボン形

えた。続いて，語頭に母音がくる語形のうち，e〜には
平行四辺形の記号を与え，a〜には菱形の記号を与えた。

を〈（hwutumunatf）〉には爪形を，バの類には蝶形を，

さらに，Nで始まる語形には正方形を与えた。そして，そ

モンノの類には鳥形を，〈（hwutteruzjaa）〉以下の語形に

れらのうち，〈eNtega＞〈Ntega＞などgaをもつ語形は二

は星形の類の記号を与えた。

以上，語形の分類と記号の与え方について説明してき

本線付き記号にしたが，これはケーの類の〈keNga＞など
と共通の処理である。また，語末にniをもつ〈eNtegani＞

たが，ここでの原則は関連項目の35・37図にも及ぼして

〈Ntegani＞を中白記号としたのも，ケー類，サカイ類と

ある。

同様の方法である。

34．だから（言ったじゃないか）

次に，デの類については，ハデの類とまとめてしまう

ことも考えられたが，この類の中では最も分布の広い
〔項目の性格〕

〈de＞が，ハデの類の語形のようにdeの前にhaやeNや
Nなど他の音をもたない点を重視して別の類とすること

本図と次の35図は，理由を表す共通語の「だから」に

にした。ただし，＜Nde＞やくnode＞なども一緒にこの類

対応する方言形を見ようとした項目である。この地図集

に収めたのは，それらの語形が同じ系統に属するのでは

は，いわゆる助詞の形式を求める項目を中心としている

ないかと考えられる点に配慮したためである。すなわち，

が33「（雨が）降っている埜」との関係℃このよう

これらの語形は，node＞Nde＞deのような変化の関係に

な接続詞にあたる項目も取り上げたのである。関連項目

あると思われ，その点で，ハデの類の語形とは系統を異

には，他に36・37「子どもなので（わからなかった）」が

にするのではないかと考えられる。さて，この類の記号

ある。

この項目は，孫に注意したのに間違いを起こしたとい

の色は，ハデの類の榿に近い茶色とした。記号の形は爪
形を基本とし，〈node＞には分銅形を与えた。〈Nde＞を正

方形としたのは，ハデの類のくNte＞にそろえたためであ

う設定のもとで，「だから，するなと言ったじゃないか」

と言うときの「だから」の部分を何と言うか，話者に方
言訳を求めたものである。そして，この「だから」の部

る。

ンカの類以下の語形は，分布のあまり広くない小グル

分全体を地図化の対象とした。ただし，回答された語形

ープである。記号の色はすべて紺とした。まず，ンカの

は，約400個にのぼり，1枚の地図に収めて体形的に記号

類の語形はカラの類の語形との形態上の近さを考慮して

を与えるにはあまりにも多い数だったので，「だ」と「か
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ら」の部分に分け，それぞれ34図，35図として示すこと

どからの変化形ではないかと思われる点を考慮しての処

にした。それはまた，33図の「から」や8図の「そんな」

理である。

次に，6558．24［soidamoNde］，6630．18［soredamoN，

の部分との対比の便を考慮しての処置でもある。なお，

このような処理法は乳すでに8・9「そんなことを（言

dade］のような，語中にmoN，

moNdaの入った語形を

うな）コでとっており，また，次の36・37「子どもなので

どう分析するかということも問題となった。いくつかの

（わからなかった）」でも行っている。

方法がありえたが結論のみを示せば，ここでは断定の意

味を担うda（．2つある場合は後ろのda）の後で前後

さて，34図と35図とに分けて解説を記すが，「だから」

全体に関すること，特に「だ」と「から」の部分の分離

を分けることにした。すなわち，上記の例でいうと，

についてはここで述べることにする。

soida−moNde，

soredamoNda−deのように分析し，それぞ

〔語形の処理〕

れ前部分を34図に，後ろ部分を35図に示したのである。

この項目では接続詞にあたる形式を聞くことをねらい

その結果，mONの部分については，前部分に含められる

としたので，その趣旨からはずれる回答は，不採用やくそ

場合と，後ろ部分に含められる場合とが生じたので注意

の他〉とした。まず，調査文の「だから，するなと言っ

してほしい。

たじゃないか」の意味を汲んだ別表現が回答された場合
があったが，不採用とした。例えば，1942．62［so：ju二koto

ittanoni

タノニ

jarukara］，5588．78［オレカ．ヤルナト

マタ

イッ

da）の後で前後を分けるという処理原則をとったため
に，次のような語形のdaiの部分をどう解釈すべきか問
題にする必要が生じた。すなわち，6539．22［soreda−

ヤッテマッタヤナイカ］などの表現であ

る。次に，「だから」の部分に，例えば5569．10［ホレ

さて，上のような，断定のda（2つある場合は後ろの

ミ

moNdai］，6539．22，6568．16［soidamoNdai］という語

ヨ］（それ見ろ！），1251．04［？uri］（それ！），あるいは

形である。一つには，このdaiがdeからの誤った回帰に

1157．92［la：］（あ一あ！）などの感嘆の形式が回答され

より生じたとする考え方があろう。33図におけるこれら

た地点があったが，これらはくその他〉とした。以上の，

の地点およびその周囲の中京圏にはくde＞が広く．分布

地図上に採らなかったり〈その他〉とした回答の具体的

し，かつ，愛知では連母音の融合が起こりやすいことを

な内容は，「資料一覧」を参照してほしい。

考え併せると，deをdaiに直そうとする作用が働いたこ

前述のように，この項目は「だ」と「から」の部分に

とは考えられなくはない。この場合，daiは，助詞のde

分けて地図化を行ったが，具体的な語形を2つの部分に

に相当するものであるから，これをさらに分析すること

分析するにあたっては，問題がなかったわけではない。

はできない。一方，daiをda＋iと分析し，

まず，daakara，

dakkara，

zlaNkaraniなど，「だ」と

daは「だ」

に，iは「から」に対応するものという考え方もとりう

「から」の間に長音や促音，撰音が位置している語形につ

る。そのiは，近接して分布する〈ni＞からの変化と考え

いては，これらの音を「だ」の部分に含めて分析した。

るのである。以上のどちらの考え方をとるかは検討を要

それらの音は，強調のために挿入されたり，「だ」の活用

するが，ここでは，より可能性が高そうな後者の考え方

形態の末尾が変形したりしたものであろう。ただし，秋

によっておく。つまり，上記の回答は，soredamoNda−i，

田を中心に見られる［daNte］，［daNtega］などについて

soidamoNda−iのように分け，前部分を34図に，後部分を

は，da−Nte，

35図に示すことにした。なお，これと関連して，5558．

da−NtegaのようにNを「から」の部分に含

めて分析することにした。それは，これらの語形の使用

19［hoNdainotte］は，

地域で，33「（雨が）降っているから」における回答から

inotteは，

〈Nte＞という形態を切り取ったことと対応する。さら

生じたものかもしれない。

に，33図の解説で述べたとおり，このNteなどは，近く
に分布するeNteなどの語頭の母音が，

daの母音と融合

hoNda・inotteと分析しておいた。

nijotteなどの形から一種の音位転倒によって

ところで，琉球ではかならずしも語源的に「だから」
に対応する形ではなく，宮古島の2151．51［aNsibadu］，

したことにより生じた形であることも考えられる。した

多良間島の2068．07［asibadu］のように「そうすればぞ」

がって，少なくも，daN−teのような分析法は適当ではな

などに対応する形が用いられている地点がある。これら

い。また，6577．43の［so：jatte］も促音部分を「から」の

は，「だ」と「から」の部分に分離するということはそも

方に含めて，so：ja・tteと分析した。これは，

そもできないわけであるが，33図でくba＞を示したこと

tteがjotteな
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と対応させ，aNsi・badu，

asi−baduのように切って，「そ

うする」の部分を34図に，「ばぞ」の部分を35図に掲げ

には紡錘i形記号を，daQには涙滴形記号を，

doa・dooに

は楕円形記号を与える，という具合にした。

た。また，徳之島の0275．97［？ugasinati］（「そのように

なお，「だ」の部分をもたない語形は，〈sore一〉〈sori一〉

ありて」？），沖縄島の1231．99［je：tidu］（「でありてぞ」？）

など「それ」に対応する形をまず掲げ，続いて，〈soga・

は，それぞれ？ugasina−ti，

Naru・〉〈sogaNsuru一〉以下「そうある」「そうする」「そ

je＝・tiduのように「て」にあ

たる部分の前後で切り，34図と35図に示した。黒島の

ういう」などに対応する形を掲げた。

2086．60［aituridu］は，語中のtをどう考えるべきかよ
くわからないが，一応，ai−turiduと分析しておいた。

次に，「だ」の部分をもつ語形については，さらに，「そ

れ」にあたる部分ももっかもたないか，もっとすればど

さらに，0294．66［gaNli：du］，0247．31［gaNliN］，2086．

んな形態か，という点に注目した。凡例の最初にあるda

03［aNd3i］の3つの回答は，「そうする」とか「そのよ

のグループを例に説明すると，先に〈soreda・〉以下の「そ

う」に対応する部分しかもたない形ではないかと思われ

れ」部分をもつ語形を並べ，最後に〈da一〉という「それ」

るので，これらの形はその全体を34図の方に示すことに

部分を全くもたない語形を位置付けた。「それ」部分をも

した。

つ語形の中では，まずくsoreda一〉を先頭にsで始まる語

さて，以上のように一応「だ」と「から」の部分に分

形を並べ，次いで，〈hoida・〉以下のhで始まる語形を並

析した語形は，soredakaraを例にとると，34図の凡例で

べた。続いて，〈Nda・〉などNで始まる語形を，それから

はくsoreda・〉，35図の凡例ではく一kara＞のように呈示し

くsoredamoNda一〉などmoNdaの入る語形を配列した。記

た。なお，促音表記には，本図および36図の凡例に限っ

号は，〈soreda一〉にべた記号を与え，その他s〜の語形に

て，Qを用いたので注意してほしい。これは，例えば，

は適当にぬいた記号を与えた。h〜の語形には，ぬき記

dak・kara，

号の中に線の入った記号を用いた。N〜語形は外側に線

dad・deOaiのような語形を，それぞれ〈dak一〉

〈dad・〉と別々に示すことはせず，〈daQ一〉としてまとめ

の付いた記号とした。mONdaなどの入った語形は，べた

てしまおうと考えたからである。したがって，このQは，

の大記号とし，二本脚を付けた。そして，〈da・〉は，全く

後ろにくる「から」の部分の頭子音に応じて異なった音

のぬき記号としてある。

daのグループ以外についても，記号の塗りつぶし方や

をとることになる。
〔語形の分類と記号の与え方〕

線の付け方は，ほぼ上と同様の原則に従っているが，記

「だ」「から」のうち，ここでは34図の対象である「だ」

号の大きさはそのときどきで適当な意味に用いている。

の部分について述べる。さて，「だ」の部分と言っても，

例えば，〈sogeNzjaru・〉〈sogaNaru一〉〈sogaNsuru・〉とい

「それ」にあたる形態を付けて「それだ（から）」という

うsogeN〜，

言い方をしたり，さらには，「だ」にあたる部分がなくて

〈assizjaN・〉〈assi

sogaN〜の形は大記号としたし，〈assizja・〉

「それ（から）」のような形式をとる地域がある。とりわ

た。

an一〉とレ・うassi〜の形も大記号とし

なお，36「子どもなので」の語形は，本図の語形のバ

け，西日本にはそうした回答が目立っている。
以上の点をふまえた上で，まず，「だ」の部分があるか

ラエティーに含まれる部分が大きいため，両者の間では，

ないか，あるとすればどのような形態をとるか，という

語形の分類と記号の与え方の方法をできるだけ統一して

ことを第1の基準として語形を分類した。凡例での順序

ある。また，8「そんなことを」とも共通する部分があ
るので，琉球の類似の語形には両図とも線記号を与える

および記号の基本的な特徴は次のとおりである。

など，関連をもたせた。

「だ」の部分をもつ………面記号

ところで，この34図は，次の35図と組み合わせて各地

ダの類………円形記号
ジャの類……四角形記号

点の「だから」全体の形が何であるかわかるようでなけ

やの類………三角形記号

ればならない。そこで，併用回答の場合，各地点の記号
の配列は，35図の「から」の部分の記号の順序に，34図

「だ」の部分をもたない………線記号
そして，それぞれの類の変種には，記号の特徴を失わな

の「だ」の部分の記号の順序をそろえてある。他にも特

い程度にバリエーションをもった形の記号を与えた。例

殊な押印法をとった点があるが，それらは，8「そんな

えば，ダの類daの円形記号に対して，同じ類としたdaa

ことを」と9「そんなことを」の地図でとった方法と同
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じであるので，8図の説明（解説の終わりの方）を参照

必要なものとしては，まずく・tte＞がある。この語形はハ

してほしい。

デの類の〈一Nte＞などと近い位置に置くことも考えられた

地図の訂正が1箇所ある。3777．19は併用回答となって

が，「だ」の部分も含めた回答が［so：latte］（6577．43）で

いるが，このうち〈soNda一〉の方は〈soNdaQ・〉の誤りで

あり，34図の解説でも述べたとおり，おそらくso：jajotte

あった。記号は，円形半ぬき記号ではなく，涙滴形半ぬ

などから生じた形ではないかと思われる点を考慮してヨ

き記号となる。

ッテの類に分類しておいた。また，同じくヨッテの類の
＜一inotte＞については，やはり34図の解説でも指摘したよ

うに一nijotteなどの斜位転倒形ではないかと考えられる

35．だから（言ったじゃないか）

し，さらに，〈一nitte＞は一nijotteなどのjoが脱落したもの

である可能性があろうか。

〔項目の性格〕

34図の解説で述べたとおり，この35図は，「だから」に

次に，＜一tf＞〈一tidu＞という「て（ぞ）」にあたる形はひ

あたる語形を「だ」と「から」の部分に分けた場合の，

とまとめにし，〈一turidu＞もこの類に含めておいた。記号

「から」の部分を地図化したものである。関連項目や調査

は〈一tf＞にく一te＞と同じ爪形記号を与えた。〈一tidu＞〈一turidu＞

文については，34図の解説を参照してほしい。

のduで終わる形は分銅形記号としたが，この点はヨッ
テの類の〈一inotte＞などの記号と近くしすぎた感がある。

〔語形の処理〕

最後に，34図の解説で述べたように，琉球の語形で「そ

「だから」に相当する語形を，「だ」と「から」の部分

うする」「そのよう」などに対応し，「だ」と「から」の

に分析する際の問題点をはじめ，「だから」全体に関わる

ことは，すでに34図の解説で説明した。ここでは，主に

2つの部分に分けられない形式については，全体の形を

「から」の部分に関係することを述べる。

34図の方に示しておいた。それらの地点は，この35図で

まず，6547．33では［dakara］の他に［dakedo］とい
う形も回答された。この語形はいかにも誤答のように見

は極小の蝶ネクタイ形の記号（凡例の末尾の方参照）を
押してある。

凡例に訂正がある。榿色の類の第1グループ末尾に

えるが，ケーの類やデの類の語形と関連があるかもしれ

ないし，また，話者がdakaraもdakedoも同じように使

〈一saNde＞とく▽seede＞という見出しがあり，二等辺三角

うと内省している点も考慮して，一応採用することにし

形記号が与えられているが，その向きが相互に逆であっ

た。凡例では，ケーの類の〈一kede＞の次に，この〈一kedo＞

た。正しくは，〈・saNde＞が下向き，＜一seede＞が上向きと

を位置付けておいた。一方，6497．57では，地図化した

なる。

［hodakeN］の他に，話者は最初［hodakeNdo］とも口に

36．子どもなので（わからなかった）

したことが報告されているが，これについては調査者が
誤答であることをわざわざ注記しているので不採用とし

〔項目の性格〕

た。ただし，近畿の周辺には，先のkedoの他，富山の

理由を表す共通語の「ので」にあたる方言形を求めよ

kede，37図の福井のkeNdoなど，類似の語形が点在して

うとした項目である。特にここでは，名詞に続く用法に

いることには注意が必要である。
次に，2734．05では，［so：dakara］［soreda．gara］の他

ついて見ようとしたが，そのような場合共通語では，名

に［sorenanoni］という形も回答された。これは，録音

詞を一旦「な」で受け「ので」に続けるのが普通である。

テープで調査状況を確認するかぎり，かならずしも「だ

この項目の調査文は，「子どもなのでわからなかった」

から」に対応する表現として回答されたものではないと

であり，「子どもなので」の部分の方言訳を話者に求め

判断されるので，地図に示すことはしなかった。もちろ

た。そして，そのうち「なので」にあたる形態を地図化

ん，二の類との関連には注意する必要があろう。

の対象として取り上げたものである。関連する項目に，

〔語形の分類と記号の与え方〕

同じく理由の形式を対象とした33「（雨が）降っているか

語形の種類と分布は33図ときわめてよく似ている。そ

ら」，34．・35「だから（言ったじゃないか）」がある。

の分類の仕方と記号の与え方は，33図にならっているの

なお，「だから」を「だ」と「から」に分離して地図化

で参照してほしい。33図になかった語形で新たに説明の

したのにならい，・この項目も，「な」の部分を36図に，「の
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で」の部分を37図にと，それぞれ分けて示すことにした。

とどめる。

まず，「な」と「ので」の間に長音や促音，擬音が位置

このようにすることにより，34図の「だ」や8図の「そ
んな」の部分との対比，あるいは，33図や35図の「から」

している語形については，それらの音が「な」の活用部

の部分との対比が容易になる。

分の変形したものであったり，あるいは強調などの理由

地図化しなかった「子ども」の部分については46図の

で挿入されたりしたものと考えられる場合には，「な」の

解説でも述べたが，多くの地点でコドモの類であり，他

部分に含めて分析することにした。一方，秋田の

に，東北でワラシやオボコの類，琉球でワラビの類など

〈一Nte＞，関東の〈・Nde＞，近畿の〈・tte＞など，それぞれ

が見られた。詳しくは「資料一覧」を参照のこと。

〈・eNte＞，〈一node＞，〈jotte＞などが変化した形である可能

以下，「なので」全体に関わること，および主として「な」

の部分に関係することはここで扱うこととし，「ので」の

性をもつ形態は，そのNやtを「ので」の部分に含めて
示すことにした。

次に，damoNde，

部分の問題は次の37図の解説で述べることにしたい。な

damoNdadeなどの形式については，

お，33図および34・35図とは共通する語形が非常に多く，

da−moNde，

その処理についても統一をとっているので，適宜それら

析することにした。〈・moNde＞は，〈・node＞〈一Uade＞

damoNda−deのように，最後のdaの後で分

の項目の解説も参照してほしい。

〈一εzude＞〈一dogode＞など，体言性をもった語形＋deと

〔語形の処理〕

いう類似の語構成による形式が他にもある。また，

文脈上のことでは，「子どもなので」ではなく，「子ど

damoNda−deの分析法は，
keN，

もだったので」にあたる言い方を回答した地点があった

damoNda−kara，

damoNda−

damoNda・sageなどの処理と共通である。

なお，上の処理原則は次の語形にも適用した。すなわ

が採用した。調査文の「子どもなのでわからなかった」
という文脈では，それによって表される状況を話者がど

ち，同じくga，

う頭に描くかによって，いくつかの異なった回答が予想

22［kodomqnaOade］などはna−Oadeと分析したし，

oaをもつ語形であっても，5520．

されるが，上のような時制に関わる表現の違いは許容し

6655．44［kodomoNgadakara］はNgada−karaと分析し

て採用することにした。3762．42［waralinotoki−

た。また，ともにコトをもつ語形でも，8325．00［kodo・

daNtegara］，

moNkottle］はN−kottleと分け，7344．26［ゴトモンコッ

4639．69

［obokoNdogfdagara］，

4730．

59［obokoNdogfdamono］も同様の理由で採用し，36図

チャキー］はコッチャをコトジャと認め，ンコッチャー

にはそれぞれnotokfda，

キーと分けた。

a，gara，

Ndogfdaを，37図にはNtegar・

次に，琉球ではかならずしも「なので」と対応しない

monoを示しておいた。

これに対して，例えば5655．41［kodomobakkade］の

形式が用いられているが，それらは適当に2つの部分に

ような「子供ばかりで」「子供だけで」にあたる言い方，

分析して2枚の地図に示した。まず，2150．17［jarabilar・

および，例えば4710．55［tlakkoigattamoNdagara］のよ

ibadu］など宮古を中心に見られる「子供であれば（ぞ）」

うな「小さい」にあたる形容詞を使った言い方は不採用

という条件形式は，「であれ」の部分（jari）を36図に，

とした。なお，5613．28の［kodomodakede］は，共通語

「ば（ぞ）」の部分（badu）を37図に示した。次に，0247．

の「子供だけで」に直接対応する形式と考えられるし，

31［warabinatf］，1260．68［warabinati］など奄美・沖

調査者もこの回答が調査文とかならずしも対応しないこ

縄を中心に見られる「子供にありて」の形式は，「にあり」

とを注記しているので，採り上げることはしなかったが，

の部分（na）と「て」の部分（ti，

5537．77の［kodomojakede］との関係には注意しておく

れ36図と37図に掲げた。

ti）に分けて，それぞ

なお，琉球の回答には分析の仕方のよくわからないも

必要があろう。5537．77の話者は，jakedeは「だから」の

のがいくつかあった。まず，2072．20［agamitidu

意であると主張している。

次に，回答された語形を「な」と「ので」の部分に分
析した際の問題点について述べるが，それは，先に「だ

aibidu］

は，biduが上で見たbaduと同じ類であり，tidu
分が「であれ」にあたる形とみなし，tidu

aiの部

ai・biduのよう

から」を「だ」と「から」の部分に分析した際の問題点

分析したがいかがであろうか。また，1221．48［waraija・

と共通している部分が大きい（34図の解説参照）。したが

je：］は，

って，それらの点については要点をかいつまんで記すに

に分けたが，これはどうであろうか。さらに，1270．
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jaが「である」に対応すると考え，

laje：のよう

26［waraNka：naja：N］については，一応waraNka：の部

えた。これらの二本脚や二本線の意味は，34図とは異な

分を「子ども」と認めたが，naja：Nの部分の分析が不明

っている。

最後に，この凡例の表記でQが促音を表すことは，34

であったので，これについてはnaja：N全体を36図の方に

図の場合と同様である。また，地図における記号の配列

載せることにした。

ところで，この項目では「な」の部分にあたる形態の

法，および36図と37図を対比して，ある地点の「なので」

用いられない回答があった。一つは，東北南部や北陸を

全体の形を復元する方法は，8「そんなことを」と9「そ

中心に分布する「子ども」＋deなどの形式であり，もう一

んなことを」の2枚の地図でとった方法と同じ（33・34

つは長崎に見られる「子ども」＋leN，〜eNkaなどの形式

図とも同じ）であるので，8図の解説（末尾の方）を参

である。後者の地域は，「だから」の項目でも，「だ」の

照してほしい。

部分をもたない「それ」＋「から」にあたる形式が行われ

37．子どもなので（わからなかった）

ていた。

〔語形の分類と記号の与え方〕
「な」「ので」のうち，ここでは36図の対象である「な」

〔項目の性格〕

36図の解説で述べたとおり，この37図は，「なので」に

の部分について．述べる。

さて，本図の語形は34「だから」の語形と共通する部

あたる形態を「な」と「ので」の部分に分けた場合の，

分が大きいので，分類および記号は34図との関連に注意

「ので」の部分を地図化したものである。関連項目や調査

した。まず，語形の分類は語頭の形態でそろえ，ダの類，

文については，36図の解説を参照してほしい。

ナの類，ジャの類，やの類の順に並べた。ダの類に円形

〔語形の処理〕

「なので」に対応する語形を，「な」と「ので」の部分

記号を，ジャの類に四角形記号を，ナの類に爪形記号を，
やの類に三角形記号を与えた点は，34図と共通である。

に分析する際の問題点をはじめ，「なので」全体に関わる

爪形記号は34図では〜ra，〜na，〜njaなどの語形に与え

ことは，すでに36図の解説で説明した。ここでは，主に

たが，本図ではナの類（na〜）のみに限定した。このナ

「ので」の部分に関係することを述べる。

の類の後には，noやNで始まる語形をまとめたが，それ

まず，5594．81では［kodomojakeNdo］という回答が

らの語形は統一的な記号とはせず，noやNに続く部分の

得られた。これは，一見誤答のように見えるが，録音テ

形態に応じて適当に記号を変えた。また，琉球の〈ari・〉

ープで調査状況を確認するかぎりそのようには思われな

以下の「あり」に対応する語形は線記号としたが，それ

い。富山で〈一kede＞という形が回答されていることや，

は，34図で〈？ugasaaN・〉〈aNsu・〉など「だ」にあたる

35図で愛知に〈一割引do＞という形が見られたことなども考

形態をもたない語形をやはり線記号としたことと関連さ

慮して，このkeNdoも採用することとした。しかし，こ

せたためである。

れらの一連の語形については，逆接の文脈で用いられる

続いて，記号の塗りつぶし方については，〈daNda・〉

語形との関連など，今後十分な吟味が必要である。

〈raNda一〉〈naNda一〉など〜Ndaをもった語形を完全な塗

次に，4684．77［kodomodanoni］，6513．24［kodomo−

りつぶし記号とし，〈daNna一〉〈naNja一〉など〜Nna，〜Nja

janoni］のようなnoniという形が得られた。このうち，

などをもった語形には，一部を塗りつぶした記号を与え

前者の地点では，話者自身はnoniが共通語の「ので」と

た。また，〈damoNda・〉〈zjamoNzja・〉など〜moNda，

同じ意味であると述べているものの，調査者は疑いを呈

〜mONzjaをもった語形は塗りつぶしの大記号を基調と

している。そして，同地点の別な人に確認をとったとこ

しており，その点は34図と共通させてある。なお，34図

ろ，noniということは聞いたことがないと言う（「資料一

では，「だ」の前に「それ」にあたる形態をもつ語形に塗

覧」参照）。したがって，慎重を期して，この回答は地図

りつぶし的な記号を．「それ」の部分をもたない語形にぬ

に示すことを控えた。また，6513．24の回答も，同様に逆

き記号を与えたが，その原則はこの地図でも貫いたため，

接のnoniが誤って回答されたものと考え，不採用とし

結果として白い印象を与える記号が多くなった。

た。ただし，このnoniについても，上のkeNdoとあわせ

次に，〈datta一〉〈deatta一〉〈zjatta一〉〈jatta一〉など，〜tta

てさらに検討したい。

の形をとる語形には，二本脚または二本線付き記号を与
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最後に，3722．42の［wagaNdodaba］は，いわゆる条件

表現の形式である。したがって質問の文脈からはずれた

この項目は，「少し寒いけれどもがまんしよう」という

回答である可能性があり，周囲に同様の回答がなされた

共通語文を提示して「寒いけれども」の部分の方言訳を

地点も見られないのであるが，琉球の宮古などに類似の

話者に求め，その部分を報告してもらい，その中の「け

形式をとる地域が存在することなどを考慮して採用する

れども」にあたる部分を地図化したものである。「寒い」

ことにした。

の部分については，．サムイのほか，サムエ，サミー，サ

〔語形の分類と記号の与え方〕

ミ，サーミー，シャムイ，サビー，サビ，サービ，サー

語形の種類と分布は，33図，35図と並行的である。関

ビー，サムカ，サンカ，ヒヤイ，ヒヤカなどの変種が得

東に〈・Nde＞の分布が優勢なこと，琉球で〈一ti＞〈一ti＞が

られた。そのほか，シミルやシバレルのような動詞形に

目立つことなどがこの地図の特徴と言える。

接続した例も見られたが，これらも区別なく採用するこ

語形の分類と記号の与え方は，33図，35図と統一して
あるので，まず，そちらの解説を参照してほしい。この
項目に新たに現れた語形としては，まず，＜一uade＞ぐ

とにした。以上の各変種の内容と分布地点は，付録の「資
料一覧」で見ることができる。
〔語形の処理〕

εzude＞〈一dogode＞など，体言性をもった形態＋deとい

サムイガナー（6667．81），サムイガノー（6397．11），サ

う構成パターンの語形がある。それらは，〈一node＞〈一

ムイカ．ナー（6642．32），サブイカ。ナーとサブイカ．ニャ

mONde＞と同じグループとし，記号の形は様々にしなが

ー（以上，5680．23），サムイケドモネー（0717．50），サム

ら色はデの類と同じ茶色でそろえておいた。次に，モノ

イケドナー（7501．69）のような，問投助詞の付いている

の類がこの項目では種類が豊富であり，鳥形記号の塗り

とみられる形式は，その部分を無視し，それぞれ，〈ga＞

つぶし方と向きによって語形の違いを表した。なお，

〈Ua＞〈kedomo＞〈kedo＞の見出しの下に分類した。この

4637．20［kodomodaNma］は，

うち，6397．11のサムイガノーはサムイガとの併用で，前

da−Nmaと分析し，その

Nmaをこのモノの類の末尾に位置付けたがいかがであ

者には「文を切るとき」との注があった。このような間

ろうか。以上の，〈一〇ade＞以下の語形およびモノの類は，

投助詞の付いた形は，質問文の主旨からややずれた回答

分布地域について言えば，明瞭な傾向が見られないよう

のように思われるが，6397．11の例からもうかがえるよう

である。

に，その形式から間投助詞を除いた形も，もちろん発話

この他，この項目ではく・kaa＞〈一Nga＞とともに＜一ra＞

可能なのであろう。

5565．12ではサムイケンドカが回答され，「寒いけれど

という語形も一グループとしておいた。これらの語形は

いずれも新潟を中心に分布しており，カラの類が変化し

ね」という注が付いていた。この注により，やや疑問も

たものである可能性がある。

あるが，「ケンドカ」の「カ」も間投助詞的な形式をみな

なお，分類の誤りがあったので，ここで訂正したい。

して，この回答を〈keNdo＞の見出しに含めた。なお，こ

鹿児島の8362．31は〈一de＞となっているが，回答は［一d3e］

の地点は，39図（「だけど」）ではソヤケンドであって，

であるので〈一ze＞として見出しを立てるのが正しい。記

ここではケンドが用いられている（40図「植えたのに」

号は，35図にあわせて，ぬきの爪形記号を与えるべきで

ではウエタンニである）。

この項目では，サムイダガ，サムインダガ，サムイダ

ある。

ケド，サムインジャガ，サムインヤケド，サムイダドモ

38．寒いけれども（がまんしよう）

などのように，「ダ」「ンダ」「ンジャ」「ンヤ」などの形

を介している形式が多数認められた。これらの形式を
〔項目の性格〕

〈daga＞〈Ndaga＞〈Nzjaga＞などのように見出しに反映さ

逆接の確定条件をあらわす共通語の「けれども」にあ

せることも考えられたが，39図（「だけど」）との比較の

たる形式について見ようとした項目である。関連項目と

便宜などを考慮して，ダやンダなどは分出せず，サムイ

して，39．「だけど（行かなければならない）」，40．「植

ガもサムイダガも同じくga＞の見出しに含めた。このう

えたのに（枯れてしまった）」があるが，本図はそのうち

ち，サムイダドモやサムダドモのような〜ダドモの形式

の39図との関連が大きく，両図の分布も互いに似かよっ

は島根県東部から鳥取県西部にかけての地域（64ではじ

ている。

まる地点番号の地域。「資料一覧」参照）に集中してお
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り，東北北部から新潟県にかけて分布するサムイドモ，

る）。そうであるとすればサムイダガをサムイダ＋かと切

サビドモ，サミードモのようなダを介さない形式との間

ったことに合わせて，これをサムイカ．ヤレ＋ドと切り，

に地域差のあることが注目される。

〈do＞の見出しに含めるべきであった（やや離れてはいる

6430．53ではサムイダダガという形式が報告され，これ

がくdo＞の領域の近くにある）。この地点は39図（だけど）

をどのように切るべきかが問題になった。録音テープを

がケレド，40図（植えたのに）がウ尾月カ．二であって，

聴いたところ，［サムイダダガ］のアクセントで発音され

「の」が「カ．」に対応していることがわかる。なお，40

ており，これは，「サムイダ＋ダガ」，すなわち，後部分

図では5527．89にウエタカ．ヤレドモという語形があり，

の「ダガ」は接続詞である可能性も疑われた。また，録

ここでは40図の作図方針に従ってウエタ＋カ．ヤレドモ

音テープによれば，話者は「サムイガ」とも言っていた。

と切り，見出しを〈ηajaredomo＞としたうえで，記号の

そこで，この地点のサムイダダガは質問の主旨からずれ

形を本図の〈ηajaredo＞と似せてある。これらの点を考

た回答である可能性が強いと判断して削除し，新たにサ

え合わせると，本図でサムインダガなどの「ンダ」を分

ムイガを〈ga＞の見出しの下に採用することにした。

出しなかったことに（40図との比較のうえでは）問題があ

この項目では，ほかにも切り方が問題になった回答が

ったかもしれない。

5620．22はサムカレドであったが，これはサムカレ＋ド

いくつかあった。

5631．78ではサビーダレドモという形が回答された。こ

と切って〈do＞の見出しに含めた。

九州に勢力をもつくdON＞の内容は，サムカドン，サン

の地点は〈domo＞の領域の西端にあたるので，これをサ
ビーダレ＋ドモと切って＜domo＞の見出しに含めた。し

カドン，サミードン，サミドン，ヒヤカドンなどのほか，

かし，サビーダレの「ダレ」の性格については疑問が残

サムカイドン，サンカ柔ドン，ヒヤカイドン，サムカン

る（あるいは〜デアレに由来するものであろうか）。

八丈島の7659．31ではコゲーレドー，7659．62ではコゴ
イレドーが回答されたが，これらは，コゲーレ＋ドー，

ドンのような，サムカイ，サンカイ，ヒヤカイ，サムカ
ンの形も見られる。これらは上記のサムカレと関連のあ
る形式かもしれない。

そのほか，4675．45のサーメレモはサーメ十レモと切っ

コゴイレ＋ドーと判断して〈doo＞の見出しを立てた。
7659．62では39図（「だけど」）における回答がダレドーモ

て見出しを〈remo＞とした。これはくdemo＞の変化形と

とソガンダレドーであって（これらは，それぞれ

考えられる。また，6440．35はサムーアルガとサムイガで

〈doomo＞とくdoo＞の見出しとした），ここにも「ダレ」

あったが，両者をまとめて〈ga＞とした。
接続の問題としてはくmo＞（5651．04，5653．96）の内容

の形式が登場する。

5462．29日頃サビーダエド，5463．73ではサムイダケド，

サブイダエド，サビーダエドの3者が回答された。これ

がいずれもサムクモという連用形接続である点に注意し
たい。

次に意味上の問題について述べる。

らのダエドはダケドの変化形と判断してダ＋エドと切り，
〈edo＞の見出しを立てた。しかし，先のサビーダレドモ

5631．26ではサムイズラガ，サムイズラケレドモ，サム

をサビーダレ＋ドモとした処理に準ずれば，これはサビ

イダドモの3形式が回答されたが，前2者には「推量の

ーダエ＋ドと切り，＜do＞の見出しを立てるべきであった

意」との話者の注が付いており，これらは質問の主旨か

かもしれない（なお，39図では5462．29と5463．73はダエ

らずれた回答として不採用にした。しかし，分布からみ

ドであり，これはダエ＋ドと切って〈do＞の見出しを立

て，この地点は〈ga＞やくkeredomo＞も（質問文の文脈

てた。少くとも，38図と39図の切り方を統一すべきであ

でも）使用する可能性が強い。

3704．48ではsamUsUkjεが回答された。この地点は33

ったと反省される）。さらに，5471。49の回答はsa：bidad−

doであり，これはくdo＞に含めたが，これもサビーダエ
ドと関連する形式と思われる。

『5539．15のサムイカ。ヤレドはサムイで切って，見出し

図の「（雨が）降っているから」の「から」が同じsUkjε

であり，これは誤答とみなして，この地点は「無回答」
とした（この地点は39図「だけど」がくdomo＞，40図「植

をくηajaredo＞とした。しかし，考えてみると，この「カ．」

えたのに」がくnoni＞である）。また，6630．18の回答は

は準体助詞である可能性があり，「ヤレ」は上記の5631．

サブクテヤーダガであったが，これも質問の主旨からず

78のダレに通ずる形式かもしれない（地点も近接してい

れた回答として「無回答」に含めた。
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〔語形の分類と記号の与え方〕

えられるので，＜battamo＞やくdemo＞のようなモを含む

まず，全体を，ケレドモ類（水色），ドモ類（緑色），

語形との関連も考慮して記号を与えてある（〈battamo＞

パッテ類（赤色），その他（紺色）に分けた。ケレドモ類

には凡例末尾の〈mo＞と関連する記号を与えた）。なお，

とドモ類は共通の形態素ドモを有しているので，記号の

東北北部では＜bate＞とくtate＞の分布が隣接しているこ

色を同系色にした。

とが注目され，その意味では，記号をもう少し似せても

水色を与えたケレドモ類のうち，末尾がmoの語形に

良かったかもしれない。パッテが「ばとて」，タッチが「た

は三角形を，末尾がdoおよびtoの語形，およびその変

とて」に由来するとすれば，両者は通時的にも関係があ

化形には円形または涙滴形の記号を与えた。また，末尾

ることになる。

紺を与えた類については，バン類，ガ類，デモ・テモ

のmoの有無以外は形が共通の語形は記号の向きやぬり

つぶし方を共通にした。たとえば，〈keredomo＞と

類，シが類，スーヌ類などを一類と認めて，．それぞれの

くkeredo＞，〈geNdomo＞とくgeNdo＞との関係などがそれ

類に共通の記号を与えた。

である。そして，〈geNdomo＞〈geNdoN＞＜geNzjomo＞
〈geNtomo＞〈geNdo＞〈geNto＞などのように，

39．だけど（行かなければならない）

geではじ

まる語形は，べた記号また半ぬき記号とし，〈keNtomo＞
〈geNtomo＞〈gettomo＞〈keNto＞〈geNto＞＜getto＞など一to

〔項目の性格〕

（一）の語形には大記号を与えた。その際に＜keNdomo＞

直前の文を受け，その内容から予想されることと反対

とくkeNtomo＞，〈geNdomo＞とくgeNtomo＞，〈keddo＞

のことを述べるときに用いる接続詞「だけど」にあたる各

とくketto＞のような一d一と一t一の部分のみが異なる語形は記

地の形式を調査し，そのうちの「けど」にあたる部分の

号の形を共通にしてある。

分布を，関連する接続助詞の分布と比較しようとした項

＜kere＞以下はケレドモ類の中でも形態が他と離れて

目である。関連項目として，38．「寒いけれども（がまん

いるので1行あけて示した。このうち，〈keedomoga＞以

しよう）」，40．「植えたのに（枯れてしまった）」がある

下の〜ga，〜ηaの語形には，紺色を与えた〈ga＞〈oa＞

が，本図はそのうちの38図との関連が大きく，両国の分

との関連により正方形を与え，前部分の形態により水色

布も互いに似かよっている。

この項目は，「今日は寒いなあ。だけど，どうしても行

の類の語形との関連をある程度考慮して記号を与えた。

たとえば，〈keedomoga＞はくkeredomo＞やくkeedomo＞

かなければならない」という共通語文を提示して「だけ

と記号の向きを関連させ，＜keNdoga＞はくkeNdo＞と記

ど」の部分の方言訳を話者に求め，その部分を報告して

号の向きをそろえた。また，〈keNga＞〈keega＞＜keeOa＞

もらい，その中の「けど」にあたる部分を地図化したも

には，〈keN＞〈kee＞との関連を考慮して記号を与えた。

のである。接続助詞とは形態的に無関係の「シカシ」は，

緑色を与えたドモ類については，〜moの語形に曲玉

その全体を見出しとした。

形，〈doN＞〈roN＞のような〜Nおよび〈doNkara＞に二

本図の分布は38図とかなり並行的ではあるが，

本脚付き涙滴形，zjONを含む形にいちょう形を与えた。

〈一demo＞が本図にはかなり多く見られること（ハイフン

＜doNga＞とくOajaredo＞には紺色の類の〈ga＞＜ηa＞と

は，その部分に「だ」にあたる形式や，「それ（だ）」に

の関連を考慮して正方形を与えたが，このうち，〈uajar−

あたる形式が付いていることをあらわす。〈一demo＞の内

edo＞のoaは，先に述べたように準体助詞の「の」にあ

容には「資料一覧」に見られるように，ソレデモ，ソン

たる形式と考えられ，これには正方形以外の記号を与え

デモ，ンデモなどの形が多い。したがって〈・demo＞が「寒

るべきであったかもしれない。

いけれども」の図に少いのは当然と言える），本図では

赤色を与えたパッテ類につい．ては，〈batte＞およびそれ

に近い形式にY形記号を，〈batate＞には紺色の〈tate＞
と同形の記号を，〈baccika＞以下のka，

kja，

くkeredo＞〈keNdo＞＜batteN＞のように「だ」にあたる形

式を付けずに，38図における接続助詞をそのまま接続詞

gaを含む

語形には正方形または長方形を与えた。〈batteN＞と

として用いる地点が多い（その種の語形には原則として
大記号を与えてある）ことなどが38図と異なっている。

くbatteNga＞はともにbatteNを含むので記号の形も似せ

なお，接続助詞をそのまま接続詞として用いるかどう

てある。また，バッテンはパッテ＋モである可能性も考

かは語類によって，あるいは地域によって異なり，たと
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えば，ケレドモ類（水色）やパッテ類（赤色）にはその

モ（2720．25，6642．32），ドシテン（8322．68），ナンボス

傾向が強いが，ドモ類（緑色）やガ類（紺色の正方形）

テモ（4704．45），ショーネーカ．（6630．18），チャーシン

には例が少い。また，パッテ類は，九州各地では＜batte＞

（1251．04）などがあった（チャーシンも「どうしても」

〈batteN＞などの形が見られるが，東北地方ではく一bate＞

にあたる形式と考えられる）。詳しい内容は「資料一覧」

など（内容はスタバテ，ヘタバテなど。「資料一覧」参

を参照されたい。

この項目も，38図と同様に回答された形式をどこで切

照），「だ」にあたる部分の付いた形のみである。

本図では「だけど」の「だ」にあたる部分は地図化し

って地図化すべきか，すなわち，どこを「だ」の部分，

なかったが，これは，34図「だから」と現れる語形の種

「けど」の部分と認めるべきかが問題となった地点がいく

類も，その分布も似かよっている。

つかあった。

まず，4609．27ではndandomo，

〔語形の処理〕

ndadomo，

sondemoの

3併用であった。これらは，それぞれ，nda＋ndomo，

ダケンドナー（6700．04）やソージャケドナー（7501．

nda十domo，

69）のような間投助詞の付いているとみられる形式は，

son十demoと切り，＜Ndomo＞〈domo＞

その部分を無視し，それぞれ，〈一keNdo＞＜一kedo＞の見出

＜demo＞の見出しとした。意味的には一応この切り方で

しの下に分類した。ンダケンドネ（5701．85），ダガノン

良いと思われるものの，sondemoの一n一にはdemoの直前

（6549．51），デモネヤーとジャガネヤー（6593．98）の「ネ」

の鼻音化のnを含んでいる「融合形」である可能性もあ

「ノン」「ネヤー」も，これらを問投助詞と認めて同種の

るし，ndandomoの語中の一n一も，これをdomoの前の鼻

処理を行った。上記のうち，「ノン」と「ネヤ」について

音化のみと断定して良いものか，問題がないわけではな

は，これを「問投助詞」もしくは「文末詞」とする調査

い（これについては，38図で，5631．78のサビーダレドモ

者の注があった（「資料一覧」参照）。

をサビーダレ＋ドモと切ったことが思い起こされる。こ

この項目では，接続助詞「だけど」にあたる形式では

のダレとdandomoのdanとの関係を，地域は離れてい

なく，前の文を反復して次の文に続ける「今日は寒いな

るが検討してみるべきかもしれない）。さらに，3688．82

あ。寒いけれど行かなければならない」の「寒いけれど」

はndandomoとsondemoの併用，4609．53はndandomo

にあたると思われる形式を回答した地点が多数あった。

であったが，これらも4609．27と統一的な切りかたをし

これらは，この項目の主旨に合わない回答とみなして不

た。

採用とし，他に適切な回答の無い場合は，その地点を「無

入丈島の7659．62ではダレドーモとソガンダレドーの

回答」とした。たとえば次のようなケースがそれである。

併用であった。これらについては，38図「寒いけれども」

サムイケンド・サムイケンドモ・サムイゲンドモ（以

において，この地点の語形をコゴイレ＋ドーと切ったこ

上，0894．41），サムエバッテ（2775．21），サムエドモ

と，隣接する7659．31の地点．をコゲーレ＋ドーと切ったこ

（3746．76），サビーダレドモ（5631．78），〜ダゲド（5649．

と（38図の解説参照）に合わせて，ダレ＋ドーモ，ソガ

75），

ンダレ＋ドーと切り，見出しを〈一doomo＞〈一doo＞とし

tε；〕fdabatte

（3702．37）

…

…。

上記のうち，5649．75のものには「接続助詞としてしか

た。

言わない」との注があった。3702．37は「大儀だけれど」

5548．55ではダケドとダレ1ドの併用であった。これは

の意であろう。そのほか，4772．12はホンジャッテ，デ

ダ＋ケド，ダ＋レドと切ることも考えられたが，八丈島

モ，ゲンチョモの3併用であったが，このうちゲンチョ

でダレドーモをダレ＋ドーモと切ったことに合わせて，

モについては「この前で文が切れるときには使わない」

ダレドをダレ＋ドと切り，見出しを〈一do＞とした（ダケ

との注があった。これはサムイゲンチョモのように接続

ドはダ十ケドと切った）。

助詞としてしか用いないの意であると解釈して，このゲ

上記に隣接する5527．81はホヤケドとホヤレドの併用

ンチョモを不採用にした。この種の注により不採用とし

であった。これも，ホヤ＋ケド，ホヤ＋レドと切ること

た形式はほかにもあった。

を検討したが，5548．55と統一的な処理として，ホヤレド

また，4637．20の回答はシカタネーガとダドモであった

の方はホヤレ＋ドと切り，〈一do＞の見出しに含めた。同様

が，前者はこの項目の主旨からずれた回答として不採用

の考え方により，5516．19のソヤレドはソヤレ＋ドと切

にした。そのほか「無回答」としたものには，ドーシテ

り，5547．42のソージャレドはソージャレ十ドと切った。
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さらに，5463．73のダケドとダエドについて，ダ＋ケ

たものの内容は，ソンダタテ（2743．86），スタタテ（2765．

ド，ダ＋エドと切ることも検討されたが，これも上記の

13），ヘタタテ（2773．12），スタテなどであるが，このス

処理に準じてダエドをダエ＋ドと切り，隣接する5462．29

タテも，スタ＋テと切ることも考えられる。また，ンダ

のダエドもダエ＋ドと切った。その結果，5462．29と5463．

ッテ（3791．41）やホンジャッテ（4772．12）のような促

73の地点で38図と本図との間の切り方に不統一が生じた

音を含む形式は見出しを〈・te＞としたが，これらはく一tate＞

ことは，38図の解説で述べたとおりである。

やく・tatte＞との関係を考慮して，見出しを〈一tte＞にす

これについては，上記2地点における38図の語形の切

るのも一案である。

り方を本図に合わせるべきであったと一応考えているが，

そのほか，注意すべき形式や注記について述べると，

逆に本図の方を38図に合わせ，ダエド（5462．29と5463．

まず，6591．47はso：dekedoとあり，「deは誤記ではない」

73）をダ＋エドと切り（これはケド〉エドの変化を想定

という調査者の注があった。このdeの性格は良く分ら

することにもなる），ソヤレド（5516．19）をソヤ＋レド

ないが，これはソーデ＋ケドと切り，〈一kedo＞の見出し

（これはケレド〉レドの変化を想定することになろう

に含めた。

5566．95はサンジャケットが回答され，「あやまりでは

か），ホヤレド（5527．81）をホヤ＋レド，ソージャレド
（5547．42）をソージャ＋レド，ダレド（5548．55）をダ＋レ

ない。シャンジャケットとも言う」との調査者の注があ

ドと切ることも検討すべきである。これら，ダエド，ソ

った。これはサンジャ＋ケットと切り，見出しを＜・ketto＞

ヤレド，ホヤレド，ソージャレド，ダレドの性格につい

とした。

5609．54はダゲドとゲンジョモの併用であり，前者には

ては，なお今後の検討課題としたい。

そのほか，切り方の問題になった形式として，4638．01

「今，若い人が言う」，後者には「めったに言わない。老

のソーダモ（ダドモとの併用）があった。これは，ソー

人が言う」との注があった。この注を，前者は話者自身

ダ＋モと切ることも検討されたが，ソードモ〉ソーダモ

は不使用，後者は（老人である）話者自身もまれに用い

の変化を想定して，ソー＋ダモと切り，この〈一damo＞を

ると解釈して，ダゲドを不採用，ゲンジョモを補助記号

緑色の類に含めた。しかし，なお検討の余地はある。

なしの採用とした。

〔語形の分類と記号の与え方〕

7361．72のソゲンナンジョンはソゲンナン＋ジョンと

本図は38図と記号を原則として統一してあるので，こ

切り，7259．54のソイジョンガーはソイ十ジョンガーと切
って，前者をく一zjON＞の見出しに含め，後者の見出しを

こでは，相違する点についてのみ述べる。

先に述べたように，本図では「だ」にあたる部分の有

く一zjONgaa＞とした。前者のナンはナレの変化（ナンジョ

ンはナレドモの変化），後者のソイはソレの変化であろう

る語形と無い語形とが対称的に存在する。たとえば，

か。

〈keredomo＞とく・keredomo＞（ダケレドモなど）のよう

6603．52のソードーカ。はソードー＋カ。と切り，〈・oa＞

に。この場合，「けれども」にあたる部分が同一の語形に

の見出しに含めた。このソードーは，「そうだ」にあたる

は同じ形の記号を与え，両者を記号の大小で区別した。

形と思われる。分布から見ても，ドーはドモの類（緑色）

ただし，38図で大符号を用いた記号などについて，一部

と関係が薄いと判断した。6623。54のソレダンはソレダ十

大小以外の方法で両者を区別したケースもある。たとえ

ンと切り，＜一N＞の見出しに含めた。このンはがの変化で

ば，〈geNtomo＞とく一geNtomo＞，〈kedo＞とく・kedo＞の

あろう。

ように。

水色を与えたケレドモ類は，＜一gedomo＞＜一kedoN＞

7305．22のヘタッテはへ十タッチと切り，〈一tatte＞に含

めた。この語形については，「ソレタッテの変化。『それ

〈一geNnjo＞〈一ginjaa＞〈一keeN＞などを除いて，大部分の語

でも』に相当」という調査者の注があった。この地点の

形が38図と共通である。〈一gedomo＞にはく・kedomo＞と

周囲に〈一tatte＞の語形は見られないが，40図「植えたの

関連する記号（gではじまる語形に与えたべた記号）を，

に」を見ると，九州に広くくte＞（内容はウエタテ，ウエ

〈一kedoN＞には38図の〈keNdoN＞と似た記号を与えた。

タッテなど）が見られるから，これと関係があろう。と

なお，本図の〈keNdON＞は38図のものと記号の形を少し

すれば，このヘタッテをヘタッ＋テと切り，見出しを

変えた。また，＜・geNnjo＞はく一geNzjo＞と，＜一keeN＞は

〈一te＞にすることも考えられようか。なお，＜一tate＞とし

く一keN＞と記号の形を関連させた。
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緑色を与えたドモ類のうち，〈一NdONmo＞〈一damo＞

〔語形の処理〕

〈一doNka＞〈一zjoNgaa＞〈・doomo＞は38図に見られない。

ウエテシマッタノニ，ウエタッチャケド，ウエタッタ

このうち，〈一zjONgaa＞にはくga＞との関係を示すものと

ケンド，ウエタッタガ，ウエテアッタノニ，ウエチョツ

して正方形を与えたが，分布の上からは38図の〈zjON−

ドニ，ウエトルトイのような形式は，ウエタノニ，ウエ

kaa＞との関係も考慮すべきである。

タケド，ウエタガなどと区別せず，それぞれ下線の部分

赤の類のうち，〈一batate＞とく一ba＞は38図に見られな
い。〈一batate＞には紺色の類の〈一tate＞，と同形の記号を与

のみを見出しとした。また，ウエタンダケド，ウエタン
ヤケド，ウエタンニャケド，ウエタンダゲットモ，ウエ

えた。〈一ba＞はく一bat＞とほとんど同じ語形であることは

ダンダエットモ，ウェータンダドモのようなケースも，

38図との比較の上からも明らかである。

同様に下線部分のみを見出しとした。ウエタンダノニ，

紺色（その他）類には38図に無い見出し語形がかなり

ウエタンジャニ，ウエタンジャネのような形式は助詞へ

ある。そのうち，〈N＞には，分布の上から〈一〇a＞と関連

の接続に特色が認められるが，これらもとくに助詞の前

する記号を与えた。また，沖縄の〈・ci＞には近くに見ら

部分を分出せず，下線部分のみを見出しとした。これら

れる＜一te＞と，〈一higa＞には，〈一siga＞と，〈sjugadu＞や

に準じて，ウエダダニ（5617．85・6559．55）ウエタダガ

く一sukatu＞には38図の〈rugadu＞と関連する記号をそれ

（6339．06＞，ウエタダカ．（6630．78）も下線部分を見出し

ぞれ与えた。

とした。一方，この処理に合わせれば，ウエダダッテ
（3791．41）はくte＞に含めるべきかもしれないが，これは

40．植えたのに（枯れてしまった）

秋田県北部に分布する〈batte＞との関係を考慮して，ウ
エダ＋ダッチと切り，見出しを〈datte＞とした。
一方，uetaNniのような形式はどの部分を「のに」にあ

〔項目の性格〕

逆接の確定条件をあらわす共通語の「のに」にあたる

たる助詞とするかの判断が困難であるため，＜（uetaN−

形式を，期待に反して望ましくない結果になったことに

ni）〉のように全体を括弧に入れて見出しとした。これは

対する落胆の気持をこめて用いる文脈で調査した項目で

nniをnoniの変化としてueta＋nniと切るべきか，

ある。関連項目として，38．「寒いけれども（がまんしよ

uetanをuetearu，

uetaruなどの変化とみなして

う）」，39．「だけど（行かなければならない）」があるが，

uetan＋niと切るべきか，判定が困難であったからであ

本図の分布は38・39図のものとかなり異なっている。す

る。なお，〈（UETANne）〉のように大文字を用いたもの

なわち，38・39図で中央日本に広く分布していたケレド

は，uetanne（4637．20）とuitanne（5611．95）のよう

モ類（水色）の分布が本図では弱まり，かわりにノニ類

な，「植えた」の部分の語形変種をまとめたことをあらわ

（茶色）が広がっている。また，出雲地方に勢力をもって

す。Uedandomo，Weda〜domoなどは同じ考え方により見

いるドモ類（緑色）が本図では消えている。新潟県など

出しを〈（UETANdomo）〉とし，

のドモ類の勢力も本図ではかなり弱まっている。中部地

domoなどはく（UETANdomo＞とした。
uetannoniの形式は，

方や中国地方におけるガ類（紺色の正方形）の勢力も本
図の方が小さい。

一方，東北北部や九州（福岡・大分付近を除く）では

we：tandomo，

wedan−

uetan＋noniと切って良いよう

に思われるが，uetanniとの関連（分布上の関連など）を
見るために，これもく（uetaNnoni）〉のように，全体を括

38・39・40図の分布はかなり並行的である。すなわち，

弧に入れて示した（実際に〈（uetaNni）〉とく（uetaNnoni）〉

これらの項目をめぐって各地に体系的な地域差が認めら

とは分布上の関連も認められる）。uetonnoni（6458．39・

れる。

6488．48）も，同様の理由により，見出しをく（uetoNnoni）〉

この項目は，「木を植えたのに枯れてしまった」という
共通語文の方言訳を話者に求め，その中の「植えたのに」

とした（なお，6458．39のものには，「植えとるのにの意
か」という調査者の注があった）。

ueta：niについても，

の部分を報告してもらい，「のに」の部分を地図化したも

uetanniとの関連により

のである。ただし，「植えた」の部分と「のに」の部分を

く（uetaani）〉の見出しとした。しかし，

分離することが困難な語形については，〈（uetaNni）〉の

kendo，

ように全体を括弧に入れて示した。

を切り離して，それぞれ，〈noni＞＜keNdo＞＜dolno＞の見
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ueto：kendo，

ueta：noni，

ueta二

we：da：domoのようなケースは前後

出しに含めた。uetanOa（6641．25）はウエタ＋ノカ。の変

見られ，静岡のものを含めて，＜keNdo＞との関係に注目

化の可能性もあるので全体を見出しとした。

すべきである。

ujetaidomo（8331．60），

we：dε：domo（3725．49）など

ドモ類（緑色）では，〈（UETANdomo）〉〈（UETAN

は後部分を切り離して〈domo＞の見出しに含めた。？wf：

domo）〉〈jattadomo＞〈najaredomo＞＜naNdomo＞〈naNdo＞

taiga（0276．51）はくga＞に含めた。

〈naidoo＞が本図にのみ見られる見出し語形である。このう

uetaidoN（7340．

42），oetaidoN（7249．35）なども＜doN＞に含めた。
uetaN30N，

ち，〈jattadomo＞（3741．06）には紺色を与えたくazu＞や

ueta330Nなどは見出しを＜zjoN＞とした。

くzu＞と同じ形の記号を与えた。〈Uajaredomo＞（5527．

ウエタレド（5537．77・5548．55・5558．19），イウェタ

89。内容はウエタカ．ヤレドモ）には，38図で同じ富山県

レド（5547．42），ウエタエド（8321．58）の切り方も問題

の5539．15（魚津市）に見られる〈Oajaredo＞に類似する

であるが，これらは39日目だけど」で，5548．55のダレド

記号を与えた。これは一〇a一の部分に着目して正方形を与

をダレ＋ド，546229と5463．73のダエドをダエ＋ドと切

えてあるが，同時に，付近に分布するくoani＞（紺色）や

ったことに合わせて，これらのドを切り離し，＜do＞の見

くdo＞（緑色）とも形態的に関連する語形であることに留

出しに含めた（38図・39図の解説参照）。

意すべきである。〈naNdomo＞〈naNdo＞〈naidoo＞は山形

なお，凡例の末尾に掲げた〈（uetareba）〉以下の語形

県，富山県，熊本県の3カ所にそれぞれ離れて分布する。

は共通語の「植えたら」にあたる語形と考えられ，厳密

これらは形態上の類似から，共通する記号（ばち形）を

にはこの項目の主旨からずれた回答とも言えるが，ずれ

与えた。これらの語形の由来は不明であるが，あるいは

の程度が微妙であり，かつ，＜kja＞やくkjaa＞などには

ナレド（モ）と関係があるかもしれない。

茶色を与えたノニ類は本図にのみ現われる。これを大

地域性も認められるので採用しておいた。
3710．70の回答はウエタアズであり，「ヤツという意味

きく二つのグループに分け，〈noni＞からくhoe＞までの

か。学校へ行ったのに休みだったは，イッタアズという」

ノニ類に線記号を，〈ni＞以下の二類に小刀形またはリボ

との話者の発言が注として付いていた。これも，2793．04

ン形を基調とする記号を与えた。また，〈noni＞からくnani＞

の〈zu＞（内容はウエダズ）や，7229．75の＜tokorjee＞（内

までのn一の語形には直線的記号を，〈toni＞からくdoni＞

容はウエタトコリェー。これは「ウエタトコロニ」の変

までのt一，d一の語形には丸音叉形記号を，〈soni＞以下

化であろうか）とともに，「植えたら」に近い意味の形式

のs一，またはそれを含む融合形には角音叉形記号，h・に

である可能性がある。

はY形記号を与えた。
＜ni＞以下については，〈ni＞およびその変化形に小刀

5613．28はウエタノニとウエタガニの併用であり，後者
には「古。今は使わぬ」という話者の注が付いていた。

形を，〈zjuuni＞からくdeni＞までの「〜というのに」に

しかし，この注は昔は話者自身も使ったの意と解釈して，

由来すると考えられる語形にリボン形を（これについて

これを補助記号なしで採用した。7339．76のウエタガニも

は，32図「田中という人」を参照されたい），石川県の

「年よりのことば」とあったが，これも年よりである話者

〈Oajani＞には緑色の類の〈Oajaredomo＞と同じ形の記号

自身も使うと解釈して補助記号を付けなかった。

を与えた。

赤色を与えたパッテ類は，38図・39図に見られる語形

〔語形の分類と記号の与え方〕

本図は38図・39図と記号を統一してあるので，ここで

ばかりである。

次に紺色のその早月のうち主なものについて記す。

は本図にだけ見られる見出しを中心に述べる。
ケレドモ類（水色）では，〈ettomo＞〈keni＞〈keOa＞

〈oana＞からくnaratta＞までは一類と認めて共通の記

がは本図にのみ現われる。＜ettomo＞には近くに分布する

号（鉾形）を与えた。なお，これは山形県ほかに見られ

〈gettomo＞に類似する記号を与えた。また，〈keni＞（6642．

る〈naNdomo＞（緑色）との関連も考慮して記号を与え

32）には付近（6623．54）に見られる〈keN＞と，〈keOa＞

た。〈Oani＞からくcjugaNga＞までは本図にのみ現れる語

（6642．32）には隣接する〈keeoa＞と類似する記号を与え

形である。これらには，茶色の二類（小刀形）や紺色の

た。なお，〈keni＞は茶色の〈ni＞とも関連する語形と考

ガ類（正方形）と形態的に類似する記号を与えた。ただ

えられるから，両者の記号をもう少し近付けるべきであ

し，ガニのガは準体助詞の「の」にあたる形式であり，

ったかもしれない。〈keN＞は，本図や39図で大分県にも

その点で〈noni＞の類と関連する面があるので，長方形
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の両側に線を付けることによって〈noni＞との関連を表

れるが，これらの内容および分布地点は「資料一覧」で

現した。〈gani＞〈uane＞のような0一の語形の記号を斜め

見ることができる。
〔語形の処理〕

に傾けた点は，〈ga＞に対する〈oa＞の場合と並行させて

まず，意味上問題となった回答について述べる。

ある。

〈（uetareba）〉からく（uedaNba）〉までの一baの語形に

4658．69では，クイクイのほかにクッテバリが報告され

は，赤色の〈bat＞やくba＞と共通の記号を与えた。

た。このクッテバリは「食ってだけ」にあたる語形と考

〈（viitaradu）〉からく（Nbiukeetadu）〉までは仮定表現と

えられ，質問文の意図に合う回答であるかどうかかなり

いう点で〈（uetareba）〉と共通する面があると判断し，

疑わしいので不採用とした。
5588．78のクッテ，5516．19のタベテは「食いながら」

記号の形も多少関連させた。

にあたる語形かどうかやや疑わしいが，とくにこれを排

＜ke＞以下の語形は一類と考えて記号を与えた。

除すべき理由も見当らないので採用しておいた（しかし，
この形で同時進行をあらわすことは共通語でもありそう

41．食いながら（歩くな）

である）。4710．55のクッテデは「食っていて」にあたる
〔項目の性格〕

語形であり，これらのクッテ（アルクナ）もクッテデ（ア

二つの動作が同時に進行することをあらわす共通語の

ルクナ）も，「食いつつある状態で（歩くな）」の意であ

「ながら」にあたる形式について見ようとした項目であ

ろう。その点でクッタママ（アルクナ）3750．64，3791．

る。関連項目として，42「買物がてら（見物する）」，43「帰

09と通ずるところがある。

りがけに（買物をした〉」があり，これらの3図に共通に

7392．76では①クータラナンタラシテイクナ，②クーテ

あらわれる語形も多い。しかし，これらの図の分布模様

イカンデモの二つが報告され，いずれも調査者の「？」

はたがいにかなり異なっている。また，3図の中で本図

のマークが付いていた。このうち①の方は「食いながら

の分布模様がもっとも整然としている（すなわち，各語

歩くな」に意味的にほぼ対応する表現ではあるものの，

形の分布領域が明確である）が，これは，一つには本項

クータラナンタラシテが「食いながら」に直接対応する

目の質問内容が各地の方言形の文法的意味用法の中心的

形式ではないので，これは「その他」として地図に示し

部分に位置するために隣接用法の語形の「しみ出し」が

た。なお，「無回答」の内容は，カードに「無回答」と記

少なかったこと，さらに，「買物がてら」や「帰りがけに」

されていたものである。

とは異なり，共通語「食べながら」の意味が各地の方言

次に注目すべき注記について記す。

話者に良く理解されたことなどが，その要因ではないか

中国地方ではクイクイ類（榿色）とナガラ類（水色）

との併用の地点が多いが，その中で，クイクイ類の語形

と思われる。

この項目は，「食べながら歩くな」という共通語文を提

を「子どもに対して言う」と答えた話者が相当数見られ

示して，その全体の方言訳を話者に求め，「食いながら」

た（「資料一覧」参照）。これは，動詞の反復によって同

の部分を報告してもらい，その中の「ながら」にあたる

時進行をあらわす表現は衰退しつつあり，「食べながら歩

部分を地図化したものである。ただし，クイクイ（アル

くな」のような（子どもに対して使うことの多い）慣用

クナ），タベルタベル（アルクナ）のような助詞を用いず

表現にしか使わない（たとえば「話しながら歩く」とい

動詞形の反復によって同時進行を示す表現や，クッテ（ア

うときに，ハナシハナシ〜とは言いにくい）ということ

ルクナ）のような動詞＋テの形は，動詞部分を含む全体

を，あるいは意味するのかもしれない。

なお，北海道に1地点見られる〈motte＞には「四国弁」

を括弧に入れて示した。また，クッタママ（アルクナ）

のような動詞に直接助詞が続いていない形についても同

との調査者の注があった。四国からの移住者がもたらし

じ示し方をした。

たという意味であろう（話者の両親は愛媛県宇摩郡の出

なお，見出しに示さなかった動詞部分については，ク
イ，タベのほか，kwi：，

身である）。

〔語形の分類と記号の与え方〕

kwe：，キー，キ，クー，ク，

最初に述べたように，本図，42図，43図には共通に現

ケ，クン，タモイ，カミ，カマ，ファイ，ファウ，フォ

ー，ホーバーなどの形式が各地に地域性を示しつつ見ら

れる語形が多いので，それらの語形については原則的に
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記号の統一をはかった。しかし，それぞれの語形の分布

または一部が付近に分布する他のガテラ類と関係がある

領域の広狭が図によってかなり異なるので，これら3図

と判断した。たとえば〈ciinja＞1231．72は隣接地点の

の間の記号の色と形の統一は，赤色を与えたガテラ類（と

〈gacina＞など，〈dunaa＞2074．69は，報告された全体は

紺を与えた語形の一部）のみとし，そのほかの類につい

［Φaiduna：］であるが，その［na：1の部分が隣接地点の

ては記号の形のみを合わせた。たとえば，本図で茶色を

〈taanaa＞と関係があると認めて赤の類に含めた。

与えたモッテ類は42図では紺色とし，本図の《motte＞と

榿色を与えた動詞の反復形の類には基本的には長方形

42図のくsimotte＞には同じ形の記号（紡錘形）を与え

を与えた。ただし＜（kuikuina）＞7373．31には，クイクイ

た。なお，本図で緑色を与えたシナニ類は，本図と43図

とクイナガラ（とくにkuinagaaなど）との混交形（の変

との間では記号の色と形の両方を統一し，本図と42図と

化）である可能性を考慮して記号を与えたが，この点に

の間では記号の形のみを合わせた。

ついては検証が必要である。なお，榿色の類のうち，「ク

本図では，まず全体を大きく，ナガラ類（水色），モッ

ウ」の類は線なし長方形，「タベル」の類は線付き長方形

テ類（茶色），シナニ類（緑色），ガテラ類（赤色），動詞

とした。また，〈（kuukuu）〉やく（taberutaberu）〉のよ

の反復形の類（榿色），および，その他の類（紺色）に分

うに終止形の反復形と考えられる語形にはべた記号を与

けた。

えた。

次に紺を与えた「その生類」について。

ナガラ類には線記号を与えた。そのうち，最も広く分
布する〈nagara＞とくnaOara＞には比較的単純な記号を

まず，〈katade＞からくkatakeni＞までを一類と認めて

与えた。また，＜nagaru＞とくnagar＞は一類と認めて，

記号を配列した。このうち，〈katade＞からくkataze＞ま

これらを鍬形線記号とした。また，〈nagaa＞〈naga＞は

での一de，一zeの語形にY形またはそれに類似する記号を，

くnagara＞と，〈naOaa＞はくnaOara＞との関係を考慮し

〈katazi＞からくkatasu＞までの・zi，一si，一suの語形にT

て記号を与えた。山梨県の奈良田6603．52に見られる

形記号を与えた。また，〈kadaN＞8362．31は隣接する

＜naoira＞は語形がやや特異であるが，形態および分布か

〈kadade＞8361．42の変化と考えて記号を与えた。なお，

らナガラ類の変種と認めて水色の類に含めた。

8361．42（鹿児島県枕崎市）も8362．31（同県頴娃町）も

茶色を与えたモッテ類は大部分が〈motte＞であり，語

語中のtの有声化する地域である。また8361．42の回答形

形変種がきわめて少ない。このうち〈mawatte＞はモッ

全体は〔pukadade〕であり，

テと語形がかなり離れており，その他類（紺色）に含め

られる（「資料一覧」参照）。〈kattosju＞からくkatakeni＞

kuの唇音化したpuが認め

ることも考えられたが，分布からみて，モッテの語源俗

まではかタデ，カタジの類と別類にすべき形態ではある

解によって生まれた可能性もあると考えて茶色の類に含

が，このうち〈kattosju＞とくkacugo＞は分布から見て
もカタデ，カタジの類となんらかの関係があると考えて

めた。

緑色を与えたシナニ類は43図に多数見られる語形であ

凡例上の位置を決めた。また，愛知県の2地点に見られ
る〈katakeni＞はカタデ，カタジの類とは発生的に無関

り，記号の与え方の原理はそちらの解説で述べる。

赤を与えたガテラ類は，岐阜・愛知付近のガテラ，ガ

係であろうが，kata・の部分が共通なので，見出しをこの
位置とした。

ツラ類と，琉球各地に分布するガチナ，ガチ，ガンナ，

タナーなどの類に大別される。本図では両者の分布領域

42．買物がてら（見物する）

が隔絶しているが，42図を見ると両者が連続しているこ
とが分かる。＜gatera＞からくηaccura＞までの語形につ
いては，g一の語形をぬき記号，
た。また，gaci一，

〔項目の性格〕

u・の語形をべた記号とし

「〜のついでに」の意を表す共通語の「がてら」にあ

gacja一およびそれの変化と考えられる

語形に爪形記号を，gaN一にいちょう形のぬき大記号を与

たる形式について見ようとした項目である。関連項目と

え，〈gatana＞〈gata＞もくgaNna＞との語形の類似を考

して，41「食いながら（歩くな）」，43「帰りがけに（買

慮して記号を与えた。さらにta・の語形は〈gaNna＞

物をした）」があるが，この項目は，その中の43図と意味

〈gatana＞との関係を考慮して，べたのいちょう形とし

的に関係が深い。しかし，42図と43図とは，現れる語形

た。＜ciinja＞以下はさらに語形が離れるが，語形の全部

は一部共通であるものの，その分布は著しく相違してい
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〔語形の処理〕

る。これは，42図が名詞接続，43図が動詞接続であるこ

この項目では，カイモノガテラ，カイモノツイデニ，

と，前者が「〜がてら」を提示し，後者が「〜がけに」

を提示したということのほかにも，分布差をもたらす何

カイモノカタデのように，「買物」にあたる名詞に「がて

らかの要因が存在することを思わせる。「〜がてら」が二

ら」に対応する形式が直接続く形式のほかに，「買物しな

つの行為の心理的優先順位（あることをするに際し，そ

がら」「買物をしながら」「買物のついでに」「買物したつ

れをよい機会に他のこともする）を表し，必ずしも時間

いでに」「買物に行ったついでに」「（品物を）買いながら」

的先後関係を意味しないのに対し，「〜がけに」はある行

などにあたる形式が多数回答された。これらはすべて分

為の進行中に他の行為も行うという時間的関係が主であ

出した形で地図に載せることにした。
見出し語形のうち，〈gatera＞〈sigatera＞〈cuideni＞〈no

るという意味上の相違点も指摘されよう。

また，本図には各種の語形が錯綜分布しており，岐阜

cuideni＞

〈ni

県などにくgatera＞が，沖縄県にガテラ類が集中してい

〈sinaganra＞〈o

るほかは，特定の語形の占有領域がほとんど見られない

〈sikatade＞

＜no

ittacuideni＞

〈sitacuideni＞

sinagara＞〈sisina＞＜ni
sikatade＞

＜no

biNni＞

〈nagara＞

egisina＞〈katade＞
〈to

issjoni＞

〈sa

ことも特徴の一つである。質問の主旨に合致する意味・

egutozju＞等には，すべて，その直前に「買物」にあたる

用法をもつ語形が全国的に存在しがたいこと，あるいは，

名詞が付いていることを意味する。このように，「がてら」

共通語の「〜がてら」の意味が各地の話者に理解されに．

に対応する部分を細かく分出したことにより，たとえば，

くか・つたことなどのため，結果的に「〜がてら」の周辺

ガテラ類については，〜ガテラのほかに〜シガテラの形

に位置する，さまざまの意味・用法をもつ語形が出現し

はあるが，〜オシガテラのような助詞「を」を介する形

たものかもしれない。そうは言っても，基本的には，西

は認められず，一方，ナガラ類については，〜ナガラ，

日本を中心に赤色のガテラ類が分布し，東北地方を中心

〜シナガラ，〜オシナガラの諸形式が認められ，さらに，

に水色を与えたシナガラ類があって，そこに，茶色のツ

モッテ類やシナ類については，〜シモッテ，〜シシナの

イデニ類を初めとする各種の語形が「しみ出した」と見

ようにすべて動詞接続であり，しかも「を」を介する〜オ

ることもできる。

シモッテ，〜オシシナのような形式は見られなかったこ

なお，41図の解説でも述べたように，41図，42図，43
図に共通に現れる語形には，なるべく共通の記号を与え

となど，接続に関する特色を凡例および地図の分布から
考察することができる。

るべく配慮はしたものの，3者の分布が互いに著しく相

以上は「買物」にあたる形式を含んでいる回答例であ

違しているため，同類の語形に異なる色を与えたケース

るが，「買物」部分のない「（品物を）買いながら」にあ

がかなりあり，各図の分布を比較する際には，この点に

たる形式も，かなりの地点で回答された。これらは，以

注意してほしい。たとえば，41図で茶色を与えたモッテ

下に示す例のように，動詞部分を含む全体を括弧に入れ

類と，41図・43図で緑色を与えたシナニ類に対して，本

て見出しとした（以下，矢印の左側は回答形式，矢印の

図では紺色を与えてある（ただし，記号の形には共通性

右側はその形式の凡例における見出し表示である）。

をもたせた）。

4639．69

この項目は，「買物がてら見物する」という共通語文を

4753．76

提示し，「買物がてら」の部分の方言訳を話者に求めて，

［kafnaUara］

→

［kaunaOara］

〈（kainaτ｝ara）＞

→

〈（kaunaOara）＞

2765．13［monokanaOara］→〈（kanaUara）＞

その回答を報告してもらい，その中の「がてら」にあた

0228．96

［xaigat∫

る部分を地図化したものである。「買物」の部分について

215121

［ko：gatsunaN］

は，カイモノおよびその変種（kε：mono，カイモン，

2095．60［sinamunukentlana］→〈（keNcjana）＞

kお：

ana］

→

→

〈（haigacjana）＞

〈（koogacunaN）＞

mON，キ・ヤーモン，コーイムン，ホーイムン，ホームヌ

2086．60［munuhajata：na：］→＜（hajataanaa）＞

など）が大部分であり，そのほか，「あきない」にあたる

2141．52

アキニェーなどの語形が見られた（詳細は「資料一覧」

［mukaule：ntu］

→

〈（kauseeNtU）〉

なお，〈osinagara＞のように助詞部分を分出したもの

参照）。さらに，「買物」にあたる名詞を使用せず，「（品

の原表記の多くは［kaimonoolinaDara］［kaimono

物を）買いながら」に相当する形式を回答した地点もか

∫inaoara］のように，調査者自身が「を」と解釈して報告

なりあったが，その場合の処理については後述する。

してきたものであるが，中に，［kaimono：linauara］のよ
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o

うな長音表記のものを含んでいる。これについては助詞

＜gaddee＞〈daci＞には類似の記号を与えた。
＜sigatera＞以下には，ガテラの前部分に「する」や「買

を含むか否か判別困難であるが，一応助詞を含むものと

う」にあたる動詞の付いた語形を並べた。このうち，

みなして〈osinaoara＞などの見出しに含めた。
また，8361．42の［kemonno

monnu
と

suikatade］，7334．34の［ke：

surukatade］，8325．00の［kemunnu

［kemunnu

likattolu］

∫ikatad3e］，8362．31の［kemo．P．pu

〈sigatera＞からく（kaeOatera）〉までは大記号とし，それ

ぞれの語形から動詞部分を除いた語形（＜sigatera＞なら
くgatera＞）と記号の形を関連させた。〈seegacina＞以下

suinagara］などは，いずれも名詞末尾の一nと助詞。との

は琉球に分布する語形である。琉球のガテラ類はすべて

融合した形と思われ，この言語地図集における作図の原

動詞に接続している点に特色があり，本図の琉球地域に

則に従えば，名詞部分も含め，〈（kemoNno

分布する語形については，〈gacina＞〈gacjana＞のような

suikatade）〉

のような見出しを立てることも考えられるが，ここでは

動詞部分のない見出し語形が現れることはない。そこで，

名詞部分を切りはなし，上の例について言えば，それぞ

琉球のガテラ類については，動詞を除いた部分について，

れ，〈no

41図との関連性をもたせ，たとえば本図の〈seegacina＞

〈nu

suikatade＞〈nu

sikataze＞〈nju

surukatade＞＜nu

sikattosju＞

suinagara＞という見出しを立てた。

そのほか，本来は分出すべき語形であるが，本質的な

には41図の〈gacina＞と同℃記号を，本図の〈siigacjana＞

には41図の〈gacjana＞と同じ記号を与えた。．

次に動詞＋ガテラ類のうち，琉球に分布する

部分ではないので，まとめて凡例に示したものとして，
〈（kae！〕atera）

ittacuideni，

ni

（kεεOatera）

（kjεε竃〕atera）〉

と

〈seegacina＞以下について記す。まず，〈seegacina＞か

〈ni

らくsagaciinaa＞までの・gaci一の形（一gagi一を含む）に

itacuideni＞があった。

〔語形の分類と記号の与え方〕

は，爪形のぬき記号を与え，gaciにあたる部分がgasi，

先に述べたように，41図，42図，43図には共通に現れ

ga§iの語形は大記号とした。また，＜siigacjana＞以下

る語形が多いものの，分布の様相は相互に著しく異なっ

の一gacja一の語形は爪形半ぬき記号とし，一gatana，

ており，語形変種の現れ方も図によってかなり違ってい

一gaNna・にはいちょう形ぬき記号を，〈seegaci＞から

る。そのため，基本的には記号の色や形を統一したもの

くsiigati＞までの一gaci，一gatiには爪形べた記号を与えた。

の，同一の語類に対して異なる色を，同一の語形に対し

さらに，＜sutanaa＞以下の一ta（a）naaおよび・taaraaに

て異なる記号を与えざるを得なかった場合もあった。

は・gatanaとの関連を考慮していちょう形べた記号を，
〈sittanaNdu＞からくsuNtaani＞までの語形にもくsutanaa＞

まず，ガテラ類に赤を与えた点は41図と共通である。

などとの関連を考慮していちょう形の半ぬき記号を与え

ただし，ガテラ類の領域は本図と41図とで著しく異なっ

ている。すなわち，41図では琉球を除く地域におけるガ

た。なお，赤の類の末尾に置いた〈siidoonaa＞は語形が

テラ類は静岡・愛知付近に集中するのに対し，本図にお

他とかなり離れてはいるが，一taanaa，一tanaaなどとの分

けるこの類の分布は非常に広い。また，本図ではかテラ

布および形態上の関連を考慮して赤の類に含めた。

茶を与えたツイデ戸出は41図には見られない。この類

類の中をかなり細かく分担したので，41図にはない見出
し語形が非常に多い。そのような事情はあるが，本図と

にはリボン形を基調とする記号（一部に小刀形などを含

41図に共通に見られる見出し語形に対しては共通の記号

む）を与えた。

この類は大きく三つのグループに分けた。第1のグル

を与えるようつとめた。ここでは41図に見られない見出

ープは「（カイモノ）ツイデニ」のように「買物」にあた

し語形について述べる。

る名詞に直接ツイデニが付くものである。このグループ

41図に見られない語形として，まず，〈gaterani＞
〈oaterani＞のような一niの形がある。これらには線記号を

にはべた，または半ぬきの小記号を与えた。このうち，

与え，記号の形はniを除いた部分（gateraniならば

＜cuideni＞からくcuideN＞．までの，

gatera）の語形に与えた形に線を付けたものとした。な

にべた記号を，CUU・，

お，〈gateraa＞とくgaterεε〉には，〈gaterani＞の変化

に準ずる語形に半ぬき記号を，〈cuide＞から＜ceere＞ま

形である可能性を考慮して記号を与えた。

での，末尾にniおよびそれに類する形式が付かない語形

〈dacura＞以下に並べたd一の語形も41図には見られな
い。これらには正方形を与えた。なお，〈dacide＞〈dadde＞

cui一，

cue一，

cuN・など

cjUU一など前部分が長音またはそれ

には小刀形を与えた。第2のグループは「（カイモノ）ノ
ツイデニ」「（カイモノ）ノツイデ」のように，買物部分
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と「ツイデ（二）」との間に助詞の「ノ」をはさんでいる

u＞は41図の〈kuikui＞と同じ発想による語形なので，こ

ものである。このグループにはぬきを基調とする記号を

れと記号を統一した。また，＜si

与え，「ツイデ（二）」部分の変種については，「ノ」を介

ju＞も41図の〈kattosju＞と記号を合わせた。種子島の

さないグループと同じ種類の記号を与えた（たとえば，

8394．21に見られる〈daari＞には，地点はかなり離れては

〈cuideni＞

〈no

いるが赤を与えた〈daziri＞8320．28との関係を・考慮し

〈no

て，これと同形の記号を与えた。また，凡例の末尾の

cuedeni＞，

と

〈no

〈cuudeni＞

cuideni＞，
と

＜no

〈cuedeni＞

cuudeni＞，

と

〈cuide＞

と

kattosju＞とくnu

sikattos−

cuide＞などは，記号の形や方向を同じにした）。第3のグ

〈（hoojaacuu）〉〈saacuu＞＜saaruu＞は同一地点（喜界島

ループは，「〜（二）イッタツイデニ」「〜サイッタツイデ

の0330．80）に併用として見られるものであるが，これら

ニ」のように，買物部分と「ツイデ（二）」部分との間に

の一cuu，一ruuを同類と認めて記号を与えた（これらは，

動詞をはさんでいるものである。このグループには大記

それぞれ［linamuU

号を与え，「ツイデ（二）」部分の諸変種に対しては，第

sa：ru：］の形で報告されたものであり，最初の回答には「品

ho＝ja：tsu：］［kaimun

sa：tsu＝］［kaimuO

物を買いながら」という注記がある。……「資料一覧」

1・第2のグループと同じ種類の記号を与えた。
水色を与えたシナガラ類は41図にも見られる語類であ

参照）。

る。ただし41図とは分布がかなり違っており，また，見

43．帰りがけに（買物をした）

出し語形の内容も両蓋は大きく異なっている。そこで，

この類については記号の色のみを41図と統一し，記号の
〔項目の性格〕

形は41図とは別の原理によって与えることにした。

まず，全体を曲玉形を基調とする記号を与えた。ただ

ある行為の進行中に別の行為が行われることをあらわ

し「（カイモノ）ナガラ」ように，名詞に直接「ナガラ」

す共通語の「がけに」にあたる形式について見ようとし

が付く語形は塔形とした。また，〈sinagara＞のような一g一

た項目である。関連項目として，41「食いながら（歩く

の語形はぬき（またはそれに準ずる）記号，〈sinaoara＞

な）」，42「買物がてら（見物する）」があり，二つの動作

の同時進行をあらわすという点で，この三つの項目は共

のような・o・の語形はべた記号とした。

次に紺を与えたグループについて記す。

通の意味をもっている。この項目は二つの動作の一方（後

この中で，〈simotte＞以下の類と＜sisina＞以下の類と

部分の動作）が副次的もしくは臨時的であるという点で，

は，41図ではそれぞれ茶色と緑色を与えたグループであ

41図よりも42図の意味に比較的近いと考えられるが，そ

る。これらのグループは41図と比べてその領域が狭く，

れにしては，本図と42図の分布との相違があまりにも大

かつまとまっていないので，本図では独立した色を与え

きい。いずれにせよ，これら3図の分布模様は大きく異

ることを中止し，記号の形のみを41図と関連させること

なっており，全国的にみて，この三つの項目に別々の表

にした。

現を用いる地点が多い。しかし，琉球各地および静岡県

〈katagata＞以下のグループは41図にはほとんど見ら

では，3図とも共通にガツラ類（赤色）の語形を用いて

れない。ただし，41図には〈katakeni＞があり，これと

いることが注目される。また，長野・新潟・岐阜な．どの

の関係を考慮して矢印形を与えた。そして，一g一にぬき，一か

それぞれ一部では，本図と41図とに共通にシナニ類（緑

にべたを与え，冒頭が9または0の見出し語形は大記号

色）を用いる傾向が見られ（長野県北部では41図と42図

とした。

とが共通である），東日本全域では41図と42図とに共通に

〈katade＞以下は41図にも見られるもので記号を関連
させた。なお，〈no

のようなno一，

sikatade＞＜nu

sikataze＞＜no

sikatazi＞

nu一の語形はべた記号とした（この点は41

ナガラ類（水色）を用いる傾向が大きい。すなわち，こ
れらの項目をめぐっては，全国的にさまざまの体系差，
各形式の用法差の存在することがわかる。

この項目は「帰りがけに買物をした」という共通語文

図と異なる）。なお，〈gatari＞7345．53は隣接する〈kat−

を提示して「帰りがけに」の部分の方言訳を話者に求め，

azii＞との関係を考慮して見出しをこの位置に置いた。

その回答の全体を報告してもらい，その中の「がけに」

〈cunade＞以下，凡例の末尾までの大部分は41図に見ら
れない語形である。まず，〈cunade＞からくcuzi＞までを

にあたる部分を地図化したものである。「帰り」の部分は

一類と認めて鍵穴形の記号を与えた。〈siisii＞とくsurusur一

「カエル」または「モドル」の活用形，変化形が大部分で
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れたが，これらのツイデニとガテラは，質問文の「帰り

あった（「資料一覧」参照）。
〔語形の処理〕

がけに」からずれた回答として，（実際にはカエルツイデ

形態上問題になったものとして，モドシニ（6420．49，

ニ，カエリガテラなどを用いる可能性もあるが）不採用

6431．51，6494．07，7440．72など）があり，これを，モド＋

とした。このうち，7427．06のイニガテラについては，本

シニと切るか，モドシ＋二と切るかが問題になった。こ

図でこの地域にガテラが見られないことが注目される。

れについては隣接地域に，カエリシニ6533．61，6545．31，

しかし，42図ではこの地域にガテラが分布しており，わ

モドリシニ7405．10，7405．86のような〜シニと考えられ

ずかな文脈の違いで，ある形式を用いたり，用いなかっ

る語形が分布していることから，これをモド＋シニとみ

たりすることが分かる。その意味で，上記の処理（イニ

て〈sini＞の見出しとした。6420．49はモドシニ，モドー

ガテラのガテラを本図で採用しなかったこと）は妥当で

ガケニ，カエリガケニの併用であって，モドは，modori＞

あると言えよう。

modo：＞modoの変化ではないかと思われる（ほかに，

〔語形の分類と記号の与え方〕

6411．31にmodo：gakeni，

41図の解説で述べたように，基本的には本図と41図，

kεe：gakeniの語形が，6413．55

にmodo：linaniの語形が見られる）。546229と6497．18に

42図との間に記号の統一をはかったが，一部の類につい

はモドシナニが見られたが，これもモド＋シナニと切り，

ては色の統一を行わなかった。具体的には，水色は本図

〈sinani＞の見出しとした。

ではかケニ類に与えたが，41図と42図ではナガラ類に与

琉球地方の語形については，ke：jagatlina
lagatlina：1251．04，

1221．48，

ke：

えてあるので注意してほしい。

本図では全体を大きく，ガケニ類（水色），ガテラニ類

ke：jagat∫i：1261．16などのように係助

詞のjaを含んでいると見られる語形があったが，このja

（赤色），シナニ類（緑色），ツイデニ類（茶色），および，

は見出し部分には含めず，上記は，それぞれ，〈gacina＞

その他の類（紺色）に分けた。

〈gacinaa＞＜gacii＞を見出しとした。しかし，

ガケニ類の語形は本図にのみあらわれる。これらには

hairike：ta：

na：du2086．60などの係助詞duはくtaanaadu＞のように見

線記号を基調とする記号を与えた。このうち9ではじま

出しに含めた。これは，本地図集におけるすべての項目

る語形と。ではじまる語形は，原則として，記号の上下

で琉球のduを見出しに含めることを原則としたからで

を逆にすることによって区別した（〈gakeni＞とくUakeni＞

あるが，上記のjaを統一的に見出しに含めるのも一案で

などを除く）。＜gakeni＞からくgakenja＞まではかケ＋

あった。なお，上記2086．60のhairike：および2076．98の

ニ，およびその変化形である。このっち，＜gakei＞〈oakei＞

kairlkltanna：（この地点は＜taNnaa＞を見出しとした）

のような・eiの語形には音叉形記号，〈gakee＞からくgakii＞

グ

ヘ

までの連母音融合形にはぜんまい形記号，〈gakenjaa＞

のkairfkfは「帰りくる」にあたる形式と考えられる。
動詞部分の活用形については，カエリ，モドリなど，

〈oakenja＞のような「ガケニワ」にあたると考えられる

「帰る」「もどる」の連用形，およびその変化形が大部分

語形には狭V形記号を与えた。また，〈gake＞からくkaki＞

であるが，一部に，カエルツイデニ，カエッテクルツイ

までの「二」の付かない語形にはV形記号またはU形記

デニ，カエルトキニ，カエルアシニ，カエルトチュー二，

号を，〈siりakeni＞以下のスル＋ガケニには鍬形線記号（ほ

カエルジブンニなど連体形接続の例があり，カエリノト

か）を与えた。

キニ6368．60（これはくno

赤色を与えたガテラニ類については41図と42図の解説

tokini＞を見出しとした）のよ

うな転成名詞接続の例も見られた。接続の具体内容は「資

で述べたので省略する。

緑色を与えたシナニ類には三角形または小刀形の記号

料一覧」を参照してほしい。

なお，7422．56の回答内容はlnτgakeniとinTYakeniの

を与えた。このうち，〈simani＞〈simae＞〈sama＞のよ

併用であった。これは「語形の統合規則」に従って，

うな・m一の語形は大記号とした。また，語頭がsaの語形

〈Oakeni＞Ngakeni，

には小刀形，＜sina＞からくsima＞までのniの付かない形

NYakeniの見出しにする（含める）

べきであったが，誤ってくgakeni＞に含めてしまった。

には二等辺三角形を与えた。

茶色を与えたツイデニ類は42図に多く見られる語形で

再版の折に訂正したい。

意味的な問題では，5649．75と6506．49ではイッタツイ
デニ，7427．06ではイニガテラが他の語形と併用で報告さ

あり，解説もそちらを参照してほしい。ただし，ツイデ
ニ・類の末尾に置いた〈gakenocuideni＞にはかケ蛭類の色
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（水色）で＜cuideni＞と同形の記号を，＜tokinociideni＞

内容および地点は「資料一覧」で見ることができる。

には紺色で，42図の＜ciideni＞と同形の記号を与えた。

〔語形の処理〕

紺色を与えたその他の類については，他の関連図には
見られない語形についてのみ述べる。鹿児島の8322．68に

この項目では，デモにあたる助詞が付いた形と，オに
あたる助詞が付いた形とを併用で回答した地点や，デモ

見られる〈dacure＞には赤色のガツラ類を意識して円形

にあたる形と無助詞の形とを併用で回答した地点が合計

の記号を与えたが，（解説書執筆の段階で）42図でこの地

十数地点見られた。たとえば，5615．67では［otlao］と

点が同じくdacure＞であることに気づいた。したがって

［ot〜ademo］を回答し，3781．21では［od3akkodemo］と

両者には同じ記号（赤色の二本線付き正方形）を与える

［od3akko（nomoja）］とを回答した。このようなケースに

べきであった。再版の折に訂正したい。＜tocjuuni＞から

ついては，デモにあたる形のみを採用し，オにあたる形

くbiNni＞までは発想が共通の語形群と認めて，見出しの位

や「助詞なし」は採用しなかった。〜オや「助詞なし」

置を一括した。このうち，＜mici＞〈mit＞は鹿児島県に集

はこの項目の回答として不適切であると判断したからで

中している。〈nagara＞〈naηara＞には42図で水色を与え

ある。しかし，たとえば前出の3781．21では，話者が

た〈sinagara＞＜sinaUara＞と同形の記号を与えた。＜ni＞

「od3akko

からくsa＞までは〜二，および，それに対応する方言形，

後にもし入れるとすれば，共通語と同じくdemoである」

また，二との融合形である。融合形は動詞部分を含めた

と説明し（「資料一覧」参照），5633．42では最初に［o−

全体を括弧に入れて示した。〈tokini＞から＜no

tokini＞

tlanomaneka］と答えて「demoを略する場合がある」と

までのトキ類には菱形記号を与えた。このうちくtoki＞か

わざわざ説明したうえで，調査者の誘導によって「o−

nomojaと言うのが普通であるが，

od3akkoの

ら＜dogi＞までの二が付かない形は記号を横向きとした。

tlademo

また，〈togi＞〈doki＞のような有声化を含む語形は半ぬき

37では最初に［ot∫a：nomo：］と答え（この回答形は不採用

nomanekaでも良い」と言っている。また，7308．

記号とし，〈dogi＞のような完全に有声化している語形は

にした），「otla：で「お茶でも」の意になる。

べた記号とした。なお，トキ類は山形県付近に集中し，

も言うが，これは在来語ではない」と説明している（こ

二の類の領域内にあることが注目される。

の地点ではこのotlademoの方を採用した）。さらに，こ

岩手県北部の3734．14（二戸郡浄法寺町）に見られる

otlademoと

の項目で見出しを〈無回答〉とした地点は，［otlanomo：］

〈asini＞は形態の類似から＜jasi＞と同形の記号を与えた

［od3akkonf

s山bea：］［otlao

nomo：］［otlasa

nomo：」

が，後者は鹿児島付近に集中しており，領域が隔絶して

［epp曲k面nomas曲be：］などのようにデモにあたる助詞

いる。兵庫県南部の6449．68（加東郡社町）に併用で見ら

の無い形のみを答えたものである。（「無回答」の内容は

れる〈jakeni＞とその融合形の〈（kaerrjakeni）〉にはか

「資料一覧」で見ることができるが，そこでは「飲もう」

ケニと関係を考慮して線記号を与えた。

にあたる部分は記載されていないことに注意してほしい。
たとえば「資料一覧」で［od3a：］のように記されている

44．お茶でも（飲もう）

のは，そのあとに「飲もう」にあたる部分が《原カード
には》記載されていたがその部分を削除したか，あるい

〔項目の性格〕

は全然報告がなかったものである）以上に述べた諸事実

例示・工事を表す共通語の「でも」にあたる形式につ

は，これらの地点（地域）で，「お茶でも飲もう」のよう

いて見ようとした項目である。関連項目として，45「パ

な生肝表現が確立していないことを意味するものかもし

ンでも御飯でも（好きな方を食べなさい）」，46「子ども

れない。このことに関して，東日本が標準語形のデモ類

でも（知っている）」がある。

一色であり，〈無回答〉の分布も東に偏していることが注

この項目は，「お茶でも飲もう」という共通語文を提示

目される。

してその方言訳を話者に求め，「お茶でも」の部分を報告

上に述べたもののほか，意味上問題になったものとし

してもらい，その中の「でも」にあたる部分を地図化し

て，7523．93の［ot∫adakedemo］，6378．90の［otlada−

たものである。「お茶」の部分については，オチャのほ

kedemo］と［otlahododemo］があるが，これらは「お

か，チャ，・チャッコ，オチャッコ，チャー，ツァー，タ

茶でも」と意味がずれていると判断して採用しなかった

ー，サー，サなどの語形が各地で得られたが，それらの

（いずれもot∫ademoほかと併用）。しかし，［ot〜ahodo
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demo］の方は，「お茶でも」にあたる娩曲表現と認めて

由来ずるドン，接続助詞のドモ・ドンなど，デモと出自

〈hododemo＞として採用するのも一案であった。なお，

を異にする語との関わりについても検討すべきであろう。

7523．93では［otlademo］のほかに［otlanado］も答え，

これらにはデモ類とは別の色や形を与えた方が良かった

後者には「厳密には意味が少し違う」との調査者の注が

かもしれない（接続助詞のドモ・ドンの分布については

あった（「資料一覧」参照）が，この［nado］は［nato］

38図・39図・40図を参照）。ドモ・ドンの類がデンなどと

の併用で現れている地点が多いことも，両者の意味・用

との分布上，形態上の関連を考慮して採用とした。

次に形態上問題になったものについて述べる。最初に

法上の相違を暗示させる。なお，〜ドンと〜デンの用法

述べたように，この項目は「お茶でも」の「でも」の部

の違いについての注が7341。77に見られた（「資料一覧」

分を地図化したものである。しかし，0246．88と0247．31

参照）。

の［tl

ナリト類には線記号を与えた。そのうち，〈narito＞お

aηkja］，1231．72の［tlannuO］，2074．69の［t∫andan］

については，名詞部分と助詞部分との切れ目を確定する

よび，それに比較的近似する〈naito＞〈naeto＞〈neeto＞

ことが困難であったので，〈（cjaNkja）〉〈・（cjaNnuN）〉

に鍬形を，〈natto＞〈nato＞に直線的な形を，一toの付か

〈（cjaNdaN）〉のようにその全体を示した。一方，1231．99

ない〈nari＞〈nai＞に音叉形を与えた。

紺を与えたその他の類については，まず，〈zjatto＞と

の［tlande：］，1242．26の［t〜a：nde：］については，『沖縄

語辞典』に「一ndee（助）など。でも」とあることからくNdee＞

くnado＞について，分布および形態の類似から〈natto＞

を見出しとして立てた。このように1231。99の［t∫ande：］

やくnato＞との関連を考慮して記号を与えた。〈jatiN＞か

を［tla］と［nde：］とに分割するのであれば，隣接する

らくtfma＞までは，デモにあたると考えられるtimuおよ

1231．72の［tlannuO］も，助詞部分を〈NnuN＞ととすべ

びその変化形を含む形として三角形を与え，そのうち最

きであったかもしれない。また，1241．49の［tla：tio］は

も多く見られる〈jatiN＞にぬきの二等辺三角形を与え

［tla：］と［tig］とに分割して，見出しを〈tiN＞とした

て，この類の先頭に置いた。また，〈jatiN＞からくjareN＞

が，128「パンでも御飯でも」でこの地点は［pao？atiome：

までの語頭がj一の語形にはぬき，または半ぬきの記号を，

gatiO］であるから，この［t∫a：tiO］は［tla：？atiO］の融合

〈atimu＞からくaitiN＞までのa・の語形にはべた記号を与

形とみなして，見出しを〈（cjaatiN）〉とすべきであっ

えた。

以下，語形の類似から，〈cjUN＞〈jaNcjUN＞に紡錘形，

た。

〔語形の分類と記号の与え方〕

〈ccjaN＞〈jaccaN＞に長方形を与え，また，〈jarabaN＞か

本図と45図，46図には共通の語形が多数見られるので，

らくrubaN＞，〈jarapamai＞からくjuujaramai＞までをそ

れぞれ一類と認めて，前者に蝶形，後者に鍵穴形の記号

この3図については記号を統一した。
まず，全体をデモ類，ナリト類，その他の類に大別し，

を与えた。

それぞれに，水，赤，紺の色を与えた。

45．パンでも御飯でも（好きな方を食べなさ

デモ類の語形には円形の記号を与え，そのうち最も広

い）

く分布する〈demo＞を極小記号とした。また，〈demu＞
〔項目の性格〕

からくzfN＞までを一類と認めて脚なし涙滴形を与え，

複数の事例をあげて，どちらでも良いから選択せよと

＜domo＞およびその変化形と考えられる〈romo＞〈doN＞
に脚付き涙滴形を与えた。また，〈zemo＞〈zimo＞〈zeN＞
〈ziN＞〈ziN＞のような〈z・〉の語形には半ぬき，または中

白の記号を，＜remo＞〈romo＞のような〈r一〉の語形には

いうときの，共通語の「でも」にあたる形式を見ようと

した項目である。心理的な強制のない，やわらかい物言
いという点で，44図の「お茶でも（飲もう）」に通ずると

ころがあり，両国の分布も，一部の地域を除いてかなり

中黒の記号を与えた。

なお，＜domo＞〈romo＞＜dON＞は，分布および形態の

似かよっている。一方，「パンか御飯か（どちらかを食べ

類似によリデモ類の変種と認めて水色を与えたが，これ

よ）」のように相手に選択をせまる場合の表現（これは調

らの語形は45図と46図には全く見られないことが注目さ

査していない）とは，選択という点は共通であるが，対

れる。したがってこれらは単純に，デモの変化とは考え

立する面が大きいと思われる。

にくく，「子ども」「私ども」のドモや，敬称の「殿」に
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この項目は，「パンでも御飯でも，好きなほうを食べな

さい」という共通語文を提示して「パンでも御飯でも」

して地図化したわけであるが，名詞部分と助詞部分とが

の部分の方言訳を話者に求め，得られた報告の中の「で

融合していると認められる形については両者を分離せず，

も」にあたる部分を地図化したものである。見出しのう

〈一deN（messeN）〉〈（paNnjeribaN

maijeribaN）〉などの

ち，〈一〉の部分は「パン」または「御飯」にあたる形式

ように，全体を括弧に入れて示した。これらのうち，

が回答されたことを示す。中に数地点「ゴハンでもパン

〈（paNnjeribaN

でも」のように質問文と逆の順序に回答したものもあっ

abaN

maijeribaN）〉（1213．88）および〈（paNnar−

iijarabaN）〉（2086．60）は，それぞれ，

paNと

たが，この場合でもとくに区別せず，〈一demo−demo＞な

mai，またはpaNとiiとを切り離して＜一njeribaN−

どに含めた。

jeribaN＞〈一narabaN

jarabaN＞としても良さそうにも見

「御飯」の部分については，ゴハンのほか，ゴワン，ウ

えるが，これらの形式には，前部分（名詞部分）の語尾

ワン，ウバン，ンボン，ンポン，メシ，メヒ，メイ，マ

が影響していると考えられるため，全体を示すことにし

マ，マンマ，オマンマ，ゴゼン，マイ，メー，イーなど

た（1213．88では，44図の「お茶でも」は［tlajeri−

の語形が得られたが，それらの内容と地点は「資料一覧」

baN］，46図の「子供でも」は［warabijeribaN］であり，
「でも」に相当する部分の形式は［jeribaN］であることが

で見ることができる。
〔語形の処理〕

分かる）。なお，〈一deN−deN＞に含めた地点のうち，8361．

得られた形式の中には，質問文の文脈と意味の上でず

42の内容は［pandeN

れがあるのではないかと疑われるものがいくつかあった。

meddeN］であった。融合形は全体

を見出しにするという原則に従えば，この地点は〈一deN

〈一datte−datte＞〈一daroga−daroga＞〈一mo−mo＞〈一ka−ka＞

（meddeN）〉という見出しを別に立てるべきであるが，分

などがそれである。これらは，質問文の文脈では不適切

布などから助詞部分を＜deN＞として切り離すことに問題

であるか，少なくとも意味のずれがあるのではないかと

はないと考え，このような処置をとった。

疑われ，まとまった分布が見られない点から言っても，

以上のほか，見出しの立て方について問題のあった地

隣接の意味・用法の形式がしみ出している可能性がある

点と内容と処理とを列挙する。

次の地点は「パンでも御飯でも」にあたる部分の直後

が，これらを排除すべき積極的な根拠もなかったので採
用することにした。なお，6421．57では，話者は［パンカ

に「どちら．でも」にあたる表現（下線部分）を含んでい

ゴハンカ］と答え「デモの類は用いない」と述べている

たが，この部分は見出しには含めず，かつ「資料一覧」

が，それに対して，「質問の意の取り違えか。一般には

に示すこともしなかった。

demo，

deNを用いる」との調査者のコメントがあった（し

かし，このdemo，

6563．30

deNは「語形の採用規則」の原則にし

同

たがって採用しなかった）。

［pannatto

［pannatto

melinatto

dott〜inato］

melidemo

dottlinato］

同［pannato

＜一demoeesu−demoεεhaNde＞〈一demoee・demoee＞（以

6594．20［pandemo
同

nisuruka−nisuruka＞（以上，紺の類）は，「でも」に直接

dott〜inato］

6593，00［pandemo

また，〈一demoiisi−demoiisi＞〈一demoeesi−demoeekara＞

上，水色の類），〈一gaeeka−gaeeka＞＜一eega−eega＞〈一

gohannatto

［pannato

gohannato
gohandemo
gohannato

nannato］
dott∫ademo］
dott∫idemo］

このような表現は他の多くの地点でも行われうるとも

対応する形式ではないが，質問文の文脈の（「でも」の部

思われるが，上記3地点は互いに近接する地点であり，

分）に意味的に対応する表現法として，そのままの形で

地域性のある表現法であるのかもしれない。

採用した。上記のうち，「〜デモイーシ」の類は（わずか

また，3792．49の〈一demo−Ndemo＞の内容は［paNdemo

4地点であるが）新潟北部から東北北部にかけて見られ

meli〜demo］でもあり，この［paNdemo］の［N］の部

る。

分は［paN］の語尾と［『demo］とが融合していると考

なお，0717．50の回答は［pandemo
zibunno

sukinaho：o

gohandemonel

tabenasai］であったが，この［go−

handemone：］の［ne：］は間投助詞とみなして見出しには

えて，見出しを〈（paNdeino）一Ndemo＞とするのも一案

であった。いずれにせよ，これは他の地点に見られる
〈一Ndemo−Ndemo＞と実質的には同様のものであろう。

含めなかった。

このほか，次の2地点は話者の回答内容に問題があっ

この項目は「でも」にあたる部分を名詞部分と切り離

たが，調査者の判断を尊重して処理した。
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まず，5701．85では話者がpandemoのみを答え，それ
に対して調査者が，この話者はpaNdemo

gohaNdemoを

以下，〈一dera

−dera＞の類，＜・recj

a

−recja＞の類，

＜一daroga−daroga＞の類をそれぞれ一類と認め，傘形，

普通に使っているはずだとコメントしたものを〈一demo

爪形，欠け正方形を与えた。欠け正方形を与えた類のう

−demo＞として採用したものである。次に，7289．51（併

ち，末尾がgaの語形には脚付きの記号を与えた。

用）のく一natto−natto＞については，「話者はpannattoの

みを答えたがmelinattoも十分に予想される」との調査

〈jatiN

jatiN＞からく一arubaN−arubaN＞までは44図と

共通する面が大きいので説明を省略する。ただし，これ

者の注があったものである。このような「この地域にあ

らの類は44図に比べて語形の変種が多いので，この中を

る1さず亭」として調査者が記した語形は「語形の採用規

いくつかの類に細分して凡例に表示した。

則」により地図上に採用しないことを大原則にしている

〈一mai−mai＞以下は本図にのみ現われる語形である。

が，このケースについては前部分にdemoやnattoが回

このうち〈一mai−mai＞には44図の〈juujaramai＞と同じ

答されているので，このような処置をとった。

記号を与えた。また，〈一lnai＞とく一mo＞とは意味的に共

通する面があると思われるので，それを凡例の位置およ

〔語形の分類と記号の与え方〕

原則的なことは44図の解説で記したので，ここでは同

び記号の形に反映させた。以下〈一ka＞〈一ga＞の類とqa＞

の類にそれぞれ一定の形を与え，〈一gaeeka＞以下の見出

図に現れない語形についてのみ述べる。

水色を与えたデモ類のうち，〈一demo−mo＞は前部分が

し語形にも表現法上の共通性を認めて星形を与えた。な

デモ類，後部分がその他異であるが，ここでは前部分に

お，〈ja（MESI）〉の内容は［paNja

mesi］であり「mesi

対して色を与え，後部分にはその他類に見られる〈一mo

の後にjaを付けなかった」と調査者の注があったもので

−mo＞と同じ盃形を与えた。また，〈一demoiisi−demoiisi＞

ある。融合形ではないが，このような表示にした。

からく一demoee−demoee＞までを一類と認め，二本脚付

46．子どもでも（知っている）

きの円形（ぬき）を与えた。〈一deN（messeN）〉以下，後

部分が名詞と融合している見出し語形に対しては，前部
分に着目して44図と同じ形の記号を，記号の向きを変え

〔項目の性格〕

て用いた。

極端な例を示し，その他の場合は当然であることを言

赤を与えたナリト類のうち，〈一dari−dari＞は本図で東

外に示すはたらきをもつ共通語の「でも」にあたる形式

北地方北部に集中し，しかも，44図には全く認められな

について見ようとした項目である。関連項目として，

い語形である。すなわち，東北北部では，この二つの項

44「お茶でも（飲もう）」，45「パンでも御飯でも（好き

目に関して体系的な違いが認めちれる。このダリ類には

な方を食べなさい）」がある。

この項目は，「子どもでも知っている」という共通語文

ナリト類の別の色を与えることも考えられたが，両者の
語形の近似性，ならびにダリの領域中わずかにナリやナ

を提示して「子どもでも」の部分の方言訳を話者に求め，

ルが見られることから，ここでは同じ赤を与えておいた。

得られた報告の中の「でも」にあたる部分を地図化した

紺を与えたその他類のうち，〈一dano

zjarooto

−dano＞からく・

・zjarooto＞までも44図に全く見ちれない語形

ものである。「子ども」の部分については，コドモのほ
か，コドモ，コドミ，コドン，コドンドモ，．コドモラ，

である。このうち，高知県に集中する〈一zlaci＞などの類

コドビラ，コー，コ，コドラー，コメラ，ワラシ，ワラ

を除いては本図における分布領域が明確でなく，最初に

ハンド，ワラサンド，ワラスアド，ワラスッコ，ワシャ

述べたように，これらの多くは他の意味分野からのしみ

ド，ワラビ，ワライ，ヤラビ，フランカー，ワレーンチ

出し的な性格をもつものと考えられる。

ャ，ワレングワ，クワンクワータ，ファーナー，ファー，

紺の類のうち，〈一datte−datte＞からく一zjaci

−zjaci＞

ハーママ，アガミティ，ウタマンジ，ヤゴ，ガキ，ガキ

までを一類と認めてU形の記号を与えた。ただし，〈一

ャンド，ガイドモ，ガキベラ，オボコ，チーシャコ，コ

datte＞と＜一zjaate＞以下とは分布から見て性格の異なる

マーコなど多様な語形が得られた。それらの内容と地点

ものであろうことは，上に述べたとおりである。なお，

は「資料一覧」で見ることができる。

なお，本図ではダッチ類とカテ類がデモ類と混在しつ

〈一zjaaci＞〈一zjaci＞とした見出し語形の具体的な内容は，
いずれの地点も［一d3a：tgi］［・d3atgi］であった。

つ，かなりの勢力を見せている。質問文にデモ以外の語
一199一

しかし，kodomonの［n］が助詞「の」などの変化形で

形を用いれば（たとえば「子どもだって知っている」の
文で質問すれば），分布の模様にかなりの変化が生ずるこ

ある可能性はないのか，この地域で「コドモンが居る」

とが予想される。東日本のうちダッチ類が集中的に見ら

のような表現が果たして可能なのかなど，問題を残して

れる地域や近畿中央部のカテ使用地域では，話しことば

いる。

としては，この文脈でデモよりダッチあるいはカテを多

そのほか，琉球地方の諸語形について，名詞部分と助

く用いるのかもしれない。ただし，併用の地点でどちら

詞部分との切り方に問題が生じたものがいくつかあった。

の語形をより多く用いるかについての注記はきわめて少

これらについては，44「お茶でも」と45「パンでも御飯

なかった（「資料一覧」参照）。また，6572．14では「kodomo−

でも」におけるその地点の回答形式を参考として処理し

kateはやわらかい言い方，

kodomodemoは強い言い方

た。たとえば，本図における2085．16の回答は［jarabiΦa：

である」との注があり，6571．48でも「kodomodemoは

ma：laraban］であったが，この地点は44図が［t〜a：jar−

強い言い方である」とあるから，デモとカテ（あるいは

aban］45図が［pan

デモとダッチも）が若干の文体差を伴いつつ併存してい

jarabanを助詞相当部分と判断した。2086．03の［Φa：na：

jaraban

る地域がかなり広いことも考えられる。

tantin］は44図・45図とも別語形（44図は［tla：ttlan］，

〔語形の処理〕

45図は［pan

得られた語形の中には，質問文の文脈と意味の上でず

上記2085．16の［Φa：ma：］との関係を考慮してtantinを

れがあると思われるものがあった。凡例のくdaker−
edomo＞以下の語形や，〈mo＞などがそれであり，これ
らの語形にまとまった分布が見られないこともその根拠

jaraban

i：jaraban］であることから

i：jarabaN］）であったが，隣接する

助詞部分と認めた。
〔語形の分類と記号の与え形〕

原則的なことは44図の解説で記し，さらに45図の解説

となる。しかし，これらは質問文の文脈における意味と

でも述べてあるので，ここでは，上の2図に現れない語

きわめて近く，かつ連続的であるので一応採用すること

形についてのみ触れる。

にした。また，5539．80の回答はくanokodatte＞であり，

水色を与えたデモ類の語形で本図にのみ現れるのは

「子供」部分の語形が厳密には質問上の趣旨とずれている

くdeNga＞だけである。これにはくdeN＞と同じ形・方向

が，本質的なずれではないと認めてこの［datte］も採用

の大記号を与えた。

44図・45図に見られるナリト類（赤）は本図には全く

とした。

見られない。

次に，語形の上で問題のあったものについて述べる。

紺を与えた「その他」の語形には本図独特のものが多

3796．26の［waras正and皇mo］は［an］を形式名詞「こと」

にあたる方言形式とみて，warasf＋andgmoと切ること

い。まずくdatte＞からくjaci＞類を一類に認め，

U形ま

も検討された。しかし，［warahandodemo］3702．37を

たはV形を与えた。このうち，〈da一〉をU形，〈zja一〉〈ja一〉

warahando十demoと切り，［warasUadodemo］3726．68

をV形とし，〈zja一〉にはべた記号，〈ja一〉にはぬき記号を

をwarasUado＋demoと切ったので，これと平行的に，

与えた。また，〈zjaate＞から＜jaci＞までを一類と認め，

3796．26もwarasian＋demoと切り，〈demo＞の見出しに

脚なしV形を与えた。
＜jatiN＞から＜tantiN＞までには三角形の記号を与え

含めた（16「（ここに）有るのは」や17「行くのでは（な
いか）」の図における準体助詞の・an一（たとえば17図の

た。このうち44・45図に現れない語形は〈jatfmba＞〈jajeN＞

〈aNde＞など）も本図のwarasianなどの分布とは異な

〈atiN＞〈jataNtim＞〈taNtiN＞であり，44図・45図の解説

る）。なお，この処理については，2751，10で，［war−

に記した原則に従って，それぞれに記号を与えた。なお，

alidemo］の回答の注として，「『子どもたち』のことを

〈jajeN＞には44・45図に見られる＜jareN＞，〈jataNtim＞

waragandoまたはwaralandoと言う」とあったことが

〈taNtiN＞には44図のくjatiN＞〈taN＞＜tiN＞との関係を考

参こ口なる。

慮して記号を与えた。

また，6409．48と6469．77の［kodomondemo］の切り方

蝶形を与えたヤラバン類と鍵穴形を与えたヤラバマイ

も問題になったが，この地点は［d］の前に鼻音を伴う

形のうち，本図にのみ見られる語形は〈（jara

地域とされていないこともあり，［kodomon］を「子ども」

と＜jaraamai＞である。前者は2086．60に見られるが，こ

に対応する形式とみなして，＜demo＞の見出しに含めた。

の地点は44図の内容が［sa：jattsan］，45図の内容が［pan一
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beerabaN）〉

narabaN

i：jarabaN］であり，［jarabeerabaN］は名詞部

る。

分と助詞相当部分との融合形と認めて括弧付きの見出と

この項目は，「まんじゅうを皮だけ食べた」という共通

し，＜jarabaN＞と類似の記号を与えた。また，〈jaraamai＞

語文を提示して「皮だけ食べた」の部分の方言訳を話者

には，44図の〈jujaraamai＞，および，45図の〈一mai−mai＞

に求め，「皮だけ」の部分を報告してもらい，その中の「だ

と同一の記号を与えた。

け」に当たる部分を地図化したものである。「皮」の部分

＜decja＞以下は44・45図には現れない語形である。この
っち，＜decja＞からくccjaa＞までを一類と認めて，それ

については，カワが大部分であり，そのほか，ガワ，ガ
ワタ，ガータ，コワ，コー，コ，クー，ホ「，バー，カ

らに爪形の記号を与えた。これらは福岡，長崎，熊本（天

ワコ，カワペ，カーペ，カワベ，カーべ，カバ，ガーッ

草地方）などに見ちれるが，まとまった分布のないこと

パ，ソト，ヘリ，フチ，アタリ，グルイ，グロなどの語

から，他の意味分野の語形のしみ出し的な性格をもつも

形が各地で得られた。それらの内容および地点は「資料

のと思われる（九州北部には「ユータッチャキカン」（言

一覧」で見ることができる。

ったって聴かない）のような逆接の「て」（「ても」）にあ

なお，この質問文に関しては，まんじゅうの場合「皮

たる助詞が広く分布していると言われるが，これと関係

だけ食べた」は不自然もしくは非現実的であり，むしろ

があろう）。

「館だけ食べた」という質問文にすべきであったとの指摘

＜kate＞からくmo＞までは，さまざまの種類の語形を

があった。どちらが不自然か一概に言えないが，この質

一括して並べた。このうち〈naate＞5782．25には44・45

問文が原因で調査の目的から逸脱したという回答は基本

図に見られる〈nato＞と，本図の〈datte＞との関係を考

的にはなかったものと判断される。ただし，4742．95では

慮して記号を与えた。ただし，分布などから見て〈nato＞

アンコバリと報告され「皮ばかりということはあり得な

との関係は薄いと思われる。〈tate＞は，38「寒いけれど

いと話者が言うので文脈をこのように変えて答えてもら

も」，39「だけど」，40「植えたのに」にも見られる語形

った」との注があった。この回答も他と区別せずくbari＞

であり，それらと記号を統一するするようにつとめた。

に含めて採用した。

山梨に見られるくdoote＞〈doottemo＞にはダッチ類との
関係を考慮して記号を与えた。

〔語形の処理〕

まず，形態上問題となったものについて述べる。

〈sae＞からくsekamo＞まではサエ類と認めて小刀形を

3766．24の内容は［bε記：rf］であった。これは「語形の

基本とする記号を与えた。このうち〈ae＞の部分が融合

統合規則」に照らせば＜bεεεri＞beお：rfという見出しを

した語形には半ぬきの記号を与え，de一，

立てるべきであるが，録音テープを聴取した結果，ほと

re一の語形は記号

を横向きにした。なお，サエ類は，共通語の「でも」と

んど［bεaeri］と同質の音声と判断されたので，特例とし

多少意味がずれている可能性もあると考えて，凡例の位

て〈bεεri＞bε：ri，

置を次のダケレドモ類の前に置いた。

bε：ri，

bεおriの見出しに含めた。

次に，文脈上問題となったものについて記す。

〈dakeredomo＞以下は共通語の「〜だけれども」にあ

まず，1801．80の報告内容は［kawadakelika］であっ

たる語形を並べた。先に述べたように，これらも質問文

た。これは一見〈dakesika＞として採用すべきもののよ

の趣旨と多少意味がずれているものと思われる。これら

うに見えるが，語形に疑問があるので録音テープを聴取

は，主として38図，39図，40図に現れる語形と関係が深

した結果，話者は「マンジューノカワダケシカタベンナ

いが，それらの図との記号の統一はほとんどできなかっ

ー」と言っているので，これは「皮しか食べない」の意

た。

であり，この項目にふさわしくない回答と判断して，こ
の地点は「無回答」とした。また，同様の例として，6500．

47．皮だけ（食べた）

66の［kawadakehoka］があった。これもテープを聴取
したところ，話者は「（甘いものが好きでないので）マン

〔項目の性格〕

ジューデモカワダケホカクワンデナー」と言っているの

限定の意を表す共通語の「だけ」にあたる形式につい

で，これも「無回答」として処理した。「皮だけ食べる」

て見ようとした項目である。関連項目として，48「（食っ

も「皮（だけ）しか食べない」も表現意図は類似してい

て）寝るだけなら」，49「雨ばかり（降っている）」があ

るが，後部分が肯定と否定とでは用いられる助詞に相違
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が生じるので，この項目では肯定の文脈に統一したわけ

長音形にはべた記号，またはそれに準ずる記号を与え，
〈bari＞＜bεri＞〈bai＞〈bε〉のような非長音形にはぬき記

である。

号，またはそれに準ずる記号を与えた。この場合，〈baari＞

〔語形の分類と記号の与え方〕

本図と48図，49図には共通の語形が多数見られるので，

と

〈bari＞，

〈bεεri＞

と

〈bεri＞，

＜baai＞

と

〈bai＞，

〈bεε〉

とくbε〉のように互いに対応する語形には，記号につい

この3図については記号を統一した。

ても対応を計った。また，〈baai＞以下，

まず，全体をダケ類，バカリ類，バシ・バーリ類そ

rの脱落した形

の他の類に大別し，それぞれに，水，赤，檀，紺の色を

には二本寄付きの記号を，〈bee＞以下の末尾にiやiを

与えた。なお，バカリ類とバシ・バーリ類とは同一系統

含まない形には二本脚付きの記号を与えた。
紺の類については，まず，＜bikee＞からくbakaaN＞ま

と認められるので，互いに類似する色を与えた。

ダケ類には線を基調とする記号を与え，そのうち最も

でを一類と認めて，これらに小刀形の記号を与えた。以

広く分布する〈dake＞には，最も単純な線記号を与え

下，〈nozjoo＞〈Nzjoo＞〈Nzjo＞，〈kkiri＞〈ccire＞

た。ダケ類のうち〈Ndake＞〈Ndaki＞のような［d］の

〈giri＞，〈gasi＞〈gani＞，〈taNgaa＞からくtaNgadu＞ま

前に鼻音を伴う語形は記号を横向きとし，〈dageo＞〈dak−

で，〈utee＞からくjutjaanaa＞までを，分布および語形の

juu＞のような助詞のオを伴なう形には手の付いた線記号

類似から，それぞれ一類と認めて，それぞれの類に一定

を，〈take＞〈gatake＞のようなダケに当たる部分がt〜の

の記号を与えた。なお，〈oisi＞（6650．72）は，語形およ

語形には長方形を与えた。

び分布から〈kkiri＞〈giri＞との関係を考慮して記号を与

バカリ類は，まず，＜bakari＞＜bakaru＞＜bag．ai＞＜bakasi＞

えたが，分布からみると疑問もある。なお，この〈uisi＞

（この語形は48図と49図にのみ見られる），〈baka＞のよう

のsiについてはくbakkasi＞のsiとの関連についても検

な非促音形と，〈bakkari＞＜bakkaru＞〈bakkee＞〈bak−

討してみるべきであろう。なお，〈ccire＞（5624．84）は，

kasi＞＜bakka＞のような促音形とに分けることができ

分布などから，〈kkiri＞の変種と判断して良いと思われ

る。前者にはべた記号，またはそれに準ずる中黒，半ぬ

る。

きなどの記号を，後者にはぬき記号，またはそれに準ず

48．（食って）寝るだけなら

る記号を与えた。さらに，バカリ類のうち，＜bakari＞か

らくbakee＞までを一類と認めて，これらに円形の記号を
与え，このうち，〈bagari＞〈bagai＞〈bagaidu＞のような

〔項目の性格〕

〈・ga一〉の語形には線付き記号，〈bakaru＞＜bakkaru＞

限定の意を表す共通語の「だけ」にあたる形式につい

＜bakkar＞のような末尾がく一r（u）〉の語形には中黒ま

て見ようとした項目である。関連項目として，47「皮だ

たは白丸入りの記号，〈bagai＞〈bagaidu＞〈bakkai＞

け（食べた）」，49「雨ばかり（降っている）」があるが，

〈bakkee＞のような＜一ai＞および〈一ee＞を含む語形には

この項目は，そのうちの47図と意味・用法の上で関係が

二本脚付き記号を与えた。また，〈bakkasi＞とくbakahi＞

深く，それは両罰の分布の類似となってあらわれている

を一類と認めて二等辺三角形を与え，〈baka＞から

（ただし，47図で福岡や静岡に見られる〈bakka＞や長野

くwakka＞までを一類と認めて，これらに涙滴形の記号を

を中心に分布するくkkiri＞，大分付近の〈nozjoo＞などが

与えた。

48図には全く見られないか，あってもきわめて少なく，

榿の類はbakari，

bakasiからkが脱落した形，および

その変化形を一回転認めたものである。したがって，赤

奄美・沖縄諸島でも両図の分布にかなり違いが見られる
ことに注意したい）。一方47図の「皮だけ食べた」と本図

の類と榿の類はまとめて同色とすることも考えられるが，

の「食って寝るだけなら」との違いは，前者が名詞接続，

両者の問には形態上ばかりではなく，歴然とした地域差

後者が動詞接続ということのほかに，前者が他のすべて

（とくに49図に著しい）も認められるので，両者を下色（同

を除外してそれに限定する意を表すのに対し，後者は否

系色）とした。榿の類のうち，〈bakasi＞＜bakkasi＞と関

定すべき内容を提示する「食って寝るくらいなら」（食っ

係が深い〈basi＞〈basu＞には正三角形を与え，〈bakari＞

て寝るようなことをするなら）と表現意図上近い関係に

などと関係が深い〈baari＞〈bari＞の類には正方形を与え

ある点にあるのではないかと思われる。このことは後に

た。また，〈baari＞〈bεεri＞〈baai＞〈bεε〉などのような

述べるように，47図と異なり，この図に多数の「無回答」
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この項目では，「寝るだけなら」の「だけ」にあたる部

（と判断したもの）が現れることと関係する。
この項目は，「食って寝るだけなら，犬や猫と同じだ」

分が欠けている形式のみを回答した地点がかなりあった。

という共通語文を提示して「食って寝るだけなら」の部

ネレバ，ネルヨーナラ，ネルゴッタラ，ネルガナラ，ネ

分の方言訳を話者に求め，「寝るだけなら」の部分を報告

ルソナラ，ネルモンナラ，nimbiΦuje：raba（1251．04），

してもらい，その中の「だけ」にあたる部分を地図化し

nfburunnarfba（0248．01）などである。これらの「食っ

たものである。「寝る」の部分については，琉球地方は別

て寝るなら（犬や猫と同じだ）」にあたる回答は，この項

として，他の地方は大部分がネルであり，変種はきわめ

目の回答として，意味上（少なくとも表現意図上）誤答

て少なかった。「なら」にあたる部分については，ナラの

とは言い切れないが，このような回答がなされた地点で

ほか，ナラバ，ナーバ，ナイバ，ナリ，ナル，ナー，ナ

は，「寝るだけなら」に対応する形式が存在するにもかか

ンダラ，ダラバ，ダラ，ダバ，ダッタラ，ラッタラ，ジ

わらず，それが回答されていない蓋然性が大きいと判断

ャッタラ，ヤッタラ，ヤラ，ンジャラ，ジャー，ダリャ

して，この種の形式のみが回答された地点は「無回答」

ー，ダゴンダラ，ダゴンジャラ，ダゴッタバ，デワ，ダ

として処理した．（「無回答」の地点の回答内容も「資料一

ト，ギラー，（7361．72），［d6ato］（7659．62），［dε：ba］

覧」で見ることができる）。ただし，地図を見ると，「無

（3766．24），

回答」の地点は全国に散在しているものの，北海道南部，

［bεe：ba］

（3726．68），

［？ariba］

（0330．

80），［？a：tfka］（0276．51）などの形式が認められた。こ

青森東部，九州北西部などには「無回答」の地点が集中

れらの内容は「資料一覧」で見ることができる。

する傾向も認められる。このことは，この文脈において

〔語形の処理〕

「だけ」にあたる形式を使用しない表現が一般的な地域が

まず，文脈上問題となったものとして，ネテンダケナ

存在することを，あるいは意味するものかもしれない。

ラ，ネチョルダケナラのような「寝ているだけなら」に

「無回答」とした地点の中に，「ダケやバカリを例として，

あたる回答と，ネテバッカリオルンナラ，ネデバリイッ

他の言い方はないか聞いたが，話者はないと言う。疑問

コンダラ，ネデバーシインダラのような「寝てばかりい

ゆ
コ
に思う」（4684．77）「『寝るだけなら』について，くり返

る」にあたる回答とがあった。前者については，「寝るだ

したずねたが，適切な回答が得られなかった」（7383．

けなら」の文脈で調査した場合と比べて，「だけ」にあた

98），「『〜するだけ』に対応する表現はない」（0248．

る部分の形式の現れ方に大きな差がないであろうと判断

01），「『食って寝るだけなら』に対応する形は得られなか

して，そのまま採用することにした。後者については，

った」（1868．21）のような注が見られることも，上の推

たとえば共通語の場合「寝て〜」の文脈ではダケよりも

測を裏づけるものである。なお，「だけ」にあたる部分を

バカリが用いられやすいとか，「寝るだけなら」と「寝て

欠いている表現と，それを含んでいる表現との両方を回

ばかりいるなら」とは厳密には意味が異なるなどの問題

答した地点もかなり見られたが，その場合は後者のみを

があり，両者を区別して扱うべきだとの考え方もあるが，

採用し，前者は「資料一覧」にも載せなかった。
一方，次に示すように，「だけ」にあたる形式を含んで

これらの形式を排除すると「だけ」にあたる形式を得て
いるのにそれを地図に反映できない地点がかなり増える

いないが，意味上は「食って寝るだけなら」もしくは「食

などの問題も生ずるので，ここでは「寝てばかりいるな

って寝てばかりいるなら」にほぼ対応していると思われ

ら」にあたる形式も「寝るだけなら」にあたる形式と区

る表現を回答した地点がいくつかあった。「クッチャネ，

別せず採用することにした。しかし，この文脈は「だけ」

クッチャネ，スルナラ」「クッテネ，クッテネ，スッコ、ン

の前部分の活用形も違うので，採用は問題であったかも

ダラ」「クッチャネ，クッチャネ，スリャー」「クッチャ

しれない。このように文脈が問題になったものとして，

ネ，クッチャネ，バッカイナラ」などである。こられは

ほかに，6435．04のネルバースルンナラ（〈baa＞として採

「無回答」とは区別し，「その他」として地図に載せた。

用），4773，26のネルダケノコンダラ（〈dake＞として採

これらは，「食って寝るだけなら」（食って寝るだけで，

用），3750．64のネルダケゴッタラ（〈dake＞として採用）

ほかに何もしないのなら）にあたるというよりも，「食っ

などがあった。以上，一々の地点の文脈（回答内容）に

て寝てばかりいるなら」の方に近い表現と言えようか。

ついては「資料一覧」で見ることができる。

なお，琉球には「ニンビ，ニンビ，シバヤ」「ニンジ，ニ

次に意味上問題となった回答について述べる。

ンジ，スヌムンヤラー」のように，「ねむり，ねむり，す
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るなら」にあたる形（すなわち「食って」にあたる語形

同様の見解の下に見出しを立てた。〈（θakoo）〉（1271．05）

を回答していないもの）も数地点見られたが，これも誤

については回答語形が［nintai？ukitai

lunθako：］であ

り，直訳すれば「寝たり，起きたり，する，だけは」で

答とはせず，「その他」に分類した。

あるが，この全体で「寝たり起きたりするだけなら」に

そのほか，6566．73の［neruOurainara］と6642．57の

あたる表現と考えられるので，このような見出しとした。

［nerukurお：nara］は，質問文の主旨と多少意味がずれて

いるかとも思われるが，とくにそれと断ずる根拠もない

なお，見出しを〈beε＞beおとした地点（3766．24）の

ので，それぞれくourai＞〈kurεε〉の見出しの下に採用し

内容は［be司であり，これは，あるいは1モーラ的で見

た。これらは，たとえ意味がずれているとしても，ネテ

出しを〈bε〉などとした方が良かったかもしれないが，

バカリイルナラなどに準ずる許容範囲にあるものと判断

「語形の統合規則」（29ページ参照）に従ってこの見出し

したい（採用した語形の中にはこの程度の意味のずれの

とした。

〔語形の分類と記号の与え方〕

あるものを他にも含んでいる可能性がある）。

次に，語形の上で処理が問題になったものについて記

基本的な原則は47図の解説で述べたので㍉ここでは，
同図に見られない語形についてのみ触れる。

す。

4782．08の［nerubakkariNzjara］はbakkari＋Nzjara

水色を与えた語形のうち，〈dagε〉〈Ndake＞＜nodage＞

とすべきか，bakkariN＋zjaraと切るべきか迷ったが，と

〈dakeN＞〈Nzjake＞＜sodake＞＜tage＞は47図に見られな

くにbakkariNを見出しとして立てる根拠が見当たらな

いものである。このうち，〈dagε〉は＜dage＞と．関連す

かったので，一応〈bakkari＞に含めた。しかし，なお疑

る記号を与え，＜nodage＞＜Ndake＞〈Nzjake＞のno〜，
N〜には鍬形の記号を与えた。ただしくNdake＞（3726．68）

問も残る。

7344．26の［クーチネテンジョーナラ］は，あるいはネ

のNは，分布から見て＜Ndage＞との関連の方に重きを置

テン（ネテル）＋ジョーかとも思われたが，この地域の進

くべきだったかもしれない（47図ではこの地点は〈dage＞

行態に〜テルはないはずであり，しかも，49「雨ばかり」

である）。＜tage＞には，一g一の部分にも着目した記号を与

を見ると，アメノジョー，アメンジョー，のように，大

えた。

部分が〈nozjoo＞＜Nzjoo＞の形であるから，この地点も

赤の類のうち，47図に見られない語形は，〈bakaN＞

ネテ＋ンジョーと判断して，見出しを〈NzjOO＞とした。

＜Nbakkari＞〈（bakkarja）〉〈bakkaN＞＜bakai＞である。

次に，凡例の榿類の〈（baNdaba）〉以下，および赤の類

このうち，〈bakaN＞とくbakkaN＞には互いに関連する

の〈（bakkarja）〉，紺の類の〈（θakoo）〉のような「〜だ

記号を与え，〈bakai＞には＜bakkai＞と関連する記号を

けなら」にあたる全体を括弧つきで見出しにしたものに

与えた。

榿の類のうち，47図に見られない語形は，＜baasi＞

ついて述べる。

これらのうち，〈（baNdaba）〉からく（haNdaba）〉まで

〈Nbari＞〈baru＞〈beε〉〈bjaa＞，および，〈（baNdaba）〉

は，一応バン（または，ベン，ハン）＋ダバ（または，ダ

以下の融合形である。このうち，〈baasi＞にはくbasi＞に

ラ，ダラバ）であると考えられるが，この［N］や［N］

対応するべた記号（すなわち，長音形に与える記号）を

の部分には，地域的に見て，［d］の前の鼻音化現象とし

与えた。また，〈（baNdaba）〉以下の語形については，末

ての音を含んでいる（すなわち，前部分と融合している）

尾が〜dabaまたは〜darabaのものには平行四辺形を与

可能性もあるので，このような見出しとした。また，3736．

え，〈（beNdara）〉にはくb6N＞と関連する記号を，

03の回答形は［nerUbε

〈（bεεNdεεba）〉とく（bεεriba＞＞にはくbεε〉と関連する

Ndε・ba］であったが，この地点は

47図がくbεεri＞，49図が〈bεri＞であり，上の回答形は，

これらと「であれば」にあたる形との融合形であるとみ

記号をそれぞれ与えた。

紺の類のうち，〈bikee＞からくsibikaaN＞までは47図

なして，〈（bεεNdεεba）〉を見出しとした。同様に，3725．

のくbikee＞の類と関連する記号を与えた。＜Nzjoo＞から

49の［nedebε：r正ba］についても，この地点は47図・49図

くteeN＞までも47図と関連する語形であり，記号について

とも〈bεε〉であり，これも［bε＝］に「あれば」にあた

もその配慮を行った。＜？uppi＞からくppeeNdee＞，およ

る形が融合しているものとみなして見出しを

び〈Ourai＞〈kurεε〉〈atai＞は47図には見られない類の

〈（bεεriba）＞bε＝r正baとした。赤の類の〈（bakkarja）〉も

語形である。このうち，〈§iku＞〈§fko＞〈sjaku＞には語
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形の類似から互いに関連する記号（U形）を与えた。た

は問題であったかもしれない。

だし，〈sjaku＞は他の二語形と分布がかけ離れており，
関連性については疑問もある。

次に，7391．41と8301．68の報告内容は［amebakkade］
であった。録音テープを聴取したところ，前者は「マイ
ニチアメバッカデ」とのみ答え，後者は「マイニチアメ

49．雨ばかり（降っている）

バッカデコマル」と答えていることが判明した。この文
脈は，この項目の質問文「毎日雨ばかり降っている」か

〔項目の性格〕

ら逸脱しているので，この2地点は〈無回答〉として処

限定の意を表す共通語の「ばかり」にあたる形式につ

理した。また，6437．05の報告内容は［amega］であった

いて見ようとした項目である。関連項目として，47「皮

が，録音テープを聴取したところ，話者は「アメガフッ

だけ（食べた）」，48「（食って）寝るだけなら」がある

テコマル」「アメフリデコマル」とのみ答えているので，

が，本図における諸語形の分布模様は，47図や48図と著

この地点も〈無回答〉とした。

しく異なっている。それは単に，上の2図が「〜だけ」

なお，6548．53では［ame

bakka］と［amebakkari］

という共通語文を提示し，本図では「〜ばかり」という

が報告されているが，これは採用条件（27ページ参照）

共通語文を提示して質問したことだけに起因することで

に合わない同席者（85ページの「参考話者一覧」参照）の

ないことは，分布からみて明らかである。本図でバカリ

回答であることが明記されており，しかも話者自身の同

類の領域が全国的に広がっていることは当然であるとし

意を得ていないので，この地点も〈無回答〉に含めた。

ても，本図からダケ類が完全に消え，47図と48図で中国

〔語形の分類と記号の与え方〕

地方北部に勢力をもっていたくhodo＞も本図には全く見
られない。

基本的な原則は47図の解説で述べ，48図でも一部の語
形について記した。ここでは，47・48図に見られない語

この項目では，「いつもいつも（雨が）」という強調の

形についてのみ触れる。

意が中心であることが47図の「皮だけ」のような明確な

47・48図と異なり，本図には水色のダケ類が全く見ら

限定と異なっている。その意味では，本図は48図の「食

れない。したがって，本図の凡例は赤のバカリ類が冒頭

って寝るだけなら（犬や猫と同じだ）」と通ずる面をもっ

となる。

ている。もし，「毎B寝てばかりいるのなら，犬や猫と同

本図では全国の大部分が赤のバカリ類と榿のバーシ・

じだ」という文脈で調査すれば，本図ときわめて近い分

バーリ類の語形で占められている。したがって，虫類の

布が得られるのではないだろうか。

語形変種も47・48図に比べてかなり多い。赤のバカリ類

〔語形の処理〕

のうち，47・48図に見られない語形は，〈baOari＞〈bakaar−

まず，音声上の問題について記す。

i＞

7219．50（併用）の［bakkali］について「このliは，

〈bakkae＞

＜bagaru＞

〈bakar＞

〈bakkat＞

〈bakat＞

〈bahhari＞

〈bakkεε〉

＜baakkari＞

〈bakasi＞

＜bagasi＞

giとの間の中間的な聞こえである」との注があったが，

〈bakkasiga＞＜battasi＞である。＜baOari＞にはくbagari＞

この注は見出しには反映させず，〈bakkasi＞に含めた。

と，

〈bakaari＞にはくbakari＞

と，

〈bagaru＞〈bakar＞

また，3766．24の回答内容は［amebεa二rf］であり，これ

にはくbagaru＞と，それぞれ関連する記号を与えた。な

は「語形の統合規則」に照らせば〈bεaari＞とすべきもの

お，〈bagaru＞は一ga一の語形なので，原則（47図解説）に

であるが，それでは音声実態と遊離すると判断し，例外

照らして，＜bakaru＞に線のついた記号を与えてある。

的な処理として，これを〈bεεri＞bε：rfに含めた。

〈bakat＞〈bakkat＞のような語末がtの語形は本図のみ

次に意味上，また，文脈上問題になったものについて

に見られる。両者には互いに関連する独自の記号を与え，
原則に照らして，非促音形の〈bakat＞にはべた的記号，

述べる。

0246．88では［？ami：made］と［？amf：bfh6r］が回答

促音形の〈bakkat＞にはぬき的記号を与えた。なお，

されたが，前者は「〜ばかりではなく，それに加えて雨

〈bakar＞〈bakkar＞〈bakat＞〈bakkat＞には，末尾の母

まで」の意であって，この項目にふさわしくない表現と

音脱落という点が共通なので，記号にも共通性（大記号）

判断して，このmadeを採用しなかった。しかし，これ

をもたせた。そのほか，〈bahhari＞はくbakkari＞と，

は共通語のマデの意を適用したわけであるから，あるい

＜baakari＞はくbakaari＞などと，〈bakkae＞はくbakkai＞
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にヒャクエンおよびその音変種であった。

と，〈bakkεε〉はくbakkee＞と，それぞれ記号を関連さ

せた。また，〈bakasi＞にはくbakkasi＞に対応する非促

〔語形の処理〕

音形としてのべた記号を，〈bagasi＞には一g一の語形と

まず，意味的な問題を含む語形として，次のようなも

して，＜bakasi＞に線のついた記号を与えた。さらに

のがあった。buN，

くbakkasiga＞とくbattasi＞にはくbakkasi＞と関連する

Oatoko，

記号を与え，語形の特異性に注目して，〈battasi＞は大記

は，いずれも52「百円ぶん」の地図で固有の分布領域を

〈baari＞

〈b6登ri＞

＜baaru＞

〈bae＞

〈bεe＞

〈baru＞

gaa，

gatoko，

gat。これらの語形

の際，話者は意味上近接する「ぶん」にあたる方言形を

〈bea＞

十分な内省を経ないまま誤って「くらい」にあたる方言

〈baaa＞〈be＞〈ba＞〈baaki＞である。〈Nbasi＞は
は

dake，

gata，

か散在的にしか現れないものである。したがって，調査

次に，榿の類のうち，47・48図に見られない語形は，

くbasi＞，

dεε，

notoko，

もっているものであり，それに対してこの地図では孤例

号とした。

＜Nbasi＞

buni，

Oatogo，

〈baarf＞はくbaari＞，
＜bae＞

は

〈bai＞，

〈be登rf＞はくbe6＞，
〈bea＞

は

くbεε〉，

〈baaru＞

形として回答してしまったという疑いがある。特に，

＜baaa＞

bUN，

buni，

dεε，

dakeについてはその可能性が強いとみ

やくba＞はくbaa＞，〈be＞はくbee＞などと，それぞれ記

て，採用しなかった。ただし，gaa以下のga〜の形をと

号を関連させた。なお，〈baari＞は＜baari＞の内容のba：

る語形（語源的に同類のnotokoも含む）については，中

riと同一の音声であるが，中舌母音は琉球のみ分出させ

に，次のように50図と52図とで別々の語形が回答された

るという原則に従って，奄美（0228．96）のくbaarf＞を見

地点があった。

出しとして立てたものである。〈baaki＞（2150．17）は他

5463．73gatoko・notoko他（50図），

図）

との関連が薄いと判断されたので独自の記号を与え，榿
6620．70

類の末尾に置いた。
紺の類の中で，47・48図に見られない語形は，〈bi琶δ1＞

buN・ga（52

Uatoko他（50図），

6720．23gatoko他（50図），

buN（52図）

buN（52図）

〈zjooga＞

また，6504．96でもOatokoが答えられたが，話者の内省

〈goro＞〈taNga＞〈gamazii＞〈nuteeN＞〈nutjaaN＞＜nukjaa＞

ではこの語形は，だいたい・およその意味を表すという。

〈keesu＞である。このうちくgoro＞〈gamazii＞〈keesu＞

したがって，これらの地点では，gatokoなどの形を実際

は本図にのみ現われる独自の類と認められるので，それ

この50図の項目と対応する「くらい」の意味で用いてい

ぞれ独立した記号を与え，その他の語形には，それぞれ

るとも考えられる。その点を重視し，また他の類似の語

関係する類の記号を与えた。

形にも同様の可能性のあることを考慮し，ここでは一応

〈bfh芭r＞

〈bikaaN＞，

〈nozjooga＞

＜Nzjooga＞

gaa以下の語形は採用することにした。もちろん，以上の

語形については，さらに慎重な検討が必要であること言

50．百円くらい（使った）

うまでもない。

他の地図にこの50図と同じ語形が現れるという点では，

〔項目の性格〕

共通語の「くらい」のもつ意味のうち，だいたいの分

〈hodo＞は55「安ければ安いほど」に現れるのは当然とし

量を示す用法に対応する方言形を見ようとした項目であ

て，52「百円ぶん」にも見られるが，両図で分布領域を

る。類似の方言形が現れる関連項目に，47「皮だけ（食

分担しているのがわかる。また，〈domaa＞＜domo＞は

べた）」，48「（食って）寝るだけなら」，49「雨ばかり（降

54「傘なんか（いらない）」に広く分布するが，この50図

っている）」，52「百円ぶん（ください）」，55「安ければ

での使用地域はその周辺部とも言える地域であり，やは

安いほど（良い）」などがある。

り意味が頭隠の間で異なっているのであろう。一方，バ
カリやバリの類は，49「雨ばかり（降っている）」で全国

この項目の調査文は，「小遣を百円くらい使った」であ

り，「百円くらい使った」の部分の方言訳を話者に求め

を覆い，したがってその領域には重なる部分が大きいが，

た。そして，「百円くらい」の部分について調査者に報告

この50図の分布とて一定の領域を有するものであるから，

してもらい，そのうち「くらい」にあたる形態を取り上

最初に述べたbUN以下の孤例ないしは散在的な語形と

げて地図化した。

違って，それを誤答とみなすことはとうていできない。

地図化の対象としなかった「百円」の部分は，全国的
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それらの分布の重なる地域においては，バカリやバリの

類が「ばかり」と「くらい」の両義を担っていると認め

〈uurεε〉など語頭子音が0である語形は，前者の記号の

るのが妥当であろう。考えてみれば，共通語のbakari

向きを変えた記号とした。その他，〈9UNnla＞〈guae＞

も，同様の多義性を有している。

〈garui＞〈gorε〉というやや変わった語形はクライ類の末

この他，7275．24の〈zjaro＞，2151．51＜gamoodu＞

尾にまとめ，適当な記号を与えた。

は，意味的によくわからない面もあるが一応採用した。

次に，ホドの類は緑とし，〈hodo＞＜hozu＞にいちょう

また，〈（HYAKUEN）〉として示した無助詞の形は，そ

形記号を与えた。〈hoo＞もここに収め，類似の盃形記号

れのみを回答した地点が4地点あり，それらの地点では，

を与えた。なお，ホド類のいちょう形記号は，同じ類の

積極的に「くらい」にあたる助詞を付けた言い方がはた

52図での記号とそろえてある。

して存在しないのかどうか疑問であるが，やはり採用し

次に，バカリの類は赤とした。そして，末尾の音節に
rをもつ語形をまず並べ，次にsをもつものを配列し，

ておいた。

文脈上のことでは，1942．62で［Φjaguennaigaide］と

最後にrもsももたないものをまとめた。記号は，rを

いう回答も得られたが，これに続く文脈が，ツカッテコ

もつものが正三角形，sをもつものが菱形，

イヨという命令文であるため，調査文に対応しないもの

たないもののうちaiで終わる語形が平行四辺形，

と認め，地図には載せなかった。

で終わる語形が小刀形とした。また，＜bakari＞〈bakai＞

次に，形態上のことでは，4639．69の［ouraεワ］を

rもsもも
a，aa

〈baka＞に対してくbagari＞〈bagai＞〈baga＞などkの部

〈Ouraε〉に，4706．43の［Ourε記：］を〈ηurεε〉に含めた

分が9であるものは記号の向きを逆にするとか，〈bak−

ことを明記しておく。これらの音声は，原則に従えば，

kari＞〈bakkasi＞〈bakkai＞など促音が入るものは記号の

それぞれ見出しを〈ouraεε〉，〈ourεεε〉とすべきである

中に二本線を加えるなど統一的な処理をしてある。

が，それでは音声実態と離れてしまうと思われるので，

次に，バーリの類は，バカリの類との形態上の近さを

より音声実態に近いと考えられる〈uuraε〉，〈uurεε〉に

考慮して，記号の上でも赤に近いという意味で榿を与え

統合したわけである。なお，内容表記には，前者を

た。系統的に見ても，バーリの類はバカリの類から生じ

ηUraε，後者をourεaeとしておいた。

たものであることが考えられる。語形の配列は，baa〜，

〔語形の分類と記号の与え方〕

bεε〜，bee〜の順とし，

全体は大きく，クライの類，ホドの類，バカリの類，

〜には爪形の大記号を与え，bεε〜はその中間の印象を

baa〜にはりボン形記号を，

bee

バrりの類，ビカージの類，その他に分けられる。この

もつということでリボン形の大記号とした。また，baa

うち，クライの類の分布が最も広くほぼ全国に及んでい

〜，bεε〜，

る。また，凡例に載せられた語形の数は多いが，クライ

ような末尾の音節にrをもつ語形をぬき記号とし，

の類をはじめ微妙な形態差しかもたない語形が大部分を

〈baai＞〈bεε〉〈beef＞のようなrをもたない語形をべ

占めている点が特徴的である。

た，ないしはそれに準ずる記号とした。

bee〜の中では，＜baari＞〈bεεri＞〈beerf＞の

さて，まずクライの類には水色を与えたが，その中を

次に，ビカージの類は紺とし，bikaa〜には蝶形記号

さらにkで始まるグループと9で始まるグループとに分

を，bikee〜には分銅形記号を与えた。全体を大記号とし

け，前者には正方形の記号を，後者には円形の記号を与

たのは，バーリ類の後半の語形との形態上の類似性を考

えた。それぞれのグループの中では，それぞれ〈kurai＞

慮したためである。ビカージの類の中では，〈bikaazi＞

〈gurai＞という連母音aiをもつ語形を先頭に置き，以下

〈bikeezi＞のように末尾にziをもつ語形をぬき記号と

母音の広いものから狭いものへと配列した。記号は，母

し，それ以外をべた的な記号とした。

なお，以上のバカリの類，バーリの類，ビカージの類

音の広い語形にぬいた記号を与え，母音が狭くなるほど
塗りつぶした部分の大きい記号としていった。また，

は47・48・49図にも現れていた。それらの図とは記号の

〈kurjaa＞〈gurjεi＞などj音をもつ語形は，それをもたな

形はそろえてないが，色だけは合わせてある。

その他の語形は凡例の最後にまとめ適当な記号を与え

い語形の後に配列し，記号はまん中をぬいた形を与えた。
さらに，〈kurεε〉〈gurεε〉などに対して〈kurε〉〈ourε〉

た。そのうち〈gatoko＞など7tokoのグループには星形

など母音の短い語形は，前者の記号に二本脚を付けた記

記号を与えた。なお，＜Ourainotoko＞〈gatobakai＞など

号とした。また，＜gurai＞〈gurεε〉などに対して〈Ourai＞

は，それぞれクライの類，バカリの類に含めてその類の
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の際，他の本土の語形と異なり，後に肯定表現を伴うこ

色を与え，記号の形を星形としておいた。

とを注意するために，凡例には「ある」の部分もARUと
して示した。例えば，先の2076．96の回答は〈taNgaadu

51．百円しか（ない）

ARU＞，1261．16の回答は〈du

ARU＞のようにした。な

〔隔月の性格〕

お，ARUの部分の活用はduとの対応でいわゆる連体形

下に否定のことばを伴い，限定の意味を表す共通語の

になっている地点が多いが，そればかりではないようで

「しか1にあたる方言形を見ようとした項目である。限定

ある。その点を明らかにするために，できれば，ARUの

の意味を担うという点で，47「皮だけ（食べた）」，48「（食

部分の内容を「資料一覧」に示すべきであったが，それ

って）寝るだけなら」，49「雨ばかり（降っている）」の

は控えた。実は，琉球については調査者によりARUの部

項目と共通するが，「しか」は打消し表現を伴い，否定的

分の報告がなされなかった場合があり，それらの地点に

な感情をこめて非存在を強調するという点に特色がある。

ついては，提出された録音テープによりARUの部分の

共通の語形が現れるという点では，以上の関連項目より，

記述を行ったが，微妙な音声など十分に確認しきれなか

むしろ31「それより（あの方が良い）」に近い面がある。

った部分が残ってしまったためである。

ところで，くその他〉とした3地点のうち，2地点の回

この項目の調査文は，「百円しかない」であり，その全

体の方言訳を話者に求めた。そして，「百円しか」の部分

答は次のようなものであった。5588．78［ヒャクエンブッ

について調査者に報告してもらい，そのうち「しか」に

キリジャ，ヒャクエンコッキリジャ］，7325．86［ヒャク

相当する形態を取り上げて地図化した。

エンコアル］。前者の地点については，「百円しかない」

地図化しなかった「百円」の部分は，50図同様全国的

ということを上のように言うのが普通であるとの話者の

注がある。後者の回答についてはよくわからない点もあ

にヒャクエンおよびその音変種であった。
〔語形の処理〕

ったが，否定表現になっていないことは確かである。こ

文脈上の問題として，琉球の全域にわたり調査文の「百

れらの回答は，「〜しかない」という調査文の文脈からは

ずれるものであるが，上で述べた琉球の回答に通じる面

円しかない」という表現を用いないということがある。
琉球ではこのような場合，「だけ」にあたる形態と「ぞ」

があると言えよう。なお〈その他〉としたもう1地点の

にあたるduを組み合わせて「百円だけぞある」とか，あ

2151．21は，調査者により「該当する表現がない」と報告

るいはduのみを用いて「百円ぞある」という言い方をす

されたものの，録音テープでは話者が［gakueOkuija

nja：

るのが普通と考えられる。具体例をあげると，「百円だけ

u］と言っているのがわかる。しかし，分析が不明である

ぞある」の例としては，2076．96［gakuentanga：du

ので，何らかの表現が回答されたという点のみを示す意

aru］，

味で〈その他〉に分類しておいた。

bagaidu

2150．17

［gakuintja：ndu

aru］，1271．05［p

があり，これらのtaNgaa，

ai］，

2072．20

［gaguim−

akuembike：ndu？aru］など

tjaaN，

bagai，

bikeeNなどの

形態は，同一または類似のものが47「皮だけ」，48「寝る
だけ」，49「雨ばかり」の地図に現れていた。また，「百

〈無回答〉とした4761．07は，話者の妻（経歴など不明）

が［gakuensika］と発言しているものの，話者自身の回
答はなかったため，そのように処理したのである。
〔語形の分類と記号の与え方〕

円ぞある」の例としては，0247．31［gakujendu？an］，1261．

16［Gakuendu？aru］，2076．98［gakuendu

ari］などが

全体は大きく，シカの類，〜シカの類，ホカの類，バ
カの類，ヨカの類，カの類，ヨリの類，ハテの類，キリ

の類，ドゥアルの類などに分かれる。末尾にkaをもつ語

あげられる。

さて，以上のように，琉球ではことがらの言語的把握

形が多いなど，全体的に語形の類似が目立っている。以

のしかたが本土と大きく異なり，形式的には肯定表現を

上の語形の中では，シカの類の分布が広く，ほぼ全国に

用いている。したがって，後に否定を伴う共通語の「し

及んでいる。

か」に対応する方言形を求めようというこの項目のねら

語形の配列法および記号の与え方の全体像を簡略に示

いからは，明らかにはずれる回答と言えよう。ただ，琉

せば次のようになる。ドゥアルの類などは今は除いて示

球の全域にわたる以上のような特徴を地図上に示すこと

す。

も必要と考え，これらの回答は採用することとした。そ
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語

形

三

二

二

れて面記号を与えた。そのうち，〈saka＞などはバカの類
色

にそろえ正方形記号としてある。また，線記号の語形の

・末尾がカである語形

うち，〈sikja＞などkjaの音をもつものは音叉記号とした

シカ類…………・……・・線記号

〜シカ類

が，その点はホカの類の〈hokja＞，カの類の〈kja＞など

（前部要素にそろえる）

キリシカ…………円形中白

も共通させてあるし，バカの類の〈hakja＞などの記号に
水

一本線を付けたのも，音叉記号と似せようとしたためで

ヨカシカ…………二等辺三角形

ある。さらに，〈sikatte＞に与えた両手付き直線記号は，

ダケシカ…………リボン形

形の似ているホカ類の〈hokatte＞にも与えてある。

〜シカ類の語形は，前部要素にそろえて記号を与えた
ホカ類………・………・・長方形

バカ類…………………正方形

ことは先に述べたが，前部要素が単独で使われていない
二

ものもあり，それらには適当に記号を与えた。例えば，

ヨカ類…………・……・・二等辺三角形

力類…………・……・・…長方形

ヨリ類…………………二等辺三角形
ハテ類…………・…・・…平行四辺形

ホド〜はいちょう形とした。これらの語形は，記号化以
前の問題として，調査文の「（百円）しか」の語義に直接

榿茶赤

・末尾が力以外の語形

ダケ〜はリボン形，バシ〜は腰掛形，グライ〜は桜形，
緑

対応しているものかどうか疑問があるが，シカの部分の
みを切り離して地図化することはせず，前部要素も合わ

キリ類………・………・・円形中白

せて示したのである。

つまり，語形の配列は，末尾がカである語形を先に並べ，

それ以外の語形を後に並べた。前者の中では，シカ類を

ホカの類には，〈toka＞〈toga＞も最後に位置付けてお
いた。形態の近さから言えば，一目類にも分類すること

先頭に置き，次にシカを後部要素にもつ複合語の〜シカ

はできるが，一応ホカ類に置いた。これらの語形のtoの

類を置いた。これらの類の記号の色は水色とし，形はシ

部分は，近くの山形西部に分布する〈gato＞などのtoと

カ類が線記号，〜シカ類は前部要素のキリ，ヨカ，ダケ

関係があろうか。

などの記号とそろえた。次に，ホカ類・バカ類・ヨカ類

バカの類には，〈baka＞〈bjaaka＞〈naka＞〈nara＞＜kana＞

という〜カの形の類を配列し，形態がシカ類に近い点を

などの語形も収めた。分布は，富山に〈naka＞〈nara＞の

考慮して記号の色も水色に近い紺を与えた。記号の形の

2つが近接している他は，離れてわずかに点在するにす

点では，語頭にhをもつホカ類とバカ類の近さを長方形

ぎない。やはりこの類に収めた〈hage＞〈hanee＞は，ハ

と正方形という共に四角形であることで表し，母音に。

テの類の〈hade＞などと似ているので，記号の形をそろ

をもつホカ類とヨカ類の近さを長方形と二等辺三角形と

えてある。このうち，〈hanee＞は分布地域が異なるが，

いう共に縦長の形で表現した。続いて，カの部分しかも

他は，33「（雨が）降っているから」などのくhage＞〈hade＞

たない力類を配列し，これにはシカ・ホカ・バカ・ヨカ

の地域と隣接しているのが興味深い。

ヨカの類およびヨリの類は；31「それより」において

などとカの部分が共通であることを示すために，それら
の記号の色と寒色であるという点で共通の緑色を与えた。

広い分布を有しているものである。この図での分布は，

ただし，それでは十分でないと考え，記号の形について

31図での分布に隣接するか含まれていることがわかる。

も一応ホカ類と同じ長方形を与えてある。末尾にカをも

ただし，両図の間で記号の統一ははかっていない。
カの類には，〈kasja＞〈kosa＞などの語形も含めた。

たない類では，ヨリ類を二等辺三角形の記号としたが，
これは，ヨカ類との形態上の類似を認めての処置である。

〈kasja＞〈kacja＞は，バカの類のくhacja＞〈haccja＞な

また，ハテ類を平行四辺形としたことにも，バカ類との

どと形態が近く，記号を合わせてある。これらの語形は

近さを反映させてある。さらに，ヨリ類とキリ類に，榿

また，シカの類の〈saka＞＜sa＞〈sja＞などとも形態上の

と赤という似た色を与えたのは，共にりという音節をも

類似が認められる。

ハテの類には，種々の語形をつめこみすぎた盛がある

つ点を考慮したのである。

各類ごとに少し詳しく見ていくと，まず，シカ類の中
では，語頭の音節がsi以外の語形には上の原則からはず

が，しかし，〜ate，〜ade，〜ato，〜azjaなど似た形態

をもつ語形を集めたという点では一貫している。この類
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の語形のうち，前述のとおり〈hate＞の仲間には平行四

と意味的に対応していないという積極的な証拠はないの

辺形の記号を与えたが，＜bacci＞などは菱形，＜gate＞

で，すべて採用することにした。凡例で言えば，終わり

〈gato＞などは分銅形，〈nade＞〈naNzja＞などは爪形とし

の方にまとめたダケの類，ホドの類，グライの類，バカ

た。また，〈tte＞＜de＞もこの類の最後に位置付け記号は

リの類がそれである。これらの語形は，いずれも47「皮

大記号の平行四辺形とした。このうち，山形のくtte＞

だけ」，48「寝るだけなら」，49「雨ばかり」，50「百円く

は，分布上隣接するくhatte＞と関係がありそうで，記号

らい」など他の地図に，一定の広い領域を有していたも

も似せたことはうなずけるが，能登のくde＞の記号は，

のである。それらの地図との関連を見ると，まずこの地

むしろ隣接する〈ηade＞やくnade＞の記号と合わせた方

図のダケの類は，48・49図のダケの類の分布にほぼ含ま

がよかったかもしれない。なお，秋田・山形の〈hate＞

れるが，関東・中部に回答が集まっている点，分布性が

〈gate＞〈Oate＞などは，52「百円ぶん」のくate＞などの

認められる。次に，ホドの類は50図で近畿を中心に領域

語形とも関連がありそうである。また，＜gato＞なども52

をもつが，この図での回答地域は中国西部や岐阜北部な

図に現れるが，そちらでの分布地域は主に西日本であり，

どの地域であるから，三図の分布は重ならず補い合う形
となっている。以上のダケの類，ホドの類に比べると，

この地図とは異なっている。

琉球の「だけぞある」「ぞある」にあたる形式は，凡例

グライの類とバカリの類の分布は散在的である。それで

の最後に一括して掲げ，適当に記号を与えた。否定形式

も，関東・中部

・近畿という日本の中央部に偏って見ら

を伴わないことを明示するために，〈〜ARU＞の形で示し

れる傾向はある。また，グライの類は50図の，バカリの

てあることは前述のとおりである。なお，〈gaanedu〜〉

類は47・48・49図のそれぞれ同じ類の分布にほとんど含

〈gamidu〜〉の2つの語形は，「だけぞ」にあたるもので

まれてしまうているとはいえ，中に例えば50図の方では

はなく，「までぞ」にあたる語形かもしれない。また，50「百

ホドの類やバカリの類を使い，この地図ではグライの類

円くらい」の地図に現れたくgamoodu＞などと関連のあ

を用いるなど，使い分けの存在する地点も認められる。

ることが考えられる。

このように見てくると，以上のダケ・ホド・グライ・バ
カリの類は，調査の対象とした「百円ぶん」の意味から
それた回答として単純にしりぞけるわけにはいかないこ

52．百円ぶん（ください）

とがわかってくる。

さらに，ホド・グライ・バカリなどが回答された背景

〔項目の性格〕

には，みかんをグラム単位で量り売りするという場合，

分量を表す共通語の「ぶん」にあたる方言形を見よう
とした項目である。類似の方言形が現れる関連項目に，

百円ちょうどにあたる数が得られることはなく，実際に

47「皮だけ（食べた）」，48「（食って）寝るだけなら」，

は百円前後の値段になるという現実に話者が配慮したこ

49「雨ばかり（降っている）」，50「百円くらい（使っ

とがあったのかもしれない。また，質問文では店でその

た〉」，51「百円しか（ない）」，55「安ければ安いほど（良

ような発話を行うという具体的な設定であることから，

い）」などがある。

「百円ぶん」にあたる直接的な言い方よりも，ホド・グラ

この項目の調査文は，「みかんを百円ぶんください（店
で言うとき）」であり，「百円ぶん」の部分の方言訳を話

イ・バカリのような二曲な表現が回答されやすかったと
いう事情も考えられよう。

次に，「ぶん」に相当する形式を用いず，「百円」を裸

者に求めた。そして，それを調査者に報告してもらい，
「ぶん」にあたる形態を取り出して地図化の対象とした。

地図化しなかった「百円」の部分は，50・51図と同様

の形のまま用いるという回答も多かった。これも，調査
文のような文脈では十分ありうる表現と考え採用した。

そのような地点は，主に関東から中部に固まって見られ

に全国的にヒャクエンおよびその音変種であった。
〔語形の処理〕

る。

意味的な問題として，共通語の「百円ぶん」の意味か

続いて，no，

nooなどの語形を回答してきた地点があ

ら微妙にずれているのではないかと思われる語形が，こ

り，これは例えば百円のみかんの山と二百円のみかんの

の項目では比較的多く回答されたことが挙げられる。た

山があったとして百円の方を指定するというつもりで答

だし，それらの語形を方言として見た場合，「百円ぶん」

えられたもののように一見思われた。しかし，分布にま
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とまりが認められる点，および6590．44の話者がnoは量

語形については色を前項の類と同じにし形は後項の類に

り売りのときでも用いると内省している点からみて，こ

そろえることを原則とした（後項の語形が独立に存在し

れらの語形の回答は誤答ではないと判断した。

ない場合は適当な形の記号を与えた）。その他，〈notokor−

最後に，7504．72［gakueNjano］，1271。05［Cakuensa：

o＞〈notoko＞＜dakenotoko＞は語構成上の対応を考慮し

ma］，0294．66［gakujemmuti］の3つの回答について

てガトコの類に分類し，記号の色はノの類に，形はトコ

は，「百円ぶん」に対応するものかどうか明らかではなか

およびガトコの類などに合わせた。

次に，各類ごとに見ていくと，まずプンの類には水色

ったが一応採用した。ただし，mutiはその地域では「〜の

方」の意味で用いられるのが普通と考えられ，とすれば，

の線記号を与えた。〈buNdake＞〈buNhodo＞の記号の形

先に述べたような百円のみかんの山の方を選ぶという状

をそれぞれ〈dake＞のリボン形，〈hodo＞のいちょう形

況を頭に描いて回答された語形ではないかと思われてく

に合わせたこと，およびくgabUN＞の記号の色を〈ga＞

る。そのような疑いもあるので，このmutiはくその他〉

の赤にそろえたことは，今述べたとおりである。
アタイの類は，〈atai＞を先頭に置き，

としておいた。

形態上のことでは，2764．81で［Φjag廿eNade］とは別

aiの部分が連母

音であるものから長母音であるものへ，また長母音の中

に［Φjag直ennadε］という形も回答されたが，これは

では広い母音から狭い母音へ，という順序で配列した。

くnadε〉として見出しに立てたことを明らかにしておく。

記号は正方形とし，上記の順序で塗りつぶした部分の多

ただし，この語形の語頭のnは，［Φja⑳eN］という前に

い記号にしていった。また，〈adεε〉に対して〈adε〉の

位置する語形の末尾のNに影響されたもので，〈nadε〉は

ような母音の短い語形は，記号の形を母音の長い語形と

そのような特定の音環境においてのみ現れる形ではない

左右対照にした。さらに，ataiのtの部分がtであるか

かと考えられる。

dであるかに注目し，前者については正方形を45度傾け

〔語形の分類と記号の与え方〕

た形の記号とした。最後の方に位置付けてあるくna

全体は大きく，プンの類，アタイの類，ダイの類，ガ

ataidake＞の記号の形を＜dake＞のリボン形にそろえた

の類，ノの類，．トコの類，ガトコの類，ガトの類，ガナ

こと，〈gatai＞〈katai＞＜gadai＞の記号の色を〈ga＞の

の類，ガムヌの類，ダケの類，ホドの類，グライの類，

赤に合わせたことは，前述のとおりである。なお，〈gatai＞

バカリの類，その他の語形および「ぶん」にあたる形を

以下の語形は次のダイの類に含めることも考えられたが，

用いない場合に分けられる。このうち，共通語にあたる

〈gatai＞〈katai＞の語中の子音がtであり，それはダイの

プンの分布は意外に狭く，関東に偏っている。

類には認められないことなどを根拠に，一応アタイの類

さて，各類ごとに説明を加える前に，複合形態の分類

に入れておいた。

そのアタイの類とダイの類とは形態上よく似ており，

と記号の与え方について述べておく。この項目では，
buNdake，

gabuN，

gatokoroのような複合形態が多く見

記号の色も共に緑色とした。また，記号の形も両者に四

られた。そのうち，ガトコの類やガムヌの類など語形の

角系統を与えてある。ダイの類の語形の配列はアタイの

バラエティーが豊富であったり分布にまとまりのあるも

類同様に母音部分に注目して行い，記号の塗りつぶし方

のについては1類として立てたが，それ以外は他の適当

もアタイの類と並行的に処理してある。

次に，ガの類の記号は色を赤とし，形をU形とした。

な類に分類した。その際，〈gabuN＞，〈gatai＞＜katai＞
〈gadai＞，

〈gadake＞，

〈gahodo＞

〈Oahodo＞

その後のノの類の記号の形も同じくU形としたのは，か

〈gaahodo＞

というガ〜，カ〜などの形は後項の類に，この場合はそ

とノが例えば13図に見るように共に準体助詞として機能

れぞれプンの類，アタイの類，ダケの類，ホドの類に分

している点に着目したためである。ただし，形態は大き

類した。一方，〈buNdake＞〈buNhodo＞＜buNmo＞，

く異なるので色は変え，ノの類は紺とした。

＜adεεde＞〈na

続いてトコの類には茶色の二等辺三角形記号を与えた。

ataidake＞，＜gatokodake＞は前項の類

に，この場合はそれぞれプンの類，アタイの類，ガトコ

そして，トコの部分を共有する次のガトコの類にも同じ

の類に分類した。記号は，後項の類に分類した語形（ガ

く二等辺三角形記号を与え，こちらは色をガの類とそろ

〜）については色をガの類と同じ赤とし，形をそれぞれ

えて赤とした。ガトコの類の内部では，まずくgagoto＞

後項の類の記号に合わせた。一方，前項の類に分類した

〈uaoodo＞のようなトとコとが逆になった形を最後の方
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にもつていき，これらの記号は横向きの記号とした。ま

を与えてある。なお，これらの類の語形は，他の関連項

た，＜gatokoro＞のように末尾にroをもつ語形を先頭に

目と記号を特にそろえてはいないが，ホドの類について

置き，これには平二等辺三角形を与えた。次に，トコの

は相補的な分布を見せる50図のホドの類と，記号の形を

部分の子音に注目し，toko，

いちょう形に合わせてある。

togo，

doko，

dogoの順に

並べた。この点は記号の上には塗りつぶし方の違いとし

最後に，孤例であるくjano＞とくsaama＞には適当な

て反映させてあり，有声音のものほどぬいた部分の大き

記号を与え，〈（HYAKUEN）〉という「ぶん」にあたる

い記号とした。また，ガの部分が鼻音であるものは上向

形態を用いない形式は蝶ネクタイ形記号とした。

きとし，非鼻音であるものは下向きとした。その他，

53．皮ごと（食べた）

〈notokoro＞などをこの類の最後に置き，〈gatokoro＞な

どと記号をそろえたことは，前述のとおりである。

続いて，ガトの類を配列した。上記のガトコとの形態

〔項目の性格〕

一緒に含めて扱うことを表す共通語の「ごと」にあた

の近さを考慮し，二等辺三角形にやや似ている涙滴形記
号を与えた。色は，ガトコ同様赤としてある。この類は，

る形式について見ようとした項目である。

語末に母音をもつか否か，もっとすればどんな母音か，

この項目は，「みかんを皮ごと食べた」という共通語文

またその母音の前の子音は何か，というような点に注目

を提示して「皮ごと食べた」の部分の方言訳を話者に求

して語形を配列してある。記号は，語末の母音をもつ語

め，「皮ごと」の部分を報告してもらい，その中の「ごと」

形に涙滴形を与え，母音がiやuという狭いものには二

に当たる部分を地図化したものである。「皮」の部分につ

本脚を付けた。それに対して，語末の母音のない〈gat＞

いても若干の語形変種が各地で得られたが，それらの内

などは円形記号とし，狭い母音の語形との連続性に配慮

容は「資料一覧」で見ることができる（47「皮だけ」の

して二本脚を付けた。また，語末の母音およびその前の

解説も参照）。

子音の違いを記号の塗りつぶし方の違いに，語頭の子音

なお，この図では，同類の語形の占有地域が存在する

が9であるか0であるかを記号の上下の向きの差に，そ

反面で，東北北部，中国，四国西部，九州北部などでは，

れぞれ反映させてある。

各類の語形が単用もしくは併用として混在する傾向が認

次に，ガナの類の〈gana＞＜ηana＞は，上のガトの類

められる。それらの地方では，各種の語形の間に微妙な
意味・用法の違いが存在することが予想される。

との形態的な類似から同様に涙滴形記号とした。特に，

ガトの類の〈gata＞とは極めて形態が近いため，同じ中

〔語形の処理〕

黒記号を与えてある。ただし，色は少し変えて榿とした。

まず，形態上問題となったものについて述べる。

また，この類には語末の音節にnをもっという点で共通

7422．56の内容は［k証goto］であったが，これは，［9］

の＜gaN＞〈ηaN＞も一緒に収めた。記号は〈gana＞＜Oana＞

の直前に鼻音を伴う地域的な音韻現象と認めて，＜ooto＞

の記号の印象に近い中白記号を与えたが，円形としたの

ooto，

は，上のガトの類の〈gat＞〈oat＞との形態の近さを考慮

に従った処置であるが念のため記す）。また，7229．75は

したためである。

［kawaba

Ngotoの見出しの下に分類した（「語形の統合規則」

illoki］と［kawagurumiコとの併用であり，

前者の［i∬oki］はあるいは［i∬oni］の記録ミスではな

次に，ガムヌの類はガの類に合わせて赤の記号とし，

プンの類との形態上の類似性に注意して線記号に近い二

いかと疑われたが，録音テープを聴取したところ，やや

形記号を与えた。

不明瞭な発音ではあるが，話者は［i∬oki］と言っている

以下，前述のように他の関連項目に広い分布の現れる
ダケの類，ホドの類，グライの類，バカリの類を並べた。

と判断されたので，そのままくba

次に意味上，あるいは表現上問題となったものについ

これらの記号の色は紺とし，ダケの類をリボン形，ホド
の類をいちょう形，グライの類を爪形，バカリの類を鳥
形や十字形・桜形などとした。このうち，バカリの類の

issjoki＞として採用し

た。

て記す。

この項目では，「（みかんを）マルゴト（食べる）」「マ

＜buri＞〈puri＞〈ppuri＞については，プンの類の＜buni＞

ルノママ（食べる）」に当たる，「皮」の語を用いない形

などとの形態的な近さに注目し，プンの類同様に線記号

式も回答された。これらは調査文に意味的に対応する表
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現ではあるが，この項目の主旨からはずれた回答（文脈

きのmadeは，先に述べた理由により採用とした）。一

不正）として不採用とした。2793．04のカワムガネデマ

方，2095．60ではka：barilikjanaの単用であり，この地点

ルコデ，4706．43のマルコデ（「まるごとの意」との注あ

の47図の語形は〈gasi＞である。このbari∫ikjanaはこの

り），7305．22のマルタマ，6656．31のマルゴト，5659．46

地域に分布する〈sikeena＞〈cfkina＞〈cukineera＞〈kkina＞

のマルノマンマがそれである。4697。92のカワムガネーデ

などと関連する「皮ごと」に当たる語形と判断し，

もこれらに準ずるものとして不採用とした（これらは，

〈barfsikjana＞として採用した。

以上のほか，採否が問題になった語形として，3721．11

いずれも他の採用すべき語形との併用であった）。

これに対して，カワトイッショニ，カワモイッショニ，

のカワマジリがあった。これには「若手」との注が付い

カワモミナなどの類は，ゴトのような単一の付属形式で

ており，カワマチケ，カワマチカとの3者併用であって，

はないが，調査の文脈に合致した回答として，〜トイッ

後2者の語形には「古」との注が付いていた。この「若

ショニ，〜モイッショニ，〜モミナを見出し語形として

手」を「若者が使う」と解釈すれば高年である話者は使

採用した。これらの類は全国に散在するものの，九州北

用しないことになり，「語形の採用規則」により，原則的に

部，愛媛西部，中国の一部などに集中する傾向も認めら

不採用となる。しかし，このケースについては，「若手」

れる（これらの地域が他の多様な語形の混在地域である

の意味を，「古」に対する比較の上での「新」であり，話

ことも注目される）。

者自身も使用する語形と判断して採用することにした。

一方，質問文との意味のずれが疑われる形式として，

〔語形の分類と記号の与え方〕

まず，マデの類とモの類があった。「（皮）マデ」は，「実

まず，全体をゴト類，モズラ類，グルミ類，ママ類，

ばかりではなく皮までも」ないし「実はおろか皮までも」

その他の類に大別し，それぞれに，緑，水，茶，赤，紺

の意であり，「皮ごと」とはやや意味がずれている可能性

の色を与えた。なお，ゴト類に含めた語形の一部（〈oucir・

もある（意味がずれているのではないかという話者ある

a＞など）とモズラ類に含めた語形の一部（〈muzura＞

いは調査者の指摘のあった地点もいくつかあった）。しか

〈mazura＞など）との間には語形の類似および分布の近

し，仮にずれがあるとしても，その差は微妙かつ連続的

隣性が認められるので，両者には互いに類似する色を与

であり，また，他の諸形式の中にも共通語の「まで」と

えた。

類似の意味をもつものが含まれている可能性のあること，

ゴト類は〈goto＞からくgisi＞までの類と〈Oocura＞以

地図に見られるように，〈made＞は東北北部や中部など

下の類とに大別し，前者には円形，後者には正方形を基

に地域性をもって分布するから，それらのすべてに意味

調とする記号を与えた。ゴト類のうち，〈goto＞から

のずれがあるとは断定できないことなどの理由により，

くgotoni＞までの一to，・doの語形にはぬき，またはそ

これらのマデの類を採用し，モの類も同様の理由により

れに近い記号を，〈gocu＞からくgutu＞までの一uの語形

採用とした。

（またはそれに近い語形）には中白または中黒の記号を，

ほかに，意味のずれが疑われるものとして，7302．56の

〈goci＞からくouzi＞までの・iの語形には半ぬきの記号

ダケ，2790．38のbari，2095．60のbarflikjanaがあった。

を，＜gote＞からくgotee＞までの一eの語形にはべた，ま

このうち，7302。56はカワゴミ，カワノママ，カワダケの

たはそれに近い記号をそれぞれ与えた。また。・の語形に

3併用として報告されている。47「皮だけ」の図を見る

は一本線つきの記号を与え，g一の語形との間に記号の関

と，この地点は〈bakkari＞であるが，地域全体としては

連性も持たせた。たとえば，〈goto＞とくOoto＞，〈godo＞

くdake＞が広く分布しているから，「皮ごと」の項目にお

とくoodo＞，＜gucu＞とくoucu＞とは，それぞれ線の有無

けるカワダケは誤答と認めて不採用にした。また，2790．

のみが異なっている。

38ではkawabarf，

kawamade，

〈gosi＞からくgisi＞までは一siの語形である。これらに

kawam茸NtsUkeの3併

用であり，前2者には調査者の疑問符が付けられ，最後

は大記号を与え，一ciの語形との間に記号の関連性を持た

の語形に話者の「正しい」という判断が注として付いて

せた。たとえば，＜gOCi＞とくgOSi＞，〈gUCi＞と

いた。47図ではこの地点は〈dage＞とくbari＞の併用で

くgusi＞，〈uuci＞とくuusi＞とは，それぞれ記号の大小の

あるから，このkawabariは共通語の「皮だけ」にあたる

みが異なっている。

形式と判断してこれも不採用とした（ただし，疑問符付
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〈Oocura＞から＜Uossja＞までは一raの語形およびそれ

の種類が多すぎて，それぞれの語形の領域が目立たなくな

に類似する語形を並べた。これらには正方形を与え，一ra

のない語形との間に記号の関連性を持たせた。たとえば，

る恐れがあるので，それらのうち，やや分布領域の広いグ

〈goci＞とくgocira＞，＜ηuci＞と＜Oucira＞との関係など

ルミ類に茶を，ママ類に赤を与えて他の類と区別した。
茶を与えたグルミ類のうち，グルミにはべた，グルメ

がそれである。また，〈gocja＞からくηossja＞までは，

にはぬき，ガラミには半ぬきの記号を与えた。これらの

〈gocira＞〈gucira＞など一raの語形との関連を考慮して，

記号の形および凡例上の位置を決めた。しかし，たとえ

うち，ガラミは他の二者と独立した領域を有しており，

ば〈guccja＞（6711．35）の近くに一raの語形は見られな

形態的にもグルミ・グルメと離れているので，とくに記

いなど，個々の語形の系統については検討の余地がある。

号の形を変えた。

〈mozura＞以下の語形については，〈Uocura＞以下の語

赤を与えたママ類のうち，ノやンの付かない〈mama＞

形との関係を考慮して正方形を与え，両類の語形の類似

から＜maamaa＞までは両手付き記号とし，ノ〜とン〜の

度に応じて記号を似せた。たとえば，〈uozura＞と

語形には，それぞれ一定の記号を与えた。〈maNma＞

くmozura＞，〈nuzura＞などの関係がそれである。これら

〈nomaNma＞のような・N一の語形は記号を横向きとした。

は分布の上でも互いに密接な関係があり，たとえば，緑

〈maN＞（7219．50）は語形が離れているが，分布などから

の類の＜OUzura＞は，水色の類の〈muzura＞＜mozura＞

判断してこの類に入れておいた。

次に紺の類について記す。これらのうち，まずくmoto＞

〈mazura＞などの近くに分布している。
水色の類のうち，〈mozura＞からくmoNzira＞までのmo一

からくmoteo3ra＞までを一類と認めて一定の記号を与え
た。そのうち，＜moto＞は緑の類のくuoto＞の領域中にあ

の語形には中白の正方形を，〈muzura＞からくmuzira＞
までのmu・の語形には中黒の正：方形を，〈mazura＞から

り，語形も近いので記号の形を似せた。＜mote＞は5548．

＜mazira＞までのma一の語形には鍵穴形の記号をそれぞ

55，5579．79，5585．09の3地点に見られるが，このうち

れ与えた。ma一の語形のうち，〈mazura＞からくmaNzura＞

5585．09のものはくmotera＞および緑の類のくOote＞と隣

までの一zu一の語形には大記号を，〈mazira＞からくmaziri＞

接しているので，〈mote＞にはくηote＞とくmotera＞の

までの一zi一の語形には小記号を与えた。なお，＜maNzjo＞

手形に通ずる記号を与えておいた。〈motera＞には緑の類

は分布から見ても水色の類に含めて良いと思われるが，

のくηotera＞と同一の記号を与えた。〈motera＞とくOotera＞

語形がやや離れているので記号にもそれを反映させた。

とは一部の地域（岐阜北部）で分布が隣接している。

〈macikara＞からくmuNcukε〉までは一類と認め，こ
れらに涙滴形の記号を与えた。これらはモズラやマズラ

〈moteOara＞（5516．19）には，語形と分布の両方の類似性

に注目して〈motera＞と同形の記号を与えた。

と語形がやや離れており，一定の地域性も認められるが，

以下，ゴメ類，トモ類，ナリ類，ナガラ類，サラ類，

分布の上から両者の関係は密接であると判断して同じ

マデ類，スイ類，子心ケ類，チキナ類，〜トイッショニ

色を与えた。これらのうち，〈macikara＞からくmacikur−

類をそれぞれ一類と認めて，それらに一定の記号を与え

e＞までの・kara，一kura，一kureの語形にぬき記号を，

た。

〈maNcukera＞から＜macirake＞までの一kera，一rakeの

ゴメ類のうちくgokume＞（7390．70）は語形がやや離れ

語形に半ぬき記号を，＜maNcuke＞からくmaNcike＞まで

ているが，〈gome＞と分布上も関係があると判断して，

の一keの語形に中黒ないしは白丸入りの記号を，〈maN．

それと類似の記号を与えた。また，小刀形を与えたトモ

cuka＞とくmacika＞の・kaの語形に中線入りの記号を，

類のうち，〈tome＞からくtomi＞まではくtomo＞と分布

〈mUNcuke＞以下のmu一の語形にべた，またはそれに近い

がやや異なるが，一部の地域（九州西部や屋久島・種子
島付近など）では互いに近くに見られるので，記号の形

中白の記号をそれぞれ与えた。

なお，水色の類全体を通じて，〈moNzura＞＜moNzura＞

や位置を互いに関連させた。〈te＞とくtee＞はともに8352．

〈maNzura＞〈maNzura＞〈maNcikara＞〈maNcukera＞な

08にあり，〈tomo＞とくtomi＞に隣接しているので，そ

どの一N・，・N一，の語形は，それらを含まない語形に対して

れを記号の形と位置に反映させた。

マデの類は全国に散在するが，このうち中部から関東

横向きの記号を与えた。

〈gurumi＞以下の語形は比較的勢力の小さいものであ

にかけて分布するものは，いずれもサラの類に接してい

る。これらには一括して紺を与えても良かったが，語形

る。マデの類が共通語の「ごと」と意味がずれている可
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能性のあることは先に述べたが，あるいはサラの類もマ

サ，サナなどの形も見られた。詳しくは，「資料一覧」を

デの類と類似の意味をもつものかもしれない（これは，

参照してほしい。

サラの類が共通語の副詞の「さらに」と発生的に関係が

〔語形の処理〕

あるかもしれないと考えたことによる）。その可能性を考

3740．34の調査者が［kasadaba］の回答に対して，指

慮して，両者の凡例上の位置を並べておいた。なお，3787．

定・限定的な場合にこのように言うとの注記を加えてい

45の〈mede＞は分布も参考にしてマデの類に入れた。こ

るように，秋田を中心に分布するdabaは例示の意味で

れについては［made］の記録の誤りでないことを録音テ

はなく，それと限定して取り立てる意味をもつ語形と考

ープにより確認した。

えられる。その点は，この語形が11「ビールは（飲まな

〈katake＞からくtaagee＞までは一類としてまとめた

い）」，12「酒は（飲む）」の地図にも現れていたことから

が，このうちくtakii＞1157．92，1261．22と〈taagee＞1233．

も知られる。また，3772．61の調査者が［kasanaba］の回

52は他の語形と分布がかけ離れている。しかし，広島県

答に対して，

「傘なら」の意味らしいと述べているごと

に見られる＜katakeni＞とくtakeni＞は分布が隣接して

く，daba同様にnabaも例示ではなく，取り立てを表す

おり，〈takeni＞〈takii＞〈taagee＞の間には語形の類似が

ものであろう。したがって，これらのdaba，

nabaなど

の語形は，例示という意味合いを含まないという点で調

認められることから，このように処理した。
issjoni＞以下は，〜トイッショニ類と〜モミナの類

査文の意味にかならずしも合致するものではないかもし

に分けられる。前者には爪形，後者には分銅形の記号を

れないが，そのはずれ方は極めて微妙であるため，地図

与えた。．なお6428．09の〈no

上に載せることにした。

〈to

mukkii＞（回答形は「カワノ

同様のことは，waや，それが「傘」の末尾と融合した

ムッキー」）は良く分からないが，連語形であるのでこの
位置においた。その意味では3741．06の〈mo

hutozini＞

可能性のある［kasa：］という形，また［kasa］という裸

（これは「（皮も）一つに」であろう）も，この位置に並

の形の回答などにも言えるであろう。これらの形も，例

べた方が良かったかもしれない。

示ではなく，取り立ての形式であることが考えられる。

〈masi＞以下の語形は変種の数が少ないものを一括し

採用した語形の中には，この他にも取り立ての意味で使

て並べたものである。このうち，5566．37の〈usura＞に

われているものが含まれているかもしれない。例えば，

は緑の類の〈uuzura＞と同じ形の記号を与えておいた（た

6485．21の［カサヤ］について，話者自身は特に傘を指し

だし，分布上は関係がなさそうである）。

て強く言う場合の表現であるという趣旨のことを内省し
ている。

次に，5463．73の［kasamade］は，「傘がいるほどには」

54．傘なんか（いらない）

の意であると調査者の注が付けられている。また，0247．
31の［kasaUkjagadija］も話者は「傘までは（いらない）」

〔項目の性格〕

例示を表す共通語の「なんか」に対応する方言形を求
めようとした項目である。特に，取り上げた対象を否定

の意であると述べている。したがって，これらの回答は
質問のねらいからややそれた回答であると思われるが，

的にみなす場合の用法について，ここでは見ようとした。

しかし，そのそれ方は微妙であるので，ここでは上記の

例示を表すという点では44「お茶でも（飲もう）」と意味

ような問題点を明記して採用することにした。

的に共通する面もあるが，両項目で回答された語形に重

続いて，2072．20で採用した＜NtaNtiN＞は，［sana

なる部分はほとんどない。むしろ，取り立ての形式を調

minuntantin］として回答されたものである。sanaは「傘」

べた11「ビールは（飲まない）」，12「酒は（飲む）」など

にあたるがminuは「蓑」に対応する。この2つの語を続
けたあたり，文脈はかならずしも調査文と対応していな

の項目に共通する語形が認められる。
この項目の調査文は，「傘なんかいらない」であり，そ

いかもしれない。地図には［ntantin］の部分のみを切り

の全体の方言訳を話者に求めた。そして，「傘なんか」の

取って示したが，実際の回答は上のようであったことに

部分について調査者に報告してもらい，そのうち「なん

注意してほしい。

次に，7302．56では［kasawamo：］という回答が得られ

か」にあたる形態を取り上げて地図化した。

「傘」の部分は全国的にカサが用いられ，琉球ではハ

たが，末尾のmo：の部分は副詞の「もう」にあたる部分で
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あると見て，waの部分のみを地図に示した。また，6527．

る。〈（kasaajaako）〉〈（kasa3doa）〉＜（kasaamitai−

95の［kasa

namoN）〉〈（kasaasoonamunoo）〉〈（sanaajarabaN）〉

ma：（iraN）］も，調査者の注記として「傘は

もういらない」にあたる説明されているので，ma：の部分

〈（kasaanu

atai）〉。

は「もう」に対応すると認められる。この場合，上記の

〔語形の分類と記号の与え方〕

例にならえばma：を抜いたkasaの形を採用すべきとこ

全体は，ナンカの類，ナンテの類，ナドの類，ナンの

ろであるが，この地点では［kasa：（iraN）］という回答も

類，ヤナニヤの類，やの類，ヤコソの類，ヤラの類，ダ

なされており，ma：の入らない表現ではkasa：と伸びるの

キャの類，ダバの類，ドマの類，カタケの類，ヌキャー

が普通のようであるから，kasa：の形を取り上げることに

の類，ンデーの類，ミタイナモノの類，モナニモの類，

しkasaの形は採用するのを控えた。さらに，6485．49で

ワの類，その他の語形，無助詞，などに分けられる。こ

は［カサヤ

イランワ］の回答が得られ，隣接の

のように，いろいろな種類の語形が見られるが，分布上

カサヤ

優勢なのはナンカの類とナドの類である。

モー

6495．07では［モー

ー

イラン］および［カサヤ

モ

凡例では，最初にナないしはナンという共通の要素を

イラン］の回答が得られたが，このモーも副詞の「も

う」であろう．。特に前者の地点では，録音テープによれ

もつナンカの類，ナンテの類，ナドの類，ナンの類，ヤ

ば調査者が「今日はもう日よりだから，……」という設

ナニヤの類を掲げ，これらの記号は水色で統一した。ま

定で質問を行っており，話者の回答に現れたモーは，そ

ず，ナンカの類では，＜naNka＞を先頭に置き，以下，カ

の設定に引かれたものと推定される。したがって，これ

の部分の変種，ナの部分の変種の順に配列し，最後にナ

らの地点の回答はやの部分のみを取り上げ〈la＞として分

ンカの前にやの付いた＜janaNka＞などの．語形を示した。

類した。ただし，隣接した2地点で同様の表現が回答さ

この類の記号の形は円形とし，適当にバラエティーをも

れたことは注意され，やとモーを組み合わせた言い方が

たせた。〈aNka＞および〈jaNka＞というナの形をとらな

それらの地域で慣用的になっていることも考えられる。

い語形は楕円形記号とした。記号の形がやや離れてしま

また，分布上北側に近接する〈lakoo＞と関連があるとす

ったが，〈jaNka＞とやコソの類の〈jaka＞とは形態が類

れば，上記の回答のやとモーとはむしろヤモーのように

似し，また分布も近いので注意が必要である。なお，ヤ

1単位として機能している可能性もありえよう。そうし

〜の語形には大記号を与えたが，それはこの類に限らず，

た可能性には十分注意が必要である。

〈janaNdo＞，〈janaN＞，〈jara＞など他の類の語形にも同様

この他，3753．89の〈ha＞や3774．64の〈haa＞も副詞の

の処置をとってあるし，＜ja＞自体も大記号としてある。

「もう」などにあたる語形である疑いは残るが，しかし，

次のナンテの類は曲玉記号とし，続くナドの類は三角

こちらは11「ビールは」，12「酒は」においても隣接地点

形記号とした。ナドの類に含めた語形は多いが，まずナ

で現れており，また，調査者が強調の助詞であるとの注

ドの仲間を掲げ，次にやの付いたヤナドを掲げ，最後に

記を加えている（3753．89）ものであるから，採用した。

ナドと子音が逆転しているダノを示した。記号と共に細

形態上のことでは，まず，3736，03の［kasanaNdっ響］を

かく見ると，＜nado＞はぬき記号，＜nadoa＞は横線の入

くnaNdoっ〉として採用したことに注意しておく。この地域

った記号，〈naNto＞は白丸入り記号，〈nadaa＞は上半分

はオ段長音の開合の区別を有する地域か否か明らかでは

の骨ぬき記号，〈nazo＞は横半分の半ぬき記号とするな

なく，そのような場合，原則ではooにまとめてしまうと

ど，．ナドのドの部分の変種に応じて塗りつぶし方を変え

ころであるが，分布上近くにくnadoa＞〈naNdaa＞などの

た。また，〈naNdo＞は右向き，〈naNdo＞は下向きのよう

関連する語形が存在し，上記の語形をっっのまま採用する

に，Nの入り方によって記号の向きを変えた。さらに，

ことには方言地理学的な意味があると認めてそのような

〈naNdowa＞〈naNtowa＞のようなwaを末尾にもつ語形

例外的な処理を行ったのである。

には一本線付き記号を与えた。次に，．ヤ〜の形は前述の

次に，見かけ上「傘」にあたる形態の末尾の母音が伸

ように大記号とし，記号の塗りつぶし方などはやの付か

び，その後に「なんか」にあたる形態が付いたような形

ない形にそろえた。最後のダノの仲間は正方形記号とし

になっている回答がいくつかあった。それらについては，

たが，これは，dを語頭にもち語中に鼻音をもつという

あえて「傘」と「なんか」とを切り離すことはせず，全

点で類似のドマの類の記号とそろえたためである。また，

体をかっこに入れて凡例に示した。次の語形がそれであ

二本脚を記号につけたのは，やはり形態の類似が認めら
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れる＜nano＞の記号の平二等辺三角形に印象を近づけよ

まず，ミタイナモノの類には，ミタイナ〜（涙滴形記号）

うとしたためである。

の他，ノヨーナ〜（菱形記号），ソーナ〜（正方形記号），

続くナンの類には分銅形記号を，ヤナニヤの類には爪

ンゴタッタ（いちょう形記号）という形式を収めた。記

形記号を与えた。ヤナニヤの類はどの語形もヤ〜の形で

号の色は茶で統一してある。次のモナニモの類には，モ

あるから，すべて大記号となっている。

ナニモ（蝶形記号）の他，〈teNnaniteN＞など「〜でも何

次の〈ja＞単独の形，ヤコソの類，ヤラの類は緑色とし

でも」にあたる形式（曲玉記号）を一緒にした。この類

た。このうち，ヤコソの類では，ヤコの後にソ，ト，シ

の色は紺である。なお，モナニモとの関連で，〈mo＞もこ

などの子音＋母音の音節をもつ語形にY形やT形という

の類に含めておいた。

脚のある記号を与え，それ以外の語形にV形やU形とい

〈nagoo＞以下〈marija＞までは，その他諸々の語形を

う脚のない記号を与えた。また，語末の母音が。かaで

集めたものである。このうち，〈Ntana＞はナドの類の末

あるものはべた，iであるものはぬき記号としてある。

尾に置いた〈Ntano＞と形態が近いので同じ形の記号とす

また，＜jakoo＞に対して〈jako＞，＜jakaa＞に対してくjaka＞

るとか，〈Nra＞

はヤラの類の〈ra＞と似ているので同様

という母音の短い形は，記号の向きを逆さまにしてある。

に矢印記号とするなど，他の類との関係に注意した記号

ヤラの類は〈jara＞の他〈ra＞〈raa＞を一緒にし，矢印記

の与え方を行った語形もある。
その後に，ワの類，「傘」の語末の母音が伸びたように

号を与えた。〈jara＞はや〜の形であるため大記号である

見える類，無助詞の類と続けたが，これらを連続した位

が，他は零記号である。
次に，ダキャの類，ダバの類，ドマの類一という順に，

置に置いたのは，形態的な類似に注目したためであり，

dを語頭にもつ語形の類を並べた。これらには色は異な

また，通時的な変化の過程に配慮したためでもある。こ

るが四角系統を与えるということで記号を共通させてあ

れらの類はいずれも線記号とし，〈（KASA）〉に最も単純

る。このうちダバの類は平行四辺形とし，ダの部分をも

な直線記号を与えた。さらに，〈wa＞などは前述の〈ja＞

たないくba＞〈Nba＞はぬき記号とした。また，〈doba＞

とも語形が近いわけであるが，その点は，〈ja＞の記号を

は次のドマの類の〈doma＞との類似性を考慮し，記号を

傘形という線部分の目立つ記号にしたことに反映させた

正方形にした。さらに，〈naba＞はナドの類に含めた

つもりである。

くnada＞＜nara＞と形態が近いことから，それらと同様下

55．安ければ安．いほど（良い）

半分の半ぬき記号としたが，記号の形なども似せるべき
だったかもしれない。次のドマの類には，〈doa＞〈daa＞

などmをもたない語形も一緒にしたが，これらは先のダ

〔項目の性格〕

バの類とも形態が共通する面のあることは言うまでもな

程度を表す共通語の「ほど」にあたる方言形を見よう

い。分布にも関連性が認められるようである。なお，ダ

とした項目である。特にここでは，「〜ば〜ほど」という

バの類とドマの類とは語形に似ている面が強いので，赤

慣用的な言いまわしで，一方の程度に応じて他の程度も

と榿のように同系の色を与えた。

変化することを表す用法について明らかにしょうとした。

続いて，カタケの類，ヌキャーの類，ンデーの類を並

類似の方言形が現れる関連項目に，47「皮だけ（食べ

べた。記号の色は紺としたが，これはいずれの類もさほ

た）」，48「（食って）寝るだけなら」，49「雨ばかり（降

ど有力な類ではないための処置であり，特に形態の類似

っている）」，50「百円くらい（使った）」，52「百円巫

を認めたためではない。ただし，前述のダキャの類と，

（ください）」などがある。

このヌキャーの類とはキャの部分が似ているため，お互

この項目の調査文は，「安ければ安いほど良い」であ

いに印象の近い形の記号を与えた。また，カタケのタケ

り，その全体の方言訳を話者に求めた。そして，「安いほ

の部分とダキャとについても共通性があると言える。そ

ど」にあたる部分を調査者に報告してもらい，そのうち

の点は特に記号の形に反映させることはしなかったが，

「ほど」に対応する形態を取り上げて地図化した。

地図に示さなかった「安い」の部分には，ヤスイの他，

色だけは紺でそろっていることになる。

次のミタイナモノの類およびモナニモの類は連語的な

ヤスー，ヤス，ヤシー，ヤシ，ヤスカ，ヤシカ，ヤッサ

形式の類であり，発想法の観点からまとめたものである。

ルなどの形が見られたが，その詳細については「資料一
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を避けて〈uurεε〉と表示した。内容はuurεおとしてあ

覧」を参照してほしい。
〔語形の処理〕

る。

共通語の感覚で見ると，選択を表すのが普通であり，

〔語形の分類と記号の与え方〕

調査文の意図をややはずれているのではないかと思われ
る語形があった。hooga，

hogaなど「方が」に対応する

と考えられる語形である。ただし，これらが方言として

全体は，ホドの類，ホーの類，シコの類，バーの類，
ダケの類，クライの類，ガの類，ウッピ・ウッサルの類，
ガヌスィの類，ナーカの類，その他の語形に分けられる。

も調査文の意味からそれているという確証はない。その

このうち，ウッピ・ウッサルの類を除くダケの類以下の

ような意味のずれは，7503．91の地点を除いて調査者から

語形は分布が乏しく，1つの類として取り立てるほど有

も特に指摘はなかった。また，分布上，これらの語形に

力なものではなかったかもしれない。分布は全国的にホ

はある程度のまとまりが見ちれ，地域によっては調査文
と対応する意味でhooga，

ドの類が優勢で，他を圧倒している。

hogaなどを用いている可能

まず，ホドの類は水色とし，ホの部分の母音が。であ

性も十分ある。したがって，これらの語形は採用するこ

る語形に円形記号，Uである語形に涙滴形記号を与えた。

ととし，地図上に示した。さらに，hooについても同じよ

また，ホの後にNの入る語形には記号に縦線を入れたり，

うに地図に載せた。ただし，4653．66については調査者が

ドの部分の母音がUである語形には中黒記号や白丸入り

誤答の疑いのあることを注記しているので慎重を期して

記号を与えたりするなど，バラエティーをもたせた。さ

不採用とした。また，0717．50［jasukereba

jasuiho：

らに，この類の最後には，〈hodoga＞などホド＋ガの構成

i：nal］は，カエッテが入ることにより文意が調査

をもつ語形をまとめ，記号の形は次の類の〈hooga＞など

文とややずれると考え，くその他〉にまわした。なお，以

に似せて長方形とした。このうち，＜hodoga＞とくhozuga＞

上と同様の問題は，わずかに散在するga，

は分布上〈hooga＞と近い位置に認められる点は注意して

kaette

nogaなどの語

形についてもあてはまりそうであり，また，石垣島の

よい。

mutiも「方」にあたる語形だとすれば同じ疑問が残る
が，上記のhooga，

ることを考慮し，水色に近いという意味で緑色の記号と

hogaなどに準じて採用した。

さらに，kurεε，

次のホーの類は，上のホドの類と形全的に類似点のあ

kurjaなど「くらい」にあたる形も，

共通語的感覚からすれば不自然であるが，岩手・宮城に

した。形は四角系統であり，分布の目立つ＜hooga＞など
には長方形の半ぬき記号を与えた。

続くシコの類とバーの類は，ホーやホドの類と形態が

分布が偏ることもあり，一応採用した。

次に，文全体の意味は調査文の趣旨をくみとってある

離れるので赤および茶色の記号とした。また，形は前者

が構文が異なり，「ほど」にあたる形態が得られなかった

が二等辺三角形，後者は矢印形である。やや形の似た記

回答があった。例えば，4772．12［jasukattara

号になってしまった感はあるが，両者の形態的類似を認

jasukutemo

e：］，9313．46［jasukajori

uenokota

naNbo

めての処理では全くない。

naka］

ダケ以下，分布の劣勢な類はすべて紺とした。このう

などがそうである。これらはくその他〉として分類した。
一方，1942．62［jasuihol

スケレァ

ヤスイデ

kattekinasai］や，5516．19［ヤ

ヨイ］などは，明らかに文意をは

ち，ガの類に長方形記号を与えたのは，先のくhodoga＞

＜hooga＞などガをもつ語形にそろえたのである。ウッ
ピ・ウッサルの類は，語頭が？uであるという点で共通の

ずれた回答と判断し，不採用とした。

形態的なことでは，琉球の回答で「安い」と「ほど」

〈？uppi＞などとく？ussaru＞などをまとめ，黒丸部分をも

の部分をどう分離すべきか明らかでないものがあった。

つ記号を与えることで記号にも共通性をもたせた。ただ

1271．

し，その点以外は形態的に離れるので，〈？uppi》などは

05［tla：jassaN？tla］がそれである。これらは，周囲に

面記号の鍵穴形，＜？ussaru＞などは線記号の鍬形としてあ

1251．27

［jassasuru］，

1270．26

［tla：jasaliru］，

くsaru＞，＜ssa＞などの形が見られることなどを手がかり

る。〈c

に，一応それぞれ〈suru＞，〈siru＞，＜c

類の末尾に位置付けておいた。

ja＞として凡例に

掲げてみたが，なお検討が必要である。
4706．43［jasueUurε毘

］は，原則ではくηurεεε〉とし

て処理すべきところであるが，音声実態から離れること
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ja＞はくssa＞などと似た点があるので，一応この

般的であると．思われ，それは本図における東京付近の分

56．何が起こるやら（わからない）

布にもあらわれている（「ヤラ」で質問したにもかかわら
ず東日本の大部分が「カ」であることに注目したい）。な

〔項目の性格〕

お，本図におけるカとヤラの分布は基本的には東西対立

不確実の意を表す共通語の「やら」にあたる形式につ

分布であるが（ただし，新潟県はヤラが多い），九州には

いて見ようとした項目である。関連項目として，57「誰

カの占有地域がかなり見られ，周圏分布も見られること

やら（来た）」，58「筆やら紙やら（たくさんもらっ

が注目される。

た）」，59「行くだの行かないだの（ぐずぐず言うな）」が

〔語形の処理〕

あるが，この項目の性格はそのうちの57図に意味的に近

まず，意味上の問題点について述べる。

く，それは下図の分布の類似となってあらわれている（た

この項目は，「何が起こるやら」という文脈で調査した

だし，57図は「誰やら」の「誰」の部分も地図化したの

ものであるが，「起こる」（発生する）に意味的に対応す

る別形式で回答した地点がかなりあった。ハジマル，デ

で，記号の形はかなり異なることに注意）。

この項目は，「何が起こるやらわからない」という共通

キル（ナニ．ガデキルカなど），デケテクル，．デル（ナニガ

語文を提示して「何が起こるやら」の部分の方言訳を話

デルカなど），ワイテクル（ナニガワイテクルヤラ＝6477．

者に求め，話者の回答全体を報告してもらい，その中の

12。ワクは「わきおこる」「急に生ずる」の意味であると

「やら」にあたる部分を地図化したものである。「何が」

の注あり），トーライスル（ナニガトーライスルヤ），イ

の部分については，ナニガのほか，ナニア，ナニャー，

クル（ナニゴトイクルカ；7356．77）イジリュン（0275．

ナンニャ，ナンガ，ナニン，ナニグ，ナンノ，ナイノ，

97「出つる」か），ショージューラ（1231．72「生ずる」

アニガ，アンガ，ナンカ，ナンヤなどの変種，琉球では

に由来するか）などがそれであるが，これらの表現で回

ノーヌガ，ヌーヌガ，ヌーガ，nundu，

答された形式についても，その中のカ，ヤラ，やなどを

nu：dul

no：ndu，

no：gutunuなどの変種，また，ナニゴトガ1ナンタコト，

そのまま採用した。

なお，1739．28では，ナニガオコルヤラナー，ナニガオ

ナンダンダガシ（4638．01），ドンナコトガ，．ドンナコト，

キルカ，ナニカオコルカの3形式が報告されたが，この

ドゲンコトノ，ドガーナコトガ，ドキャンコツなどの表

中のナニガオコルヤラナーについては，調査の場におけ

現が各地で得られた。これらのうち，ナンカ，ナンヤ，

琉球のノーヌガ，ヌーヌガ，ヌーガなどについては，そ

る録音を聴取したところ，話者が「ハテナ，ナニガオコ

の中に疑問の助詞のカ，ヤ，ガを含んでいると考えられ

ルヤラナー」と答えていることが判明したので，この回

るが（たとえば沖縄本島のnu：nuga？ukuri：raは「何か

答は文脈が質問の主旨からずれている（すなわち，．あと

起ころう」の意である），この「何か」にあたる形式は地

に「分からない」にあたる表現が続いていない）と判断

図化していない。その内容は「資料一覧」で見ることが

して採用しなかった（この地点は〈ka＞の単用とし

できる。

た）。しかし，3757．18のナニガオゴンダーべ一ナーは，

録音を聴取したところ，「ナニガオゴンダーべ一ナーサッ

また，「起こる」の部分については，オコルとオキルの

ほか，オコッ，オキッ，オコー，オコイ，オコン，オッ

パリワガンネーガ」と答えており，このオゴンダーべ｝

コッ（オッコッカの形で），オチロ（5624．84）などの形

ナーのダーべ一ナーは「起こるやら」の「やら」に文法

式のほか，後述するように，デキル，ハジマルなどの「起

的に対応する形式ではないものの，「起こるやら」に意味

こる」に意味的に対応すると認められる形式が得られた。

的に対応する表現と認めて，〈daabeenaa＞の見出しとし

これらの諸形式についても一定の地域差が認められたが，

て採用した。1868．21のナニガオコルベガナワカラナイ

この部分を含めて地図化すると凡例が極端に複雑になる

も，同様の趣旨によりくbegana＞として採用した。

ので，地図化を見送った。これらの諸形式の内容および

次に，形態上の問題について記す。

地点も「資料一覧」で見ることができる。

この項目では，オコルカに対するオコルノカやオコル

なお，共通語において，この項目の質問文の文脈にお

ンカ，オコルダカに対するオコルンダカなどの準体助詞

ける「やら」は「か」に置きかえることが可能である。

「ノ」「ン」を含む形を，〈noka＞〈Nka＞〈Ndaka＞のよう

東京では話しことばとしては「何が起こるか」の方が一

に閉出した。しかし，北海道・東北北部や高知県などに
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おいては，たとえばogirundagaのような形式における

が図によっていちじるしく異なる場合があるので，細部

［n］は，準体助詞の「ン」にあたるのか，それとも共通

にわたっては統一を行わなかった。

語のオキルダカに音韻的に対応する形式（すなわち，d

まず，全体を力類，ダカ類，ヤラ・ヤ・ジャラ類，そ

の前のわたりの鼻音のnを含む形）であるか判定するこ

の他に分け，それぞれに，赤色，榿色，緑色，紺色を与

とは困難である。そのようなものについても，これらの

えた。

［一nd一］や［一nd・］を〈一Nd一〉やく一Nd一〉として分出した

赤色を与えた類は，疑問をあらわす助詞のカやガ（琉

が，念のために，問題になりそうな地点を書き出してお

球）を含む語形のうちダカの類を除く諸語形である。こ
れらのうち，他の色を与えた語形と形態が関連するもの

く。

ogirUndaga2775．21，3744．19，3754．59（以上は

は，凡例における見出しの位置を，その見出し語形のそ

〈Ndaga＞として処理），オゴルンダガ2754．56，2794．15，

ばに置き，記号の形も共通にした。たとえば，〈baka＞に

3714．95，オギルンダガ2764．81，3735．77，オコルンダガ

は榿色の類の末尾にあるくbadaka＞と同形の記号を与え

1725．35（以上は〈Ndaga＞として処理），オギルンダカ

て〈badaka＞の次に，〈dokai＞には紺色の類の＜do＞と

3772．61（〈Ndaka＞として処理），オコルモンダンダガ

同形の記号を与えて，見出しの位置も〈dakai＞の次に置

3710．70（〈moNdaNdaga＞として処理），

いた。

daba3792．49

ogiru

カの類のうち，カー単独およびカ＋ノ（ン）の語形には

（〈Ndaba＞として処理），オギルンダバ

円形の記号を与え，このうち最も広く分布する＜ka＞を

2784．51（＜Ndaba＞として処理）。

上記のほか，北海道1756．04のオコルンダカ（〈Ndaka＞

極小のぬき記号とした。また，〈6a＞〈oa＞は一本線付き

として処理）も問題であるが，オコルのコもダカのカも

とし，ノヤン含む語形は二回線付き記号とした。なお，

有声化していないことからみて，これは東北方言的なも

〈ua＞（茨城県の5679．04）は，「か」に対応するものとし

のではなく，したがって，このンは準体助詞とみなして

ては一見奇妙であるが，この地点の回答の全体は

良いかもしれない。また千葉6720．23のオコルンダガも末

naniogoouaであり，有声化したgaが，前接する鼻音の

尾の有声化が気になるものの，地域的にみて，このンも

影響で鼻濁音化したものと解釈される。〈kajaro＞と
くkazjaro＞には，緑色の類の〈zjaro＞などとの関連を考

準体助詞とみなすべきであろう。

そのほか，琉球石垣島の2076．96のukuriOgasaの

慮して記号を与えた。

榿の類はダ＋カを含む語形であり，〈zjaka＞もこれら

gasaについて，「garaの言いちがいか」と調査者の注の
あったことが問題になった。しかし，隣接する西表島に

に準ずるものとしてこの類に含めた。これらはカを含む

くgasaa＞があり，しかも，この地点の57図「誰やら（来

類として赤色に含めることも考えられるが，東北北部や

た）」の「誰やら」はta：ogasaであるので，このukuriぴ

鳥取・兵庫北部などには分布に地域性も認められるので，

gasaも言いまちがいではないものと認め，〈gasa＞の見

赤に近い色として榿を与え分出した。これらには，基本

出しとした。

的にはそれぞれの語形からdaの部分を除いた形式につ

また，見出しを「無回答」とした2地点のうち，5645．

いて，赤の類の語形と同形（または類似形）の記号を与

43はその内容も「無回答」であった。2076．25の報告され

えた。たとえば，〈daka＞にはくka＞と同様に線のない

た形式はno：nupjo：nduであったが，現地に問い合わせた

円形を与え，＜daga＞とくga＞，〈Ndaka＞とくNka＞に，

ところ，pjo：nは「事件」の意味であり，上の回答に「起

それぞれ同形の記号を与えた。また，mON一の語形には二

こるやら」にあたる部分が含まれていないことが判明し

本脚付き記号を与えた。長野県の5624．84に見られる

た。しかし，正しい回答をふたたび話者に求めることが

くaNdaka＞はmoN・の語形ではないが，秋田北部の3710．

できなかったので，この地点は「無回答」として処理し

70に見られる〈moNdaNdaga＞がモンデアンダカの変化

た。

形である可能性を考えて，〈aNdaka＞とくmoNdaNdaga＞
の記号を共通させた。

〔語形の分類と記号の与え方〕

56図，57図，58図，59図には共通の語形が多数見られ

緑色の類のうち，〈jara＞からくjaa＞まではやを含む語

るので，これらの図の間で記号の色と形を基本的に統一

形である。これらには比較的単純な線記号を与えた。た

するようつ．とめた。しかし，それぞれの語形の分布領域

だし，琉球2086．60の〈zujaari＞はこの地点の57図「誰や
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ら（来た）」がくtarujaari＞であり，それと記号の形を合

変化と考えられる語形を並べた。これらは，いずれも

わせた。なお，〈zujaari＞の具体内容（回答全体）は

くjara＞の領域内に，あるいは〈jara＞に隣接して分布す

i3iΦuzuja：riであり，このうちのi3iΦuを動詞部分（出で

る。新潟の〈kONdεra＞はコトダヤラの変化であろう。

来るP）とみなしたのであるが，57図の〈tarujaari＞と対

〈Ndaba＞以下は「その他」の類を並べた。このうち赤・

照すると，この切り方には問題があるかもしれない。な

榿・緑の類と部分的に関連があると考えられる語形はそ

お，〈（okorjarja）〉からく（okorja）〉までの語形は，オコ

の類の色とした。

ルとヤラとの融合形と考えて，回答全体を見出しとした。

〈6ageera＞から＜ga§ira＞までは疑問の助詞のガ，お

5556．91に併用で見られるくrjara＞は，その回答形がokor・

よびその変化形（と思われるもの）を含んでいる語形で，

urj

araであったのでrjaraの部分を切り出したものであ

いずれも琉球に分布するものである。このうち，2068．07

るが，これは付近に分布する融合形の〈（okorrjara）〉の

の〈gageera＞（回答内容はukingage：ra）は，57図（誰や

語尾が助詞肝機能をもつに至ったものであろうか。しか

ら）のこの地点における〈taugageera＞に記号を合わせ

し，このokorurjaraは調査者が誘導した結果，話者が

た。0275．97の〈gadara＞（回答内容は？id3irjuOgadara）

okokkaよりも「多く使用」として認めたものであり（「資

は緑色を与えた〈dara＞などとの形態の類似を考慮して

料一覧」参照），実際に話者が使用する語形はokorurjara

記号を与えたが，このガダラのかも疑問の助詞と考えら

ではなくokorrjaraなのではないかという疑問は残る。

れるから，赤色を与えるべきであった（57図のこの地点

この地点の57図の語形は〈darrjara＞とくdarrja＞であ

は〈tarugadara＞であり，これには赤色を与えてあ

り，darerjaraではないこともこの疑問を補強する。

る）。

〈gasura＞からくga§ira＞までは疑問のガ＋「する」に

＜zjara＞からくNzja＞まではジャうおよびその変化形と

考えられる語形であり，これらには鍬形線記号を与えた。

あたる動詞（志向形）が結合したと考えられる語形であ

これらは，いずれも断定の助動詞にジャを用いる地域，

る。このうちのくrasura＞（1260．68，回答内容は？ukuri：

あるいは，ジャとやの接触地域に見られることから（『日

rasura）はくgasura＞の変化と考えて記号を与えたが，

．本言語地図』46図参照），古語「やらむ」に由来するヤラ

疑問も残る。
〈（？ukuriira）〉からく（？izitikjuura）〉までは，「起こ

のやをジャに置きかえたものがジャラであると解釈した

る」「起きる」，または，それと同様の意味をもつ動詞（「生

いがどうであろうか。

〈zjairoo＞からくkotozjairo＞までは一類と認めて，こ

い
ずる」「出でて来る」）の志向形と考えられる語形である。

れらにT形記号を与えた。これらはヤラとの分布の連続

これらは，いずれも，nu：nug

a

？ukuri：ra1169．62，

nu：

性から見てジャヤラなどの変化の可能性が大きいと考え

ga？ukuri＝ra1242．26，

て緑の類に含めた。〈toiro＞からく（okiiro）〉までも，分

のように，前部分に「何か」にあたる語形が付いており，

布からみて〈zjairoo＞の類と関係があると考えて記号の

全体で「何か起ころう（＝何が起こるであろう）」の意味

形を決めた。奄美大島に見られる〈（？okorjuro）〉とく（？

をあらわしている。したがって，「何か」の部分を含めて

ukoorjuro）〉は，分布はかなり離れているが，佐賀県に

見出しにするのも一案であった（なお，各地点の「何か」

見られる〈（okoiroo）〉〈（okiiro）〉と語尾が共通なので記

の部分については．「資料一覧」参照）。

nu：gutuga？uki：ra1241．49など

2086．03の〈ti＞（回答内容はukuriti）と2072．20の〈di＞

号の形を似せた。

＜daa＞からくdaabeena＞までは一類と認めて記号を与

（同tundikundi）には語形の類似および分布から，両者の

えた。このうち鳥取の〈daa＞は隣接する〈dajara＞の変

記号を似せた。tundikuは「とんでくる」であろうか。

化形かと思われる。愛知に3地点見られる〈da＞の出自

2141．52〈tika＞はカを含んでいるので赤色とした。

は良くわからないが，〈daa＞との形態の類似，および，

＜kamo＞からくmo＞まではモ類と認めて．腰掛形記号を

分布からみたくjara＞などとの関連の可能性を考慮して緑

与え，これらのうち，カ，ヤ，ダを含む語形には，それ

の類に含めた。岩手の〈daabeena＞は形態上の関連から

ぞれの類の色を与えた。

〈do＞以下のdo一の語形には曲玉形記号を与え，疑問の

〈daa＞と同類の記号を与えたが，分布からみて，他の緑

カイを含む〈dokai＞は赤色とした。また，山梨県の奈良

の類と無関係に生まれたものかもしれない。
〈dajara＞からくkoNdεra＞まではダヤうおよび，その

田（6603．52）に見られる〈dooka＞には，ダカ類との関
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連を考慮して榿色を与えたが，分布などから，やや問題

化しており，そのために両図の記号の与え方がかなり違

であったかもしれない。

っている点に注意してほしい。カの類（赤），ダカの類

〈joo＞〈juu＞〈jot＞には形態の類似を考慮して記号を与

（榿），ヤラの類（緑）のような大分類については，両図

に共通性をもたせてある。また，56図の解説で述べたよ

えた。これらは，九州（熊本県および鹿児島県の甑島）
と琉球（八重山諸島〉にわかれて分布している。これら

うに，琉球では「何が起こるやら」の「何が」の部分に

の由来は不明であるが，あるいは周囲に分布する緑色の

疑問のガを含んだ表現があらわれる場合が多く，それに

類（ヤラ類）と関連があるものかもしれない。

もかかわらず，56図では「何が」の部分を地図化しなか

見出しを〈（OKORU），（OKIRU）〉としたものは，ナ
ニガオコルワカラヘン，ナニガオキルワカラヘン似上，

ったことが，琉球各地で両図間に大きな分布の違いがあ
るように見える結果になったことに注意する必要がある。

6428．09），ナニンオコルワカラン（6630．78）のように，

〔語形の処理〕

オコルやオキルのあとに助詞を付けずに，直接「分から

この項目は，当初，「誰やら」の「やら」に対応する各

ない」に続く形式のものである。この表現は愛知県に多

地の形式を採集することを目ざしたものであったが，ダ

く見られるが，愛知県におけるこの形式はすべて調査者

レダカシランガ，ダレヤラワカランケド，ダレジャワカ

の誘導によって得られたものであり（「資料一覧」参照。

ランケド，ダレカシランなどのように，「誰やら」＋「知

したがって愛知県の場合，この形式はすべて併用として

らないが」の形式を回答した地点もかなり見られた。こ

あらわれている），調査のしかたによっては，他の地域に

れらも，「誰やら来た」の「誰やら」に意味的に対応する

も広くあらわれうることが予想される。なお，6506．49で

形式として，「知らない」にあたる部分を含めて見出しに

は，「この形が一般的」との調査者の注があった。また，

した。たとえば〈daredakasiraNOa＞のように。これら

4643。56はナニガオコルカのほかに，調査者が「自然談話

は，各地に，多くは他の形式と併用で散在するものの，

ではしばしばナニガオコル〜のような力抜けあり」と注

主として，岐阜・愛知以西から中国・四国にかけて分布

記していたものを採用したものである。

している。

次に，5740．88ではdaresaUOa，6512．15ではドナタヤ

57．誰やら（来た）

ラ（キタ）とドイツ（キタ）が回答された。これら「誰」
の敬称あるいは卑称は見出し語形として採用せず，「その

〔項目の性格〕

他」に分類した。また，1725．35の回答はダレダベ（キタ

56図と同様に，不確実の意を表す共通語の「やら」に

ノ）であったが，これはこの項目の主旨に合わない回答

あたる形式について見ようとした項目である。関連項目

とみなし，この地点は「無回答」とした。0717．50日置，

として，56「何が起こるやら（わからない）」，58「筆や

ムコーカラミタヨーナヒトガキタナーなど「誰」を含ま

ら紙やら（たくさんもらった）」，59「行くだの行かない

ない形式が回答されたが（詳しくは「資料一覧」参照），
これらも「無回答」として処理した。さらに，6421．57で

だの（ぐずぐず言うな）」がある。
この項目は，「むこうから誰やら来た」という…共通語文

はda：gaが回答され，調査者が「この回答はあやしい。

を提示して「誰やら来た」の部分の方言訳を話者に求め，

質問の意のとりちがえか。『誰が』の質問と思ったか。一

その中の「誰やら」の部分のみを報告してもらい，その

般にはda二dae，またはda：daeraと言うはず」という注を

「誰やら」全体を地図化したものである。

付していた。調査の場を録音したテープを聴いてみたが，

この図は56図ととくに関係が深く，三図の分布も大ま

話者はda：gaのあとに何も言っておらず，質問文の文脈

かには似かよった傾向を示している。しかし，九州各地

に合う回答かどうか不明なので，この地点も「無回答」

や新潟県，和歌山県などにおける緑色の類（ヤラ類）の

とした。

語中のkが有声化する地域におけるdaregaは共通語

勢力が本図では小さいこと，琉球各地における赤色の類
（疑問のカ，ガを含む類）が本図ではきわめて優勢である

の「ダレカ」に対応する形式と認められるので採用する

ことなど，両図間の分布の相違も認められる。ただし，

ことに問題はないが，上記のような非有声化地域におけ

56図では「何が起こるやら」の「やら」の部分しか地図

る〜gaや，

化していないのに対して，本図では「誰やら」全体を地図

否が問題になった地点がほかにもいくつかあった。
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dareoaのような〜uaの語形については，採

まず，6650．72ではdareOaとdarekaOaの2形式が報

した上で，誘導によってdaegaとdaegaσaを回答させ

告され，前者には「文意のとり違え」という調査者の注

ている。これらのdaregara，

が付いていたので，この注を重くみて，このdareoaは不

の地点に見られること，いずれも話者の自発的な回答で

採用とした。6621．07ではdareOakurukana：とdare−

あること，2790．38ではくりかえし〜garaを発音してい

daegaraの〜garaは，複数

kaoakitaが回答され，前者には「不適当な回答」という

ることにより，調査者の疑問の表明にもかかわらず，こ

調査者の注が付いていたので，これも不採用とした。次

れらを〈daregara＞〈dae

gara＞として採用することにし

に，3772．61ではまずdareOaが回答され，ついで調査者

た。これらの〜garaは，周囲に分布する〈daredagasa＞

の誘導によりdaredakaが回答された。録音を聴いてみ

〈daedagasa＞などの〜gasaとの関連も考慮される。

たところ，このdareoaはイントネーションから「誰が来

以上のほか，3741．06ではda6gaとdaδdabegaが回答

た？」という質問文らしいと判定されたので，これも不

されたが，録音によると後者の形式には「来た」にあた

採用とし，この地点は〈daredaka＞の手用とした。一

る形式が下接しておらず，文脈の上で問題があるので，

方，6348．34ではdaregaとdarendara：niの2形式がと

これを不採用とした。また，3781，21ではdaeUanaderaと

くに注記なしに報告された。録音テープを聴取したとこ

daredarojaが併用として報告されているが，後者はテー

ろ，話者は両形式とも「キタ」を付けて（すなわち正し

プに録音されておらず，かつ内容もこの項目の文脈に合

い文脈で）答えており，しかも，調査者が「ダレガで良

っていない可能性があるので，これも不採用とした。

いか」と確認の質問をしたのに対し，話者は「良い」と

〔語形の分類と記号の与え方〕

答えていた。そこで，疑問も残るが，このdaregaはdar−

全体をカやガ（疑問の助詞）の類，ダカの類，ヤラ・

edara：niとともに採用することにした。

ヤ・ジャなどの類，その他の類に分け，それぞれに，赤，

さらに鹿児島の8320．28（阿久根市）と8364．33（肝属

榿，緑，紺の色を与えた点は56図と同じである。

郡内之浦町）ではdaigaが単用で，8362．31（揖宿郡頴娃

赤色の類の中の「だれ」にあたる部分については，

町）ではdaigaがdaikaと併用で回答された。録音テー

dare一，

プを聴いたところ，いずれも「来た」にあたる形式の付

rar・，

いた文脈で答えていた。このうち，頴娃町は語中のkの

を，dai一，

dae一のようなrの脱落した形式には円形大記号

有声化の存在が確認されている地点なので，このdaiga

を，dεε・，

dε・，

は「ダイカ」にあたる疑問のカの付いた形式と判断され

た形式には涙滴形記号を，tare一，

る。他の2地点については語中のkの有声化が報告され

の形式にはべた，またはそれに近い，半ぬき，中白等の

ていない地点なので疑問はあるが，回答された文脈に問

記号をそれぞれ与えた。

題がないこと，調査者も疑問を呈していないことなどに

rare一，

daare・，

daru・，

dari一のような，

dar一，

daar一の形式には極小もしくは普通の大きさの円形

daa一，

djaa一，

da一のような母音の融合し

taru・，

taN・のようなt・

赤の類は，大きく，〈dareka＞から＜tarukai＞まで

より，6348．34と統一的に，これを〈darega＞として採用

の一ka（i）の類，〈darekaga＞からくtaNkaga＞までの一kaga

することにした。以上に記した6348．34，8320．28，8364．

の類，＜tarugajara＞以下のtarugajaraの変化形，あるい

33の3地点における「誰やら」の意のdaregaの存在につ

は，それらに類似する形式の類に分けられる。一ka（i）の類

いては，今後検証が必要であろう。そのほか，3786．03の

には線なし，または一本線付き記号を，一kagaの類には二

darea，5609．54のdaNd3aOa（daNd3akaとの併用）も，

本歩付き，または二本脚付きの記号を〈tarugajara＞以下

果して「誰やら」の意味であるかどうかやや疑問もある

の類には，平行四辺形や長方形，または，それに近い形

が，これを不採用にする積極的な理由もないので，それ

態の記号を与えた。

榿の類のうち，〈daredaka＞からくdaεdaka＞までを一

ぞれ，＜darea＞〈daNzjaOa＞として採用した。

そのほか，青森の2790．38ではdaregaraが回答された
が，調査者はこの回答に疑問を呈し，「darega，

daegaが

類と認め，これらに円形の記号を与えた。これらは，〜ダ

カからダを除いた形式について赤の類の記形と記号の形

正しい」と注している。録音を聴くと，話者は最初は

を一致させた。たとえば，〈darega＞（赤）とくdaredaga＞

daregaOaと答え，あとは一貫してdaregara（キタ）と

（燈）に同形の記号を，〈daika＞（赤）とくdaidaka＞（榿）

言っている。さらに，同じ青森の2743．86でも話者は最初

に同形の記号を与えた。

にdaegaraと答え，調査者はこれを「誤りと思う」と注

〈daNdaka＞からくdaNzjaUa＞まではdaN・，
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dεN・，

daa一

などの語形を並べた。そのうち，daN一には正方形，

dε一

58．筆やら紙やら（たくさんもらった）

や，da・などには涙滴形を与え，一zja一を含むものは斜線入
り正方形とした。

〔項目の性格〕

以下，daredaN一の形式に半ぬき正方形，一dagana，一
dagaraに平行四辺形，・dagasaに矢印形，〈daddagano＞

ほかにもまだあるという気持で事物を並べるときに用

以下の一gano，一gaNの語形には涙滴大記号を基調とする

いる共通語の「やら」にあたる形式について見ようとし

記号を与えた。なお，〈daredakaOa＞〈daredaagaUa＞

た項目である。

〈daNdagaNga＞のような末尾に主格のがが付いている語

この項目は，「筆やら紙やらたくさんもらった」という

形には，赤の類の〈darekaga＞などと同じ，二本畳付き

共通語文を提示して「筆やら紙やら」の部分の方言訳を

の記号を与えた。

話者に求め，その部分を報告してもらい，その中の「や

緑色の類については，広く分布する基本的な語形には

ら」にあたる部分を地図化したものである。「筆」「紙」

56図と統一的に線記号を与えた。「だれ」の部分について

の部分については，大部分がフデ，カミであり，そのほ

は赤や榿の類と統一をはかることはできなかった。〈dar−

か琉球などで若干の音声的変種が得られたが，それらの

eja＞のようなつaには黒丸付き線記号，＜dareda＞〈dar・

内容は「資料一覧」で見ることができる。

関連項目として，56．「何が起こるやら（わからな

edaa＞のような一da（a）には二等辺三角形，＜darezjaa＞の
ような一zjaaには鍬形線記号，〈daizjairo＞以下の一zjairo

い）」，57．「誰やら（来た）」，59．「行くだの行かないだ

にはT形記号，〈daredajara＞以下の一dajara，一daeraな

の（ぐずぐず言うな）」があるが，本図はそのうちの59図

どには小刀形記号を与えたなどの点で，56図に見られる

と分布傾向が似かよっており，両図の間では，原則的に

緑色類の語形群とある程度の統一をはかってある。

記号の色と形を統一してある．（なお，57図・58図ともあ

紺色を与えた「その他」の類は，他の図に比べて語形
の種類が極端に少なく，ゾ・ドの類と，〜シランの類が

る程度，記号の統一をはかってある）。
〔語形の処理〕

ほとんどである。前者には56図と共通に曲玉形記号を（た

4686．51ではフデラ亭亭ミラカという回答が，また

だし56図ではこの類の語は非常に少ない），後者には，い

5605．57ではフデダカカミダカという回答が含まれてい

ちょう形や蝶形などを与えた。なお，ゾ・ドの類のう

た．（いずれも併用地点）が，これらには「もらったもの

ち，一zo，一zuにはぬき記号，一doには半ぬき記号を与えた

が何か不明のとき」という注が付いており，これは質問

（ただし，ta一の語形を除く）。また，一ga，一〇a，一kaは大記

文の文意に合わない回答とみなして不採用にした。奄美

号とし，疑問のカを含む〈darezoka＞は赤色とした。

大島の0248．01にもフディラカカミラカがあり，これには

〈daresoga＞以下の一s一の形には中黒記号を与えた（すべて

何も注が付いていなかったので〈一raka−raka＞として採

「が」を含む形とみて大記号とした）。

用したが，これも，あるいは同様の性格のものかもしれ

＜darekasiraN＞以下の語形については，カを含む形に

ない。

は赤色，ダカを含む形には国色ヤラ・ヤ・ジャ・ダを

なお，上記の4686．51では，フデヤカミオの回答に対し

含む形，および，その変化形には緑色を与えた。緑色の

て「筆と紙に限定した場合」（すなわち，「筆と紙だけを

語形のうち，ヤラを含む形には蝶形を，やを含む形，お

もらった場合」の意であろう）との注があり，フデラノ

よびその変化形にはいちょう形を，ジャを含む形にはリ

カミラノの回答に対して「質問に適合した回答」との注

ボン形を，．ダを含む形には星形をそれぞれ与えた。また，

が付いていた。このフデヤカミオの回答も質問文の文意

〈darekasiraN＞〈darejarasiraN＞のような末尾に助詞の

からずれたものとしてあるいは不採用にすべきものかも

ない形式にはぬき記号を，〈darekasiraNga＞〈darejasir−

しれないが，そのずれ方はかなり微妙であり．，かつ，注

aNga＞のような刈aの形式には上向きのべた記号を，

のないフデヤカミオの地点が多数存在するので，上のフ

〈darekasiraNOa＞＜darejasiraNUa＞のような一Uaの形式に

デヤカミオも〈ja−o＞として採用することにした。ま

は下向きのべた記号を，〈darekasiraNkedo＞〈darejar−

た，この地点ではフデヤカミミテーナモンという回答も

awakaraNkedo＞のような一kedoの形式にべたの横向き

含まれていた。このカミミテーナモンは質問文の意味に

記号を与えた。

近い表現ではあるが，助詞相当の形式ではないので不採
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上記の見出し語形には，紺色を与えた〈一nado・nado＞

用にした。

次に文脈上の問題について。7392．76では併用の一つが

〈・karako−karako＞〈一Nde−Nde＞と同形もしくは類似の

フデヤチャメンノ（チャメンは「帳面」の意）であり，

記号を与えた（〈jara−kariko＞とく一karako−karako＞

1251．04の回答はフデ，シミ，2074．69はシン，カビ（シ

はともに大分県南部にあり，分布の近いことが注目され

ミやシンは「墨」の意），さらに5751．78はフデダノスミ

る）。また，〈jara（KAMI）〉〈ja（KAMI）〉のような後

ダノであった。これらは「筆」あるいは「紙」の語を用

部分が助詞の付か．ない形の見出しの記号は前後の語形が

いていないという点では文脈不正の回答であるが，質問

同じ見出しに与えた記号を45度左に傾けた。なお，大文

の主旨には合っているとみなして，＜一ja・no＞，〈（HUDE

字KAMIはその中にカミッコ，カン，カビなどの語形変

KAMI）〉，〈一dano−dano＞として採用した。なお，フ

種，音声変種を含んでいることをあらわす（凡例の末尾
にある大文字HUDEは，同様に，フデッコ，フ．リ，プデ

デ，シミやシン，．カビは，見出しを〈（HUDE
SIMI）〉，〈（SIN

などの変種を含むことをあらわす）。また，〈一jara（kam・

KABI）〉のようにすべきであるが，

juu）〉〈一ja（kamjoo）〉〈ja（kamii）〉や，茶色の類の〈一dano

ここでは「助詞を用いない形式」として〈（HUDE
KAMI）〉の見出しの下にまとめた。この形式も先に述べ

（kamjoo）〉のように，後部分が名詞形と助詞「を」との

たフデヤカミオと同様に「筆や紙だけをもらった場合」

融合形と考えられる見出しの記号も，前後の語形が同じ

であるかもしれない。なお，この〈（HUDE

見出しに与えた記号を斜めにした。なお，上記のうち，

KAMI）〉

は分布が琉球地域に集中（といっても4地点であり，新

〈ja（kalnii）〉は後部分が無助詞（カミ）である語形の語

潟県にも1地点見られるが）していることが注目される。

尾がのびたものである可能性もある。

また，1942，62では，3併用のうちの二つがカミヤフデオ

茶色はダノ・ヤノ・ジャノ・ノのようにノ，および，

とカミヤフデであり，「筆」と「紙」の順序が質問文と入

その変化形を含む語形に対して与えた、このうちダノお

れかわっていた。しかし，これらも質問文の順序どおり

よびそ変化形には，56図・57図のダやダーなど（緑色）

の回答と区別はせず，それぞれ，〈ja・o＞，〈一ja（KAMI）〉

と記号の形を関連させた。また，ヤノには緑の類の〈づa

に含めた。

ja＞，ジャノには緑の類の〈一zja−zja＞と同形の記号を与
えた。また，〈・dano−rano＞には，緑色の〈一raa−raa＞

次に，7503．32の回答はフデヤカミヨケモロタであった

と同形の記号を与えた。

が，このヨケは「余計」の意と判断して，見出しを〈一ja
（KAMI）〉とした。また，6378．90ではフデヤラノーカミ

紺のその他類は，〜力類，〜トカ類，〜ナド類，〜テ

ヤラとフデヤラカミヤラの二つが報告されたが，前者の

ン類，〜カラ類，その他のグループに分けられる。これ

ノーは間投助詞とみなして〈→ara−jara＞に含めた（この

らのグループにはそれぞれ一定の形の記号を与えた。な

ヨケとノーは「資料一覧」でも削除されている）。

お，〜トカの類は56図にはかなり多く現われるので，そ

〔語形の分類と記号の与え方〕

の他の〜カの類とともに赤色を与えたが，本図では勢力

まず，全体をヤラ類，ダノ・ノ類，その他の類に大別

が小さいので紺色とした。ただし記号の形は56図と統一
してある。

し，それぞれに，緑，茶，紺の色を与えた。このうち，

ヤラ類の緑色は56図・57図と共通であり，ダノ・ノ類の

なお，叩網のうち〈一mai−mai＞（maiは共通語のモに

茶色は，56図で同色を与えたダカ類との関連を考慮して

近い用法をもつ）以下の見出しは，質問文の意味からや

ある（分布地域も似かよっている）。なお，見出しの中の

やずれている可能性もあるものである。しかし，そのず

ハイフンの部分は，そこに「筆」「紙」にあたる語形のあ

れは微妙かつ連続的であるのですべて採用し，凡例の末

ることを示す（一部に「筆」「紙」以外の名詞の使われた

尾に置いた。

場合のあることは先に述べた）。

ヤラ類のうち，〈jaraづara＞やqa

59．行くだの行かないだの．（ぐずぐず言うな）

ja＞などのよっ

に，前部分と後部分の語形が同じものは，56図のその語
形の記号と統一した。〈jara・nado＞〈jara・kariko＞〈ja

〔項目の性格〕

−nado＞＜ja−Ndee＞などのように前後の語形の異なるも

複数の事がらを対比的にとりあげて列挙するときの，

のは，後部分の語形に着目して記号を与えた。たとえば，

共通語の「だの」にあたる形式について見ようとした項
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ヨ，イカンカ．ヨ」「イクトカ，イカントカ」の3者が回答

目である。

関連項目として，56．「何が起こるやら（わからな

され（最後のものは調査者の誘導による回答），前2者に

い）」，57．「誰やら（来た）」，58．「筆やら紙やら（たくさ

ついては，「不適切な回答」という調査者の注があった。

んもらった）」があるが，本図はそのうちの58図と比較的

これらも不採用とし，3番目の形式のみを採用した。

分布傾向が似かよっており，両図の間では，原則的に記

6466．36では，「イクンジャー，イカンジャー」「イクン

号の色と形を統一してある（なお，56図・57図とも，あ

ジャー，イカンノジャー」「イカー，イカナーの3者が

る程度，記号の統一をはかってある）。しかし，トカ類の

回答された。この「イカー，イカナー」は「行こう，行

分布が本図では目立ち，西日本には〈一zjaa−zjaa＞が多く

かない」にあたる形式と思われるが，これはく（IKU

見られるなど（58図ではく一jaraづara＞やく一ja

IKANAI）〉に含めた。

ja＞が多

次に，この項目では，「行くのか行かないのか，はっき

い），58図と異なる点も多い。

この項目は，「行くだの行かないだのぐずぐず言うな」

りせよ」「行くのか行かないのか，どうするか」「行くな

という共通語文を提示して「行くだの行かないだの」の

ら行く，行かないなら行かない」「行く行かないは言うな」

部分の方言訳を話者に求め，その部分を報告してもらい，

などにあたる表現，すなわち，後部分が「ぐずぐず言う

その中の「だの」にあたる部分を地図化したものである。

な」にあたる表現でないことがはっきりしているものが

ただし，「だの」にあたる部分のない回答は〈（IKU）一tte＞

いくつかあった。これらは質問文の文脈に合ってはいな

〈（IKU

いが，全体的には，この項目に意味的に合った表現では

IKANAI）〉のように動詞部分を括弧に入れて示

した。なお，大文字はいくつかの語形をまとめたことを

あるので，これらを「その他」として地図にのせること

あらわす。たとえば，〈（IKU

にした。なお，上記は表現類型をまとめて例示したもの

IKANAI）〉は，「ユグ，ユ

ガナイ」「エグ，エガネ」「イク，イカン」，「イチュン，

であるが，具体的な形式は「資料一覧」で見ることがで

イカン」などをまとめたものである。

きる。

次に，形態上の問題について述べる。

見出しのハイフンはそこに「行く」または「行かない」

この項目では準体助詞の有無を分出して示した。たと

にあたる形式のあることを示すが，「行く」の部分につい
ては，イクのほか，イク．，ング，ンク．，エグ，ウグ，

えば「イクダノ，イカナイダノ」などに対して，「イクン

イッ，イン，イコ，ユクなど，「行かない」の部分につい

ダノ，イカナインダノ」はく一Ndano−Ndano＞のように分

ては，イカナイのほか，イカネー，イカン，ンガネー，

出して示した。しかし，東北北部や高知県など，dの前

イカニャー，イッニャ，イカノー，ウガナイ，ユカナイ，

に鼻音を伴う地域では，上記のような形式が準体助詞

ユカナーなどの変種が得られた。その詳細は「資料一覧」

「ン」を含んでいるのかどうか不明であることに注意して

で見ることができる。

ほしい。

なお，この項目は一部の地域（福島県など）を除いて，

なお，7450．19および7462．00の回答はik徹d3ano

ikan−

一定の語形のまとまった分布が見られないことが特徴の

d3anoであり，これは＜一Nzjano・zjano＞の見出しにする

一つである。しかし，一部の地域（岡山県など）を除い

べきであったが，あやまって〈一zjano−zjano＞に含めてし

て併用はそれほど多くない。これが小地域ごとに安定し

まった。再版の折に訂正したい。

た表現を有することを意味するのか，それとも各地とも

3760．57の回答はegu〜dano

eganεa〜danoであったが，

様々の語形を微妙に使い分けているのか，その点につい

これについて「行かない」と「だの」にあたる部分の切

ては検証調査が必要である。

れ目がどこにあるかが問題になった。そこで調査時の録

〔語形の処理〕

音テープを聴取したところ，eganεとa『danoとの間に

まず，意味上の問題について述べる。

切れ目があると判断されたので，見出しを〈一Ndano・

7450．19では「イクヤノ，イカイデモ」と「イクジャ

aNdano＞とした。

ノ，イカンジャノ」が回答され，前者には「？」が付さ

〔語形の分類と記号の与え方〕

れていた。この「イクヤノ，イカイデモ」は質問文の主

56図，57図，58図，59図の間で，記号の色と形を基本

旨に合った回答かどうか疑わしいので不採用にした。ま

的に統一したこと，本図はそのうちの58図ととくに関連

た，6600．34では，「イクン品目，イカンカヨ」「イクカ

する部分が大きいことは先に述べたとおりである。詳し

一226一

い説明はそちらに記したので，ここでは基本的な事がら

たものである。

「今日」にあたる部分は，キョー，キョ，キュー，キ

にのみ触れる。

茶色を与えたものは，ダノ，ヤノ，ノなど，ノを含む

ュ，キー，キ，クー，チュー，スー，ヒューなどである。

類である。この類については，前部分と後部分の語形が

共通語のコソに語形上対応する語形は，ほぼ全国に分

異なる場合，原則として後部分の形式に着目して記号を

布しているが，琉球地域では与論島以南には分布してい

与え，凡例上の位置は前部分の形式によった。たとえば

ない。

〈一dano・no＞には＜一no・no＞に類似する記号を与え，見出

コソ類以外の語形に特徴的なのは「キョーワナンタッ

しをダノ類（茶色の中の第1グループ）に置いた。また，

テ」「ドナイデモキョーデ」のように「なんでも」「どう

〈一no−dano＞にはく一dano・dano＞に似た記号を与え，見

しても」にあたる語形をともなって出現することが多い

出しの位置をノ類（茶色の中の第3グループ）の末尾と

点である。「資料一覧」を参照していただきたい。

また，コソ類以外の語形で，ダバ類を別にするとはっ

した。

緑色を与えた類のうち，トヤを含む見出し語形には，赤
色の〈・toka−toka＞と同一または類似の記号を与えた。

きりした分布領域を持つ語形がないこともこの図の特徴
である。

また，〈一ja−jano＞〈一noja・noja＞〈一Nzja−Nzjano＞など，

〔語形の処理〕

ノを含む語形には，原則として白丸や白四角付き線記号，

共通語のコソに対応していない語形は，厳密に言えば

もしくはそれに類似するぜんまい形の線記号を与えた。

意味が少しずれている。しかし，コソに対応していない

〈一〇ajara一ηajara＞〈・Oaja−Oaja＞などガ・カ．を含む語形

語形は非常に多くの地点に分布しているので，特に意味

にも一定の形の線記号を与えた。

がずれているものを除いてできるだけ採用することにし

赤色を与えたものは，トカ，カなど，カを含む類であ

た。〈その他〉に入れたのは［kjq：ippaide］（5539．15）と

る。本図ではこの類の語形が多いので一色を与え，形は

［su：Φittli：ni］（1232．38）（「今日一日で」にあたる）であ

56図・57図の力類と統一した。

る。意味上はキョー山畑リなどに近いが，「こそ」に相当

紺を与えたその他界のうち，〈一daka−daka＞以下のカ
を含む類には，原則として赤類の中の〈・ka・ka＞と同一

する部分が名詞プラス助詞の形をとっていることから，
性格が違うと考えてこのように処理した。

もしくは類似の記号を与えた。〈一teN−teN＞以下にまとめ

〔語形の分類と記号の与え方〕

て配列したグループのうち〈・tara・tara＞は他と分布が異

まず，コソに対応する語形の類には赤色をあたえるこ

なる（近畿付近に散在。この領域中に〈一ttera−tera＞も

とにし，基本的な形はぬきの円形記号とした。第一音節

ある）が，形態上の類似から見出しの位置をテンのグル

の子音が9であるものは白丸入りまたは中白とし，第一

ープ内に置いた。

音節の母音がuであるものは半ぬきとしたが，これらは
原則であり，完全に適用することはできなかった。

〈一ttari−tari＞以下（「〜と言ったり」類）はこの図に

〈koso＞からくkusu＞までは単独にコソの類の語形で，

のみ見られる語形である。これらには二本脚付き涙滴形
を与えた。語形の種類が多いわりにはまとまった分布が

〈kosowa＞からくNgosira＞まではコソの類に共通語の「は」

見られない。なお，このグループについては，32図「田

にあたる語形などがついたものである。
〈gosoo＞に分類したのは［gosっ：］（3736．03）でこれは

中という人」も参照されたい。

ゴソにアがついた語形である可能性が強い。見出し語形

60．今日こそ（終わらせる）

の形態から〈kosoo＞とともに，〈koso＞のグループに配
列し，記号は〈kosoa＞，〈gosoa＞に似せた。

、

コソの類にワ，アがついた語形は，それぞれ，一本線

〔項目の性格〕

強意を表す共通語の助詞「こそ」にあたる形式につい
て見ようとした項目である。

付き，二本脚付きの記号で表した。第二音節の母音がa，
aaの語形は二本脚付きの記号を与え，＜kosai＞＜kusaN＞

この項目は，「仕事を今日こそ終わらせる」という共通

のように，i，

Nが付いた語形は二本脚付きの涙滴形記号

語文を提示して方言訳を話者に求め，「今日こそ」の部分

を与えた。〈godoaa＞とくgottoa＞は第二音節の子音が破

を報告してもらい，そのうち「こそ」の部分を地図化し

裂音化したコソの類にアがついた語形と考えたが，記号
一227一

＜dowa＞がくdoma＞から変化した語形と考えられる以外

の形は紡錘形とした。

は孤立した語形ばかりであるので，この図に似た形がな

〈Ngosira＞は［kjo：Ngolira］という形で報告された。

い記号をできるだけ選んで与えた。

＜Ngosira＞の後半部分はコソの類の他の語形から離れて

なお，＜hagira＞として地図上に示した語形（2086．60）

いるが，前半部分の共通性からコソの類に含めた。

〈wa＞の類には緑色の三角形系統の記号を与えた。

は＜hagiru＞とすべきものであることが地図印刷後に判

〈wakoso＞，〈agodoa＞はワ＋コソという語構成になって

明したので，見出し〈hagira＞を〈hagiru＞に訂正した

いる。コソの類のコソ＋ワの語構成の語形に比べると分

い。

布地点は少ない。この二つの語形にはコソとの関連を考
えた記号を与えた。

＜de＞以下の語形は紺色の記号を与えた。

＜de＞の類は意味上共通語の「で」あるいは「に」に対

応すると考えられる語形で，線を基本とした記号を与え
た。

〈daba＞からくnaNba＞までは，共通語の「〜スルナラ」

のナラとも用法が一部共通し，ここではとりたての意味
で使われている語形の類である。V形記号を基本とした
記号を与えた。

〈kagiri＞からくgiride＞までは，共通語のカギリ（「今

日限り」）に意味上対応する語形の類である。いちょう形

記号およびそれに類似した形の記号を与えた。

〈made＞から＜gamjaa＞までは，共通語のマデに意味
上対応する語形の類である。この類は長方形記号を基本
とした記号を与えた。＜gadfNtf＞〈gadinaNti＞はg．adf（「ま

で」に意味上対応する）にnti，

nantf（「に」にあたるか）

がそれぞれついたものである。〈gamjaa＞はgami（「ま
で」に意味上対応する）にja（「は」にあたる語形）がつ
いた語形である。
＜noucini＞からくsi＞まではノウチニ（「今日のうちに」）

に意味上対応する語形の類である。菱形記号を基本とし
た記号を与えた。〈naNti＞はくneti＞との類似からここに

含めたが，〈de＞の類に入れるべきだったかもしれない。
〈si＞もくno

ucini＞の類のほかの語形と隔たりがあるが，

〈uti＞とある程度形態が類似していると考え，この類に含
めたが，あるいは手段を表す助詞シ（29「船で（来た）」

参照）との関連を考えるべきかも知れない。
〈zjuuni＞からくzuide＞まではジュー二（「今日中に」）

に対応する語形の類である。白玉入りの正方形記号を基
本とする記号を与えた。

＜bakkai＞からくbakkawa＞はバッカリに対応する語
形の類である。分銅形記号を与えた。〈beesi＞はバッカリ

との関連を考え，形の似ている爪形記号を与えた。

＜teetara＞からくdu＞までの語形は分布地点も少なく，

一228一

資料一覧

1
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見出し語形の後に示し

4

の語形が報告された地点の地点番号は実際の語形の直後に示し
5

6
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「資料一一覧」について

記号として等価な記号が複数存在するときはそのうちのひとつ
を用いた。下にそのまとめかたを示す。矢印の左側が等価な記
右側がこの「資料一覧」で用いたもの。
7．

ダし

イ．まず、補助記号の類を無視して比較を行う。
ロ．イ．で前後関係が定まらなかったときは、もとの語形同士
で比較を行う。
のようにすることで、ai，a＾i，auのように配列することができ
もし、ロ．の手続きだけだとai，au，a＾iのようになるところで
ノ

の

サし

ノコれ

行うこととし、次のよ

い
諄価ではないが、この調査では区別している調

｛、

，て［a］にまとめた。

ののとき、一部門け サけ一 のようにひらが
ヒ［e］のような広い母音が使われていることを

ﾟ

口な記れ

︑い表わ

8

●

つこなて

二列形る
る配語す
いにで記
てうし表

akuen adεのように実際は［na1という音節を生じていな
すために、語申に空白をいれるということも行った。

︒しりるか語る質ににと

●

9
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この「資料一覧」の語形は原則としては調査者の表
，そうでないことがある。それは語形のなかに空白

ま者際がす述通あほのれ本と逆こ
査実な示前記が つさにこ い

たがの面
IU昏e・

↓↓↓↓

し︵W

（母音が狭いことを表す記号）
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うるで分あ性差 り
よあ合部が能なた93示
たで場の急登書し︑を

（申舌化の記号）

攣難論購う簾驚聾三麟慧烹、

10．この資料はコンピューターで出力したものであるが、音声記号な

恬匇]妻盤芝蕪鍵難甕t廷謁森農♪詫難
・・

その意味は以下の通り。

記」として地点番号とともに掲出した。

ロ

こが︒ばいこ使使言とば準いこがか ︑回回得
う人ばとないががなこと標言る問てらるので
使いとこ少多性性いたこ︑なあ疑えがよ謹話
が若こいがが男女ざつな語的のに考なに話談
人にいし用用ににんま品通言意答くい導七二
老主古新使使主主ぞ改下共方敬回長笑誘忌門

ゴ

ドロ

ソノ

づヨ

あロ

ウイシ
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︑上語なご
︒︒方︑卑的 ︑ばる答嘆︒

む

︒ことうういば ︒語方とあら感古怪ら

自然談話で得られたことば。
話
か

12．記号化できない注記は「資料一覧」の末尾に「文劃こよる注

（1字分の空白）
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音声記号等配列図

一233一

1

<ga>

ss h{ wa D(gk je
amegaaetJekitaro:9315461amegaajedetaro835057/amegaajunro:9313461

amegaaredeketaesnos/amegabotsubotsuOuttekuruzo6348341amegafuttekita

7S54431amegafuttekitade6S72141amegafuttekitayo8300811amegafuttekitazo
7sc138,739sc3,8300811amegafuttekitazo:7592761amega￠uddaJitado:834556l1
amegaOuddetado832595,855436,855428 ss 9 !amega￠uddetade:8313721

amegaOuddetado'832500Slamega￠uideketa:8322681amega￠uideketado831295es,
833242es,8S5208es,8scss2es1amega￠uideketado:835430st‑lt/amegaeuidetado834143
es1amega￠uidetado:8511651amegaOukkitado832500,853242,833436,834143,835208,835428,
8sc4331amegaOukkitado:851372,833242,834232,854556,835430"ilf!amega￠ukkitazo:8322os1

amega￠ukkltado8551751amega￠uridaJitazo:638328/amegaeuridaNtado:7308051
amega￠uride:ta7345531amega￠urid￡:tazo:6407431amega￠urihasimetazo7441021
amega￠uri"dafitanae7441021amega￠uruke:63686011amegaOueidaitade:6451761
amega￠uridafitade:648089/amegaOupidafltazo:645331!amegaOut:ekitabai

723767,737096g,7sa1021arnegaeut:ekitade:637913,644161,6480231amega￠ut:ekitado:
645285,647165,647315,7400151amega￠ut:ekitad3e"33eOeslamega￠ut:ekitad3e:6415701

amega￠ut:ekitajo:740180/amegaOut:ekitaze:7349911amega￠utekitazo469546/
amegaOut:ekitazo546n9,626709,64150e,642339,642649,643300,654755,757e96/
amega￠ut:ekitazo:628781,635938,641570,723gg2,724897,726952,740015,742076,742138,746022#

g1amega￠u?tekitazo:547149/amega￠ut:ekita3e6416221amega￠ut:elsitade:

6sc932,644234,6tL5156,6470111amegaOut:eigitado:645136as,646178,647237,6482271

amega￠ut:e]sitajo:6359611amega￠ut:elsitazo:637806,638920,64Se981

amega￠ut:fikitazo:7219201amega￠uttekijagattaro:467545/amega￠uttekita
4653bo,636eeO,649178,731128,738398/amegaeuttekitabai7332691amega￠uttekitade:
639bo2,6tL3053,6440351amega￠uttekitado46ec77,649031,672133,730522,73sc34,8352611
amega￠uttekitado:469472,S62219,567644,5677ng,637458,637S28,638ng7,659386,648241,832158,

833160A/amega￠uttekita:doed59971amega￠uttekitadze4638011

amegaOuttekitadzo469695,56447S,564543,56"11,56S541,641659es,652852,65ng53,654951,6558241
amega￠uttekitadzo:467657,56e428,561520,653at2,653922,655765,6568161

amegaOuttekitadzo:nofira:5463731amegaeuttekitad4o5674061
amega￠uttekitaijja4686511amega￠uttekitajo:6349os,7523951
amega￠uttekitana4ed7221amega￠uttekitare4666421amega￠uttekitaro8550571
amega￠uttekitazo561328,561496,564727,5675ed,637711,6ss328,641854,649696,653sc1,670118,

7312gg,731307,740252,740scO,7405ac,7tL07bo,74D846,741461,7tL2462,7tL2771,743361,743640,745019,7tL6039,

832g281amega￠uttekitazo:560557,562561,568529,635764,640948,643151,740420,rs23931‑‑

amega￠uttekitJoruzo7312zz/amega￠uttekl'taUa6411311amegaOutteki'tazo641131,
ec1222,"22931amega￠uttetJitado562ng4su1amega￠uttetJitazo562ng4M1
amega￠uttfekitado8325951amegaOuttfikitade:6387621amega￠uttfikitado
733454ili,735681lamega￠uTtekitadzo7411511amegaO"ttekitado:8594211
amega￠"ttekitadzo:6378901amega￠uttekitabai735e541amega￠uttekitadejo
6598e71amega￠vttekltado:73e805,7388371amega￠pttekltadzo:735054#1
amega￠vttekltajo6597111amega￠uttekitano:6ss5981amega￠llrl'dasl'tazo6421571
amega￠uaidja:tado:8n9961amega￠urkkitagasora8343281amega￠uakkitaro833350!
amegaOturidafitazo'1835201amegaeuarowajou7659621amega￠uat:ekitazo:6404921
amega￠urttekita643794S1amegaOuattekitado835574,8372471amegaOurttekitado:
ed5754,6667811amega￠urttekitadzo6277121amega￠‑ttekitadzo:561S67,6700041

amegaOuattekitadzo:th97S91amega￠urttekitajo:474rvS#!arnega￠urttekitaro:
4672191amega￠tuttekitazo171871,5666891amega￠uattekitazo'1835201

amega￠urttek1'ta:6711S51amegaOvttekltazo5667181amegaOult:ekg1'tazo6415551
amega￠ulttek1'tazo:6412871amegahuQdja'tazo7394051amegahuQtekita6tL2537,

6tL26op,643404X,"37e5,644sc3,645424,646542,6466sc,8304661amegahuQtekitado739563,739644,
830652,8515251amegahuQtekitazo6tL4Sl3,644693,647483,647507,758504,73864?/

amegahuQtekjo:ruzo64"93Slamegahurihazimeta2o7374971amegahuttekita

56566tLlamegahuttekitabai752291lamegahuttekitade:6358431

amegahuttekitadzo563565,56sc49,564690,S65308,S65735,S65780,5de545,S67S261

amegahuttekitazo73025621amegakitado73scsclamegaotfidafitazojo744102k!
amegaotfitekitadzo6558241amegaotfitekitara7659311amexafpattekitajo:
ed5544/amexaf‑ttekitazo:es55441amexa￠uddetadoes1452eslamega￠uddo:8314521
amexaeuidetado8324401amexaeukkitado831452es,83244elamexaeuttekitao:6730261
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amexa￠uttekitazo672023,741461,742256,7460391amexa￠uattekitazo'559e741

amexa￠uattekitazo5ed9191amega￠ulttek1'tazoec20491?amigaOutiku:ndo:124n61
?m"Y;g."￠,gg6S{?.?}.Oik2gO,16,Z,Zamm,i9,a,￠e,';X}g{,a.,?,d.g,:,Off,;ed,,i,?,.a,m,'f,g.a,g,u,trtsro276si

7X""7v7‑SY"560ss1,561785,64e769,640900,64191O,642809,ecscSO,ec3504,643655,64sa02,643951,

,6ng549,648658,ec9407esg,649507,731th5,7sc754,7sc312,7sc769,73741217X""7v7"SY"‑‑
6ra521

64nl217X""7vY"YY"636625,641918,M555717pt""7vY"Y7"H6S662S17x""7v7¥9F"ec5760,
""30,647560,
751sc917)t""1,yiiV9A"･t'7353971PXh"7yJvY‑6469771J')t""7iJS"x‑YY"M3504

<ua> ameoaborotsuitado"43S61ameoafuttekita6S52801ameeafuttekitade6S41091
ameDafuttekitado654109mslameBa￠ukkitazo:836231iglameDa￠uQtekita270141Kl
ameoaOuQtekitado:1743811ameoa￠uQtekitajo1778451amepa￠uQtekitazo177845,
179994,282249,571394‑lt,5723511ameea￠uridaitadzo:ed30181ameea￠uridaJitazo:

ed21771ameea￠utekita27M051amepa￠ut:ekitado6583301ameea￠ut:ekitazo:5631261

ameDaeuttekita567318,65279S,653001,ed2015,751205S1amenaOuttekitado568735,6457mp,
8sc1421arneoaOuttekitado:572084,6500ed,662177S,66tL547,edS631/amepa￠uttekitadzo
469906,47op30,655161,6559451ameea￠uttekitadzo:57el40,65ss18,ed2070/

ameDa￠uttekitadzo'4n212S/amenaOuttekitadzo659e44Ll

ameea￠uttekitajo273405k,ed52431ameDaOuttekitajo:5686671
amepaeuttekitakendo5694791amepa￠uttekitana:ed3630!ameea￠uttekitaro:

9311671ameeaeuttekitaze6504961ameoa￠uttekitazo177072,562394,563178,563218,56ss67,

5ed177,567289,5681ee,569028,569305,650496,652194,653251,65sc67,th2015,ed4125,di5072,74051Og 2 ,

741574,744072,744245,744626,750391,752"41ameoaOuttekitazo:272025,56pa11,5720ec,572176l,
5740es,"9718,ec97S7,6524678,ed1589,ed2177,as521,66S630,664547,ed5006,742706#1

ameea￠uttekita3o650496E!i!ameDa￠uttekito:joed03521ameoa￠uttekitazoed28471
ameuaOuttettado657rv4‑h/amena￠uttettazo6S40791amepa￠uuttekitazoed21071
amepa￠vttekita:375718!ameDa￠vttekltajoed0781,op4op41ameea￠vttekitazo
caOesO,ed26371ameDa￠urttegittadzo4724561ameeaOuattekijaoata5es1791
ameoaOuattekita559ng1,6S75ee,657743,7S04e81arneea￠urttekitado565274,651074/
amepa￠uattekit.ado:579374,6511271ameea￠uattekitadzo555821,557480,55M79,558656,
559ng1es,6512ed,652598,655S06,657543,6575asas,657ss51ameDa￠uattekitadzo:3747461

ameoa￠uattekitadzo569bo2,ede7361amelja￠uattekitajoS6po61!ameea￠uattekitana
473532,65n32,6564251amenaOuattekitana:558479,6511271amena￠urttekitaJri656514!
ameuaOurttekitazeed51931ameoa￠tuttekitazo180180,S6SI04,Sed278,568426,ed24541
amepa￠tuttekitazo:071750g,074669,180712,1as554,1vaO051amena￠uattekitazojoedO1371

ameea￠‑ttekitadzo6513241ameeaouattekltadzoS697571ameoa￠uattekita'dzo

S‑6161ameDa￠urttekitana56S9461amenaOurttekitazo5668171amepa￠urtteki'ta4715as,
562es9/amepa￠wtte:ta6511271ameua￠pattekitazo5639171ameDa￠gttekita5751611

ameoa￠vttekitado576282,Smp1391ameoa￠vttekitadzoS698951amepa￠vttekitazo
5659121amepa￠vttekl'tazo573061/ameDaOvttekXtazo:5720121
amepa￠uttek1'taha"de27n7Ses/ameoa￠uttek1'tana2772751amena￠utttekita:dzo:
377719/amepahuQtekita:4792381ameDahuQtekitazo4781471amepahuQtekitazo:
479055,479123,47vass1ameeahwttekita578n5/amenahurttekitado:S742711

ameuahuattekitazo56xp04.ltlameDahurttekitazo:574271Slamegahvttekitazo
573169/amenaokkottekitazo:edIS891ameuaoritekitazoec9850g/
ameeaotJitekita649850g/amepaotJitekitado1756041amepaotfitekitazosc9547,
&9850g,ed2454/amepaotSitekitazo:ed3521/ameDaowaetekitazo744626eS>/
ameDaxttekgtadoS771sclameuaxttekctadzoS751781amenaxttekgtagara5679691
ameOga￠uaQtekltado8scSec/ameijaOuttekitade:6523871amega￠uttekitaze6515411

ameOa￠uttekitaze:654S311ameija￠uttekitazo:651386,6S2sa7,6S43371
amepa￠‑ttekitazo:5648971?am1'ba￠utittJaedo:033e80/),)e"e7v‑Yy"46ce94/

7X"e7v7‑94597th1?X"e7v7‑9･‑"97921?XhO7v7"YY"5Sed95,SS7‑7ee,.55ea78,559742,650eee,

651909,651poO/?X)07vY‑YY"‑"9792,656eZ/7X"07v7‑YY"641L9os/7X"e7vY‑9Y"‑esSpo61
),)e"07v7V97'J'‑･55691e/),X"07vii‑9F'̀6tL49es/P)e)07y5I9""̀‑559589,64se39,"5op6

<gu> 7XP"7v7‑Y7325ea
<a> amea￠ut:ekitaneja6S93981ameaOuttekita6521201amea￠uttekitado:55va551
ameaOuttekitadzo5Smp12/amea￠uttekitana:6522891ameaOuttekitazo653sc1,
74Z56,7"1sc1ameaOuattekci'taazje5785941amea￠urttekC1'tadzo37es111

ameaOuttekita65873Slameaeurttekitadzo553980,7504nlamea￠uattekitadzo:47e&31
ameaOurttekitaro:"5279/ameAa￠uattekitazo5671771ameaOuattekl'ta4715as/

amea￠uatteki'tado471S981amea￠tuQtekl'tado274386as,27scS6,2mp415,3704va1

‑235‑

ameaOtuQtekl'tana370681/amea￠ultekitado:2773121amea￠uttekl'tad3a2761es1

ame"aOutttek'ltadzo:sc88821ameahurtteklta5741731amehaod31'dek'itadzo:368882!
ameaottekitadzo:4706431amea￠vettekita378g65ma/ameaotuttekitadee37806Smal

amea￠‑ttekitajo3733311amea￠urttekitazo0779ss,089441,3752791

ameaOurttekitazo'173ee81ameaeulttek'i'tadzo:3765931ameaottekc'itadzo:3796261
ameo￠uattekitana65Z321amea￠uttekitaed20151ameaeuttekitazobo20151
amea￠uttetfitado5624841amea￠uttetfitazo5624841amea￠urttek1'ta3723311
am9‑a￠utttekg'itadzo'4701131a"meaOulQtekl'tae3705cela"mea￠ulQtekl'tajo3705ce
<(amea)>ameAahultteig1'tadzo4ed9441amea￠inttekitadjo:373414
<(amia)>amia￠uttekitazo561195
<e> ameee￠urttekitado560299eslameeeOulttek'itadzo:37ed24/amee￠ut:ekitado
6se330S
<ja> ameja￠ut:ekitade:6575791ameja￠ut:ekitazo:65942e,7505S2/
amejaeuattekita6595011ameja￠uattekitadzo65547617X?7v7‑YY"55os14
<(amejaa)>ameja:￠pattek'ite:372549
:￠uttekitazo551820,6600341amja:￠uttekitazo:7427g6S1
<(amjaa)>amja
amja:￠utteklta37ce491amja:Ourttekijapata5681791amja:eurttekitadzo5575111
amja:￠urttekitadzo:3726681amja'Ouattekitad3a4598e7!amja:￠urttekitazo5S5691,
ed10081amja:￠uattekitadzo6512151amja:￠cuttekitano'6512151
amja:￠ulttekc1'tadzo:3766861amja:lpdittek's'tadjo:3716481
amja:￠utttek1tadzo:375577‑F,37"76,470S93lamja:￠utttek1'ta:dzo:5747911
,,..?･:jga2ui.t;g"1'gfti･?s27,;5,Z6',‑h.A?･:8gi?gk:･fgaEgi29F,ZYZ‑ir･sgx{TZK:･i6gOS%･,6.'ftec.8.,

amja￠uttekitazo:6591471amja￠urttekita552789,554932,562S221amja￠uattekitadzo
3794Z,553777,5547421amja￠ur'tek't'tadzo3795061?:‑v7yYS9Y"647po5
'od3'idekl'tad3o'
<(amee)>amee'￠ul'tek'ita374419!amee'￠ul'teki'tad3o'37seg31amee

3744n!am￡:Owttek'itadzo3773121ame'￠urttekl'tad3e57Me31ame'￠ul"tekrrta'5725321

ame:xttekgtadzo573134

<(ame)>ame￠wttekl'tad3o3754591ame￠ur'tekl'ta3764ed/ame￠ultekl'tado2771971
7X77v7¥Y5S6S121?X77y7‑YY"551775,552781,554666,55bo37,5579791YX77w7fpYY"V5S16191

7X77v7vY‑‑646977es

<no> ameno￠uruzo:73es981ameno￠ut:ekitazo:72se98,za58641ameno￠uttekita
73es98 9 1ameno￠uttekitabai7320951ameno￠uttekitazo7M1771
amenohuQdja'tazo7394051amenohuttekijoruzo7321671amenohuttekitabai7321671
amenohuaide:tazo82481817pt717w7‑SiY"830370

<nu> aminu￠uikisitado:208S161aminuOuikisso:2074691a:minueuik1'ndo:2076961
?aminueuinro:12SOS91?aminu￠utitsu:ndo:1261921?aminu￠utitfo:ndo:1260os1
?aminu￠utitfo:nro:1169621?aminuOutitfundo:126116/?aminu￠utitfu:ndo:
1261n/?aminu￠utittSando:123as8/aminupikitta2086e31?aminuputikitJando:
1213881aminuvi:￠uru2086601?am1'nu￠uid3itas1'ga0247311?am1'nu￠utittSaso:

03508e/?am1'nu￠ut'Ztsatt'o:e248011?arn1'nu￠ut1'ts'i027651'ilr1?am1'nuOut1'tfando
027651ilf!?arn1nu￠ut'i'ttando:0275971?am1nu￠ut'lttSas1ga0247311

am1'nu￠vt'ittl̀ado:e246881?aW'inup̀ut1'ttf̀att'o:Oza896
<nudu> aminudufuddsibul'215D171aminudufuik'isl'2151511aminudufurik'i:do:20ca071
aminudufurikusl'215121
<nutu> aminutuffi:k'L's'i214152
amen otfidafita744102HFIamenfuttekitazo83elca,8305391
<N>
amenfuttekitazo:i7391411amenOuttekitaed03681amenOuttekita:7sc0421
amen￠uttekitadzo8500"eslamen￠uttekitadzo:653922,th3078,72th141
amenOuttekitazoed05sc,bo15121amegOuttgikitazo7"0981ameo￠uttekitazo7462001
ameD￠uttekitazo:7471se1amepkitazo:7539761ameNaetekitabain4935/
ameNfuttekita7373polameNfuttekitazo:7ssnllameN￠uQtekita3e7sc2651
ameN￠ut:ekitaba:i7as767l1ameN￠ut:ekitade:7370so/ameN￠ut:ekitajo:7238821
753976/
ameN￠ut:ekitazo7ss102ges1ameN￠ut:ekitazo:725954,7269ng,727932es,7289S1,
,ed5140,7ss267,7Sl205 or st 1
ameN￠ut:Jikitazo:7sc1721ameN￠uttekita664125as

ameNeuttekita:7sc1211ameNOuttekitado:6634322,750169/ameNeuttekitadzo

zaec24,7sa267/ameN￠uttekitagotfaaidzoi7as4241ameN￠uttekitajoboas54,664252,
bo5243es1ameN￠uttekitazoed0401,ed13as,ed23M,664257,ed5072esl,727524/

ameN￠uttekitazo:66S432,esSOcaes5,6662491ameN￠uttekita3a:754121as1

ameN￠uttfikitazo7219501ameN￠vttekitabai735e54es1ameN￠vttekitadzo:72"75,
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733132/ameN￠uttJikitazoth17431ameN￠uttekitawee:6517351ameN￠uattekitaze
bo5193esl1ameN￠uattekitazoed24S4as7itr,ed43171?aminputJitfannja:1271OSI

?X>7v7¥YY"7sc209,736312,737331,739070,8503708

<Ndu> a:mindu￠ik1'ta2076251amindu￠uiku:207698
<i> j,)e.f'7vfxP9F"735677,756613
<(AME)>ameaetattazo7302561amefuttekita655280esg1amefuttekitado654264e!)!
amefuttekitazo6542641amefuttekitazo:6570polameOuQtekita1747S5,2608901
ame￠uQtekitado175604,270141,572351glame￠uQtekitado:2751101ame￠uQtekitajo
ln8451ame￠uQtekitazo175604#,177ec5,478054,5710",5713941ame￠uritattaNde:732456/
ame￠ut:ekita656330,656ss71ame￠ut:ekitajo:740180es1ame￠ut:ekitaeaijo:
6573791ameOut:ekitazo:659300,733904,7"0221ame￠utekltadzo:4609531
ame￠ut:et:azo:6573321ame￠uttazo:5613281ame￠uttekita0724951
ame￠uttekitadejo6544721ame￠uttekitado468477,477326,5"229es ,570430,657rv4g es ,

edrv131ame￠uttekitado:478sc9,56n19es,7501691ame￠uttekitadze46ssOlgl

ameOuttekitadzotL68911,469811,46mp06,555785,5575S2,560954,570235,"16S91

ame￠uttekitadzo:463720,46Sec2,570140esl,57141O/ameouttekitadzo'477212g1
ameOuttekitadzojaSS5785/ame￠uttekitadzo659e449lame￠uttekita:ire3772611
ame￠uttekitajo:652720,7Sas93aslameOuttekitane hora0724211ame￠uttekitaro

6ss1451ameeuttekitazo072421,"4769,"7798,56as94S,563218es,563342,S64229,5da177,sc7047,
5as023,569028es,572176eseg>,740510es4>,7416sc,750046,7521161ame￠uttekitazo:5ca806,
5689ec,57018S,633906,654472,655322,6580es1a'me￠uttekitazo:185185/ame￠uttfikitazo
7323741arne￠u'tekitadee372111,573138,375213,3760571ame￠u'tekitado3731ss,375213,379109,

3791411ame￠u'tekitagara3750641ame￠vttekitadoedsa141ameOyttekltazobo17os!
ame￠urridee:tana:6517351ameOurtekitado:47ca20filame￠uatekitagara47"201
ameOuatekitana:47"201ame￠uatekitazo"eon71ame￠urtek'i'ta475mp41
ame￠uattekidazo:"29911ame￠urttekita553915,"3794es lg) 1ame￠uattekitado084033,
186821,476107fi,5602po,5653331ame￠uattekitadzo473532es,555819,S58S09,654612,656673,6575431

ameOuattekitadzojo6584ss/ame￠uttekitagara194262/ameOurttekitajo:474295fi1
ameOtuttekitaro:ca7219es/ame￠tuttekitazo077688,1794S4,180180a,56S396,576180,ed11151
ameOurttekitazo578123/ame￠uattek'Zdadzo472S401ame￠uattek'itadee‑e'371070/
ame￠uattek'itade:373e431ame￠uatteki'tado471"D,475S76/ame￠uattek1'tado:4743291
ame￠urtteki'tadzo471215/ameOurttekl'taja47335Slame￠urttekCi'tadzjo3745981

ame￠ua'tekitage"de378121ma1ame￠w'tekl'tadea37n42/ame￠ua'tekl'tado3781211
ame￠ur'tek'i'tado:378121/ame￠uatteki'tadzo:4763111ame￠vttekitazo:Sec97Sl

ame￠vttekitadzo561ec8/ame￠vttekitadzo:760863/ameO‑ttekitazo576282/

ame￠vtteki'tadzo:378745!ame￠diQtek'i'ta277521/ame￠ulQtekl'tadja2mp1571/
ame￠utQtek'i'tadje570152eslameOutQtekl'tado276ng11ameOulQtek'itado:278451',279157

as,371495!ameoulQtekl'tad3asce946,370237,37e2831ameOdiQtek'i'tana2790ss/

ameOulQtekl'te:3714951/ameotuteki'tadje276513glame￠ditekftado276513esli,
279225/ame￠ultek'itado:2mp3041ame￠ultekl'tana27za75eslameOultets'i'tadzo:4619631

ameOultets't'tadzo'"28231a'me￠ulttekg1'tadzo:4730S91ame￠tuttekg'itadze4712401
ameOulttek'itadze471132/ameeulttekl'tadzo3774641ameOulttek;'ta'473158/
ame￠ul'tekl'tado:3761751ame￠utttekg'itadzo'ca59ro/ameOpttteki'tado3762421
ame￠ut'tek1'tado374106,3770331ame￠in'tek1'tado:364973,3740sc,3761751

amehuQcjekita7377eslamehuQtekitado4782081amehuQtekitazo571241!
amehuQtekitazo:479055,4791aslamehuQtekitazo468ec5/amehwttekita567904as/
amehultteigi'tadzo'"5es91amehopttekl'tadzo4760531amekCl'tazo375ss91
amekitazo:18518Slamekoboedeki'tado3741g6!amekoboredek'i'tado374106/
ameod3'L'dek'itado3741oslameotfitekita175604/ameottekita565396Sl
amexttekgtadzo5732771amexttekgtajoS78os41ame￠uatek'itazo368956/
ameeuattekitazo4710551amg￠wttek'itazo:472145/ame￠tu'tekl'tado27n671

am9Odittekg'itadzo:4741431am9￠ulttekg'ita'474143/ameOdiAt"t‑ekg'i'tadze:4750th1

a'meeulttek'itadzo:474093/amifukjandura:2095601ami￠uiapgundu207nOl
?a:mi￠undo:1251271?amieutonro:1IS7921?amiputitfando:1as1",1asS52/
?amiputJitando:12"491J')e7vJLg"Y"650"9eS)17X7vY"Y"e?6S2655/J,)e7v7IPy'ue894
es,5SIL666,5S65rv,5567ca,5597ca,559895,S60ea1,"9407,650as9,650907,6515mp,6Sl6131?X7v7¥SY"‑

6560Zes1?X7v7‑YY'g558M17pt7v71SY'‑655170
<(amee)>ame:￠uride:tado736687g1ame'￠ut:ekita6583soesll
ame:￠ut:ekitazo:7caOZIame'eut:et:a6563sc1ame:￠uttekitajo:ac22971
ame:￠uttekitazo5es1781,740Sec/ame:Outtfikitado7366871ame:Ou'tekitado
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372070／ame▼Φ咀ttekitado：670097／ame：Φ山Qtekitado278515／ameワΦuttekftaら70445／
ame

Φ田ttekftad3e378465／ame

アメーフッテキタソ

Φ山ttekg写ta：463969／アメェフッテキタソ

644842／

550816

〈（amii），（aamii）〉？ami：Φe：t∫ando＝1221ら8／？ami：putit∫ando：123172／
？a：mi：pu：tit∫ando：125104

〈その他＞amedana：172535

2

先生が
se∈sega659420共／seτseiga835175／sensega463720，鰯801，轍769，価366，465842，466722，

〈ga＞

467657，概51，469472，妬95妬，469695，560557，561496，561520，562219，562561，566817，654109，656謝多／

sense：ga鱒5279多，467219，467545，㈹477，560428，561195，561567，56鮪90，5酔727，565664，565735，565780，
566545，634834，634968，635764，635843，635938，635961，636860，636932，637711多，637806，637913，638920，
640948，643053，643794，645098，645136，645331，646178，6470董1，647315，648023，648241，649031，649178，652120，
652289，652852，653361，653842，653922，654733，654853，654951，655765，655824，656816，657099，657148，657214，
658330，670004，671135，726952，733904，733976，734991，740m5，740180多，740252考，740溺0，740420，742076，

742138，746022，760863，765962，027651共新／sense・ga555785／sense：xa665544／senseiga466642，
563565，564475，564543，5646毒1，565308，565541，566851，567406，567526，649696，733681，740586，740766，741634，

742771，822996，831295誘，833242誘，834143，835374，835430多，836382，126192／se匠seiga837247／
seOseiga741461，742256，745019，746039／seNsega5667霊8，659300，738647／seNse：gaO84033，171871，
179454，180180，183520，186821，194262，561328，566689，567566，567644，567748，568529，568806，628781，637458，
637528，637890，638328，638487，638598，638762，639386，639662，639711，639807，64量854，642537，642692，643404
考

，643705，644513，644693，6纈36，64・7483，647507，651266，662913，663997，665754，666781，669759，672023，．

672133，727932多．730256，730522，730805，730837，735054，741手51，743134，76593㌔835208／seNse ga562484／
seNse：xa559074，643176，662297，672023，673026／seNseiga726948，737497，737763，738102，739405，

739563，739644，830466，830652，831525，832268／seN昌e：ga626709／seNse：ga272267／sese：ga643151／
se2seiga833350，834232，834328，835261，836433／s∈5se：xa574173／sjeNsjega644343，738504／
sjeNsje：ga645ら24，6偽542／6eτ歪5e：ga731288／qeτ6eiga733269／昌enqega640743，726614／
Senqe：ga641659，644234，647237，648227／6en亀eiga833160／昌eNse：ga627712／SeNま5e：ga185185，
641500／∫en∫ega641222／∫en∫e：ga546373，547149，633906，641131，641287，642157，644e35，644161，645285，
麟7165，備089，736138，736769，738267，738398疑，739363，832158，027597，029466／∫en∫eiga7334騒，734553，
736687，740846，830029，83で163，832440，832500，832595，833436，834556，83942鷹，931346，024688／∫eO∫eiga
123199，123238，123352，124149，124226，125127，126116／∫eN∫ega640492／∫eN∫e：ga546229，641355，641570，
醐622，畠2339，642麟9，餌3300，72薯920，了23767多，723882，723898，724897，728951多，731307，732291，732456，

735443，737030，737096多，739276，830081／∫eN∫eiga725954，732167／∫in∫eigaO22896，024731／
∫in∫i：ga206807，215151／∫iO∫i：ga115792，116962，125059，125104，126068，126122，127026，127105，
207220，215m7／∫iO∫iOga122148／eeOeeiga741461，742256，742462，743361，743640，745019，746039，
746098，747138／eeOeeixa744626／シェンシェーカ、640900，731128下，732586，734426，734694，734754，735677，
736613／センセイが麟3802，737412，834584誘／センセェガ641910，641918，643951／センセガ644842，麟6977，647560
考

，648549，648658，649507，655170／セ＝ンセーカ「馬636625，640769，642809，643504，643655，645760，646430，6477葉2，

酔852L麟9407，733397，733638，736525考，751369／センセーが麟灘50，麟5557

〈ka＞
∫in∫i：ka214152
＜Oa＞
￠engeOa471215／genCe：Oa472340，473532，474295，476311／￠ense二夏〕a471523／seese：Oa
567969，573134，573277，575178，578084／senseiOa836142／senseOaO72495，175604，177072，272025，273405，
553980，557912，650496，651324，65襲67，655280／sense：Oa177845，179994誘，270141，272025，27粥5，282249，
372549誘，37醐4，374676，376624，377719，379109，379626．471598，472ら56，552789，553915，554742，55侶55，
557912，561262，562889，562911，563126，563649，563867，563917，565912，565946，569305，569479，569547，572012，
572084，573061，574088，579139，579374，645729，649757，650066，651074，651735，652194，652598，652720，652795，
653251，653618，654612，655322，655506，655945，656423，656673，65了543，657586，657685，658735，660352，660368，
660536，660736，661368，661512，661589，662070，662454新，663018，663078，663432，663630，664125，664317誘，

韻5479665193，665243，666249，740510，750408／sense・Oa379422／sense：samaOa663018古／
sen∫e：Oa372668，657743／seむse：竃〕a652ら67／seむseOa651541，654337，654531／seOse：Oa65蒙386，
654472考／seNseeOa558656／seNseOa174381，274386，277521，370152疑，370237，370283，478208，479238，
557511，559硲1，568122，570235，571394上，572351上，653161，658145／seNse：OaO7価9，077988，089441，
173928，174755，180712，186554，192005，279157多，370681，372242，374791，376686，379249，鱒2991，4儲5，
468911，緬9811，469906，477212，477326，478054，478147多，478369，479055，479123，479230，551820，554932，
555821，557480，560954，561328話，562394，563178，563218，563鱗2，564897，5畠975，565104，565274，565333，
565396，566177，566278，567047，567177，567289，567318，567904，568023，568179，568426，568667，568735，568984，

一238一

569028，569616，569662，569757，569895，569961，570140上，570185少，570430，571029，571241，571410，572176，
651127，652232，653001，654079，656514，659044共，659147上，660嘱，660137，660781，660880，661008，661115，
662015，662107，662177，662354，662637，662847，663521，韻232多，664257，665006，665072，665140，665631，

670118，744072，750046，750391，751205，752↑16／seNse．Oa6512歪5／seUse：Oa663814／se2sei竃〕a836231／
sさse：Oa566919，573169，574271，575161，576180，576282，578123，578225／ミ｝ense：Oa375718／6en昌e：りa
378311，462823，557552／6en∫eiOa832028／嘆｝e乞qeiりa931167／qΩn昌e：Oa659501／∫ense：璽〕a657743／
∫en∫eiOa924994／∫en∫e：Oa375459，376593，378745，461963，464356，473158，475066，555691，649718，
649850，657743，742706／∫en∫e70a471132考／∫eむse：Oa652387／∫eN∫eOa558479／∫eN∫e：Oa374746，
750169，752294，752393／∫CN∫eりa471055，472145／∫inseiOaO33080多／9eりθeiOa741574，744245／
eeOee7ga746200／シェンシェーカ。556695／センセイカ。556746，556814，556910，557788，557979，55877ら，558878，
559589，559742，559768．559895，566050，650649，650860，650907，651579，651613，651909，651990，652655／
センセーカ0459766，469792，469894，552781，554666，556637，560881，561785，644968，645839誘，645996，656022

〈gu＞ シェンシェーグ732586誘
〈gadu＞ ∫in∫i：gadu21512τ
〈a＞
sensea379422誘多，470643誘，55銘55，557912／sense：a379626，55給55多，557912，658438／
sense：a371648／sen∫e：a372668／seNsea275456，276ら81，277312，278515，279415，3704・48，370592／

seNse・a568122／・昌en5ea378311誘導／Se
〈e＞

Se・a372532，374419／∫eN∫e：a470593

senseε372549

〈ja＞

seeseja659420誘多／sense：ja554855、655476／seNseja657379，659398／．sense：ja

373577／センセヤ647995，6曝8848

〈（seNsjaa）＞sen∫a：657148誘／sen∫a

562022／∫en∫a：459807／∫en∫a

555691

＜（seNsja）＞sen∫a561195多
〈（seNSεε）〉霞｝eN◎紀．373603

〈（seNsε）＞seNsε277197，370283多／センセァ550816，551619，551775，556529

〈wa＞
〈na＞

sense：wa740420，750472／∫en∫e：wa376593
sense：na555819

〈no＞ senseino822996，833242，835057，835374，835430図上，836382誘新／sense：no634968上，
637711上，737399，830339／seNseino724935，737497，738102多，832268誘引／seNsemo727932誘，
733132参，735054／sese：no麟3151誘上／se2seino82矧8，833350，脳328／qeτ5emo732095／
6en6eino831372／qeNse：no627712誘／∫eT∫e：no鰯177誘／∫en∫eino734553誘，832440誘，
832500上，832595誘，83鴎36誘，脳556誘，835428／∫en∫e：no546373誘，醐131，酔2293，738267誘多，
739141，830168，831452／∫eN∫eno727524／∫eN∫e：no721920，721950，723767誘，725韻，728951誘少，
7蟄042，7醐2U36172，737096誘，738221／∫eN∫Cno642049／シェンシェイノ736312，737331，739070，830370／
シェンシェーノ731128置上！センシェイノ736209

〈nu＞

senseinuO24801／sense：nuO27651古／∫en∫einu207始9／∫eO∫einu123172／

∫inseinuO33080／∫in∫e：nu121388／∫in∫i：nu208516／∫iO∫innu209560／∫iO∫inu208660／
∫iN∫i：nu207696
〈nudu＞ ∫in∫i：nudu208603

〈N＞

sense：n637711／sense：0744102／sense：N660401，662454誘古，66粥2誘多，66ら125誘多，

664317多，665193科目665243誘／seNseN724935／seNse：N661743，661788，662354誘，旛232誘，664257
的野，665006誘少，665072誘，665140誘多／∫en∫eN72糾24！∫eN∫eiN734265／∫eN∫eN722975，
727524多／∫eN∫e：N733132古
〈Ndu＞
∫in∫indu207625
〈du＞
∫io∫i：du207698
〈（SENSEE）＞genqe375279，378065／genqe：377261／qe qe372111古，374脳，374106，375脳，375213，
376057，376175，376242，377033／ge回ge：372070／geNge：372331／gさge364973／￠en￠e471460，475376／

Cen￠e：371070考，4侭0多，474329，476107／gense：474620，475294／heNhe・373043考ノse6se
657332／se6se二577136，656330／senseO72421，072495，275110，465842，467798，558509，560299，561848，
654109誘ノ5ense：172535，鰍77，470麟3，472456多，473335，553777，6542麟，656387誘，657099，658330誘，

670097，7

0180雪踏，750332／sense・470113，657214多／sense：sama373331／seNse174755，276166，

276513，277275，278451，279038，27〜必5，279304，370152誘，371495，478208多，571394，572351多，657294，659044

多，659147下多，659300誘！seNse：071750，077榔，279157誘，360946D4・62991，4688ら5，468911誘

，478054，

478147，563178多，5麟229，567047誘，…鵜023，569028，570140多，570185誘多，571410誘多，658088，660034

古，662297／seNse

3η506／sese：576180／6enqe：珊2／6e閃e

3ア8594／弓♂qe・375389／

qeN亀e，378603／◎eNSe：376緬5，377312／qeNqe7374422，37鍋5，470445／∫en∫e373138，378065！
∫en∫e：377464，ら63969，465979・471240，473059，473158誘，476053／∫en∫e，460953，465869，ら74143／

∫en∫e纈944，474093！∫en∫e372111，3781起ち379141／∫en∫e：374598／∫eN∫e：732374／∫eN∫e368956，
460927，472145／シェンシェー731665／センセー556512

〈無回答＞korareda260890
一239一

3

どろぼうが

〈ga＞
akisuga654733／doroboga463801，466722，555785，561496，566718，641222，641287，654109，657099，
657214，738504，738647，740252多／dorobo：gaO84033，171871，179454，183520，185185，194262，272267，
463720，464769，465279，465366，465｛外2，466642，467219，467545，467657，468477誘新，469472，469546，469695，
5妬373，547149，560557，561195，561328新，561520，562219，562561，563565，563649，564475，5酔611，5麟690，
564727，565308，565541，565664，565735，565780，566545，566689，566817，566851，567406，567526，567566，567644，
567748，568529，568806，574173，626709，627712，628781，633906，634834共，634968多，6357麟，635961，636860，
637458，637528，637806，637890，638328，638487，638598，638762，639386，639807，640743，640948，641355，641500，
641570，64雫622，641659，641854，642049，642157，642339，642537，642649，643053，64315i，643300，643404，643705，
644035，644343，644513，644693，645098，645136，645424，646636，647507，648241，649178，649696，651266，652120，

652289，652852，653糾2，653〜櫨，65娼53，65495ち655765，655824，656387少，656816，657148，659300，663997，
665754，666781，669759，670004，670097，672023，672で33，723767，723882，724897，725954，726948，730522，730805，
731288，732291，733269誘，733681，733904，733976，734177，734553，734991，735054，735鱗3，738102，738398，
739363，740015，740180，740252，740420，740766，740846，741461，741634，742076，742138，742462，743134，743640，

744102，744626，74・5019，746022，760863，765931，765962，830081，833242，835可75／doroboワga662913，737497，

830652，835430／dorobo：xa665544，673026，7妬039／dorobo：ga560428／dofobo：ga561567誘，
635938，643794，644234，645285，645331，647011，647165，647237，647315，648089，648227，671135／nosTtoga

64113ち642293／nosutoga546229／nosuttoga562484／nugidoga737096，831295誘／nugltoga
833160，835057／nugldoga836382／nugitoga726614誘／nuidoga835261，836433／nusitoga647483／
nussaroga835ら28／nussuroga931粥／nusudoga733269，734177誘，739276，831163，831452，831525，
832158，832500，839ら21／nusudo：ga738267／nusudonga736138／nusudugaO29466，121388少／
nusuruga1261〜准／nusutaroga832595，834556／nusutoga468477，鞭51，634834，634968古，635764，
636860，637711，639711，642692，646542，649031，654951，723767，726952，727932払ア30256，73で307，732167，732374，

737763，738398，738504多，739405，739563，739礁，74115で，830029，830鮪6，832595，833436，834232／

nusuto：ga721920／nusut：oga636932，643176，644161，646重78／nusut1；oga561328古，635843，
649696，740340，740586，740766誘，741634／nusutto：ga742771／nusuttoxa662297／nus撃toga

730837／nusVttoga639807多／nu∫idoga831372，832440／nu∫idogoroga832440／
nu∫idowaroga832440／nu∫itoga637913，639662，641570多，6銘023，653361，7334又，734553，736687，

833242誘，835208／nu∫it：oga638920／nu∫ldoga834143誘／nu∫ltoga835430誘／nuθ犠ttoga
747138／nueutto：ga743361／nu3idogoroga832268／n斑idoga834328／n田sutoga824818，833350，
835374／n田suto∫i：ga822996／nus茄toga640492／nu∫itoga837247／ト

ロホ

』オカ

641910，641918，

643802，643951，644842／ト㌦［1ホ覧一力 640769，640900，642809，643450，643655，645557，645760，646430，646977，
備521，655170，731128，731665，736525，751369，830370，8粥84誘／ヌシットガ7蟄694／ヌシトカ 645557誘，麟7560，
647712，648521誘，648549，649507，733638，734426，734754，736525，736769／ヌスットカ 、636625，647712，648658，
649407／ヌストカ「』643504／ヌスト、力

〈Oa＞

733397，737暇2

dolobo：Oa660352／donusuttoOa645729／doroboζ｝a473532，557552，564229，567047，570235，

572351少，650496，652妬7／dorobo：OaO71750，074669，0779｛臥089441，174381，174755，175604，177072，
177845，179994，180180，180712，186554，192005，260890，270141，272025，273405，277275疑，277521，282249，
372549誘，372668，37妬76，374746，374791，375459，376593，376624，377719，378311，378745，379249，464356，

4鰍5，糊911多，妬9811，469906，471460，472340，472456，474295，476107，477212，477326多，478054，478369，
479055，479123，479230疑，尊79238，551820，554855，554932，555819，555821，557娼0，558479，559481，560954，
561262，562394，562889，562911，563！26，563178，563218，563342，563867，563917，564897，565104，565274，565333，
565396，565912，565946，566278，566919，567177，567289，567904，568122，568179，568426，568667，568735，568984，
569305，569479，569547，5696，6，569662，569757，569895，56996塗，570430，571029，571241，571394，572012，572084，
572176多，57306ち573134，573169，573277，574088，574271，575161，575178誘，576180，576282，577136，578123，
578225，579139，579374，麟9718，麟9757，醒9850考，6500｛め，6510了4，651127，651215，651324，652194，652232，
652720，652795，653001，653161，653251，653618，654079，655322，655945，660034，660137，660536，660736，660781，
660880，661115，661512，661589，661788，662015，662070，662107，662177，662454，662637，662847，663078，663432，
663521，663630，翻14，（購232，礁317，礁547，665006多，665072，665140，665243，665631，666249，670118，

740510，744072，746039，752116，752393／dorobo70a378594／doroboOa651541，652387，654337／
dorobo：竃la654472考，654531／doroboτga742256／dofobo：Oa471240，554742，652598，654612，
655476，655506，656423，656514．656673，657543，657586，657685，657743，658735，659501，750408／

dofo■bo：Oa371070／nfttumun竃〕aO33080／nosuttoりa567318／nugitoOa836231／
．

nusibido！〕a375718／nusudoOa832028／nusutoOa478147，566177，569028，931167／nusut：00a
657379，658330，659420／nusuttoOa566177多，653467，655280，659147上，742706，750046，750169，750391，

751205，752116，752294／nusutt的a651獅，652387古，654472／nusutuOOa207220／nusutoりa651735／
nu∫itoOa836142，924994／nuOutto竃〕a741574，744245／n咀s駆to竃〕a557511，665193／n肥suttoOa
568426／n㎝s血miりa471215／nus曲ttoOa652598／n山s血bitoOa373414／ト ロホ、ウカ。556814，557788，
558774，558878，559589，559742，559768，559895，566050，650649，650860，650907，651613，651909，651990，652655／

一240一

F"̀O*"‑"O4S97th,4697ce,469894,552781,5S4666,560es1,561785,6449osg,6560221XS,F"OS56695!
XXvFnO55691O,5edOSO,64S839,645po6,650649,6S0987,651579

<gu> X)5"P"7325ee

<a> doroboa277312,570448,3705on,37B681,378e65,378311l,3794n,471598,561262,S74173,6593981
dorobo:a275456,372668,379626,55ng552,574173,edO0541dorobo'a557912/doroboa3725491
dorobo:a3716ra,373331,373577,375279,S76686,470593!dorobo:o459807,5590741doroboo5S08161
docobo:a470113,6584ss,7S04721nus,ut:oa6573791nurssurbidoa4706431nulsulbl'toa37sc141
nulsutbutdoa2761ed,3702371nutsinttoa3725321F"M*"7647po5,6488ng/F'̀n*'7551619,551775,
S56512,5566371XS,F75565rv

<(dorobaa)>doroba:555691
<(doroba)>doroba568122
<(nusubitaa)>nursuabita:ed1008

<no> dorobo:no627712,72ss98,7sc042,7350541nusudono7258641nusutonoza8951,732095,
734121/nusvtono7331S21b"D*'78S057el

<nu> dorobo:nu0275971nisiturinu2e7"91nifido:nulnlva/n1'ttumunnu0530801
nu￠urunul157ce/nusituronu20866elnus'i'donuOn896/nus'idunue27651iSlnusl'tonu

02ngOl/nusudonu024688/nusudunu024731,121388g,1231op,125104,125127,1260os,126116,126122,
20os07,2150171nusurunul16962,1232ss,123352,124Z6,125e59,127e261nusutunu2141521

nusuturl'nu207696,209S6e!nusuturunu2oa5161nueurunu127105
<nudu> jamagunudu2151511nusitunudu20ee031nusutunudu215121
dorobo:n7441021dorobo:o7"2001doroboN722975,n7524,7342651dorobo:Nda0368,
<N>66e401,as1568,ed1743,th2354,ed2454es
'i!I ,ca3432es g ,ca412S,ed4257,ed4317g ,664547,ed5006es e{>

,

ed5e72,edS193,665243as,666249asg,721950,7ss172,757030,7373po1nuciton72ed141nusudon

8301as,8303391nusudoN734177,7342651nusudo:N7ss26781nusutoN728424,7382211nusuto:N
,724935J6,753132es1nuJitoN72ec2421
721ceO/nusuttoN662"7es1nusvtoN72297Ses

nueuttog7"b981nuasuatoNedS1931F"e*'N:t7390701xxF">7sc209,736312,737331,83037eS

<Ndu> nusl'turl'ndu207625/nusuturl'ndu207698

<i> X)M73S6n,736613

<(DOROBOO)>doNcobo:"1963/dorobo276481,278515,2790ss,279415,sc09",370152,376175,376242,
577033,"7798,47214S,475376,47va3e,557552,560299,567047,571394,572351l!dorobo:072421,072495,
e77ms,172535,173928,186821,274386es,276513,2n197,2n275es,27ec51,279157,27ce25,370283,372G70,
372111,3731ss,374034,376242,37died,377e33,3774ec,379109,460953,462991,"8845,468911el},471e55,
471523,472scO,474329,474620,47S294,47es11,4n326,478054,478208,5S3777,553915,558509,55ee56,561328
ff,S618va,5es178,S64975,S65104,567969,570140,570185,S7141e,572176,S78e84,654264,656ss7S,
657214

a,6S7332,65814S,659500,750332/dorobo'368956,37za42,374598,37Sss9,378"5,379506/doro:bo:

472456,473335/dorobo'373603M,374419,377312/dorombo377261/doro"bo371495/dofobo:
368882,373043,"3969,"See9,"5979,471132,473059,473158,474093,474143,4750ab,476053,552789,553980,

562eZ/dofobo'3710701gando:3722421ga"do'373603ilf1nosuab1'do460ce71nosutto565396/
nusidu1231721nusudu:124149/nusuto4781471nusuto:7324S6/nusut:o656330,6S833e1
nusutto561328'i!I,5caOas,657"4,6S80as,659e44,659147Fl/nusutbito3751ss,375213,3760S7,
5rp1091nusulmi5752131nusulnodo372111/nusulDoto3721111nusut'to376057,3791411
nuasuabl'do"09271nuasuabl'to470"51nulsdibido37617Slninsulbl'do37as31,57"nlnulsulb'ito
,3781211ndisulb'ZSo4741431nulsulbuldo279304/nutsultto4669441nulsul'tosc4973,5770331
374106

nulsul'to'37sc03Mlnulf'ib'ido"2823/F"O*"‑65S170/F"M*"')S567foMIXXyF5S67"es'i!i,

557979

<wt@g>dorobo:nihairareda275110/dorobo:niitta7391411dorobo:nijarareta
5645431nusuttoniharareda375064/nursume'57as031NRed3e18

4
<ga>

pt hS k as k VN za to

osakeganomitaina735443/sakega653842,670097,739644/

sakega ippai nomite:na:46847T/sakeganomita:6584871sakeganomitae"21571

sakeganomitaena"1131/sakeganomitaena:5604as/sakeganomitaeno:es97111
sakeganomitagna:741151/sakeganomitaeno:es7528,es9es21sakeganomitaies5098,

"9178,6571ca.lt,731128,7407ec1sakeganomitaijo:es5%11sakeganomitaijono:"51sc1
sakeganomitaina183520/sakeganomitaina:171871,1mp454,"9472,"95ca,5ca373,555785,
561328,S62561,S63649,S6dLS43,56va11,5&za7,sc578e,566851,628781,di3906,6348sc,es57",6S8328,6S8598,

,"5424,"7483,es9696,65"oo,654733,6553Z,
641500,"1570,"16n,ec2S37,"2"9,"3151,"3794g

‑241‑

656816,669759,730837,732291 A ,733681,733976 l{) ,740180,74e252,740846,742138,742771,7431341

sakeganomitainea:744102st1sakeganomitainea7431341sakeganomitaineja
745019!sakeganomitainea7420761sakeganomitaino636860/sakeganomitaino:
637458,637711,637806as,637890,639807,643053,647483,648227,648241,"9031,730805,733904es,740015,

7405es1sakeganomita:jono:6450981sakeganornitakana:723767l,727932,732167es1

sakeganomitakapa:7350541sakeganomitakazai7269521sakeganomita:na:6393861

sakeganomita:no:63S843,6sc932,637711es,637913,6ss762,6tLtL035,64716S,647237,648023,730S221

sakeganomitee:5462291sakeganomitee:na:640948,"2692,643404X,643705,644343,644513,
64S285‑t l{),6"S42es,64ed561sakeganomitee:nee:6446931sakeganomitee:no:645285g,

6tL73151sakeganomite:565308,5ed5451sakeganomitejana7394051sakeganomitena:

83sc361sakeganomite:na564475,565735,567406,S67526,760ac31sakeganomite:na:546373,
566689,5675ed,567644,567748,568529,568806,641659,654853ts,654951,655765,655824,730256,7312ss,

732374,733269,733681as,8324401sakeganomite:na'7ss5041sakeganomite'na73as47,7395631

sakeganomitene:es25001sakeganomitene'8315251sakeganomite'ne8306521

sakeganomitena:ik566tL21sakeganomite:na0840331sakeganomite:na:466722,467657,

468651l,"9695,561496,561567,es0743,ed39971sakeganornite:no:560557,6475071

sakeganomitja'na7574971sakeganomitjee:na:6528521sakeganornitfana:641355!
sakeganomitJa:wai6iL0492tt{)1sakeganomitya:na:739sc31sakeganom1taina:
5668171sakeganoml'te:na:M12npa,6412871sakeganonyitaino:6441611
sakeganongita:no:6sscee,6"178es,di70111sakeganonyitee:no:644234,6453311

sakeganonde:ne:8sc55621sakeganonteena:54714921sakeganontena:8334361
sakeganonte:na:64n93,8324401sakeganontene:8354281sakeganonte:ne:8345561
sakeganonte'ne:8325951sakeyanomitee‑ina:5590741sakexanomite:na:6720231
sakeganomrtaena:642049g1sakeganom1'te:na:642049esel>1sakiganomite:na:
5ed7181saklganumitfaie276511sjocjuganomite'na'8304odltotJuganomute:na:

8314521eakeganomitaina:74se401eakeganomitaineja742256,742462,744245,745019,7471ss1

eakeganomitaino:743sc11"‑""7:‑Y‑t‑7sc4261tt)""647560l1"tr""1:‑9(t"38021
"trh"7:‑Ylt‑64576e,647712,648549,6495071trtr""7:‑Ylt7641918,645951,64ng421VV""7:‑Sl7‑

64852VtrV""7:‑Yx‑t‑&3450as,643S04,64se55,"S557ig,6464301Vb)"1:‑Y‑t‑636625M1
"trn"1:‑9‑7‑636625l1trtr""7:‑fv‑t7374121VV""7:‑7‑&280glVtr""7:‑Yxt7"191ol
"V"'7Ef‑t‑731665,733397,73652SltrV""7:‑7‑t‑834584es1"trh"7:‑7‑7‑73scsa,7sc754,7367691
Vtr"'7:‑7v‑t‑64e769,64090el"trn"1>Y･t‑8sc584

<ga NOMOOGOTARU>sakeganomo:gotaine8SO0811sakeganomogotat83316061>1
Jo:tfu:ganomo:gotaina:839421g,9313461fo:tJu:ganomo:gotaruna:839421

<Pa> gomazueanomitaineja7415741sageoanomide:na:563867,563917,S75161,S78e84,
5793741sagepanomide:na:5791391gageDanomitaiS659461sageeanomite:5659461

sagepanomitena567904Xlsageeanomitena:S632181sageeanomite:na:562911,
S649751sageeanomitenna'5680231sagenanomite:na47op301sagenanom1'dena:562es9,
5679691sageeanoml'taena:377719!sageoanoml'te:5751781sagepanoml'te:na5771sc/
saxeDanomitaina:5bo9191saxeeanomite:na5781231sakeDa566278,65272e,655506,ed21771

sakeDanomitai2720251sakepanomitaina:074bo9,077988,173928,179994,180712,1ceOe5,

270141,282249,561262eb,56n19,5"897A,56po61,"57pa,M9718X,&9850,650496,651074,651127,65Z32,
,652795es,653001,65sc67,654079,6S5945,656514,657543,658735,6S9044,th0352,ed0736,662070,
652"7
ed2at7,664232,ed5e06,74051Oes,744072,750046k,75el69,750391,750408,751205X,75Z94!

sakeoanomitaino:744072/sakeeanomitatna:5574801sakenanomitee:na6536181
sakeDanomitee:na:6517S5,th1ss9,edsc301sakeeanomitee:wa65175SlsakeDanomite:
edOssO1sakeeanomite:na5es126el>,569547,569895,ed07811sakeoanomite:na:5648971
sakeDanomite:4"3561sakepanomite:na478147!sakeeanomite:na:4mp055,560os4/
sakeeanomitja:na5686671sakeoanomitaina:5782251sakenanoml'te:na:5730611

sakeOganomitaina:7"e721sakeDganomitaino:7440721sakeOanomitaina:6513ac,

651541,652ss7,654337,654472,6S45311satsebanom1'tm:na:3747"1fo:tfu:oanornitakana:

924po4/eakeeanomitaina:744626l1eakeljanomitaino:74fo261"tr"""58391
"tr"O7:‑P(t‑556746,6449osi,"5po6,650asO,6560nlVtr"O7ESIt7559895,650"9,650907,6519e9!
VVhe7EF=･‑1‑S59742,651613,6526551"V"e7:‑7‑t‑5577as,5ed050

<gu> sakegunomite:na:7324561"bP'7EF‑7‑7S2586
<a> sageanomidena471Saslsageanomide:na:4743rvlsaxeanomiSe:na5741731

sakeanomitaina:S5vaSS,S5mp12,652120,6540791sakeenontena:6711351sakeenomitai

731128

<(SAKea)>sage"anom'idaena'4669441sageanoml'te:na:370os1
<(SAKjaa)>sagja:noml'te:na:37ed241sakja:nomitainee740scO/

‑242‑

sakja:nomitaLna:5549S2
<(SAKja)>sagjanomitena567047es1sakjanomitaina:655476,6577431
sakjanomitaLna:6513241V‑?7:‑91t‑‑6fo977
<(SAKee)>sage:nomite:na:S757181sake'nomete'na:5624ec1"V7‑7:.91t‑550816
<(SAKe)>sagenoml'deAana'4750edlsagenoml'tena:2772751trtr71:‑Ylt‑552781

<no> sakenonomitakatoba:i723767ee
<no NOMOOGOTARU>sakenonomo:gotaru7320951sakenonomo:gotaruna:73209S
<N> sakennomitaka'7229751saken:omitaineja:7441e21sakeNnomitaina:th5432,

66tL1251sakeNnomitakana:721eqelsakeNnomitakane:7342651
sakeNnomitakatoba:i7as767/sakeNnomite:na:ed04011sakeNnomite:no:6267091
sakeNnomite:no:6277121eakennomitaineja7460981eakennomitaineja746200
<N NOMOOGOTARU>sakennomogotoa?739141/sakennomogotoa?nai7591411
sakeNnomogotJanne:727524
sageonomitena:563218esg/sageonomite:4712151sakeo652720g,ed2177es,
<o>
6650181sakeonomitaena:4735321sakeonomitai563565,652795es,7407edffK1
sakeonomitai:"98SOe1sakeonomitaina:177072X,180180,18352e,27scOSel>,S46373,
561262l ,561520,5os179,569305,634968,635764es l ,643794,649718l ,6497S7# ,649850S ,655161,
653251,654612,65ed73,6575as,deO137,ede736,662070,ed3e78,ed3432,ed5006es a ,ed5072,edS193,bo5243,

740180,740252,74051O,744072g,7504081sake‑onomitaina:ed57541sakeonomitaineo744102

g!sakeonomitaino:6sc9os,6559ss‑lt,7539e4,74407221sakeonomitaLna562594/
sakeonomita:na:6349ases eS> ,657711es 1sakeonomita:no:635843es tE> 1
sakeonomitee:na:662454,ed3521,bo3630g,66tL257,6645471sakeonomitejana:664317A1

sakeonornitena:563342#,5oslnlsakeonomite:na760as51sakeonomite:na:467219,
5ca573,563126g,569505tEl>es,ed1115,ed3521,ed'5es1lsakeonomite:nae5672891

sa:keonomite:na:e:bo51401sakeonomite:na4761071sakeonomite:na:5609541
sakeonomitfa:na:6605sc/sakeononteena:5471491sakeOnomitaina:ed2015/
eakeonomitaino:746e391eakeonomitaizeja741fo11"trX"756e1"tTt7:‑Ylt‑4S97ed,

55ed37,"49osas,&77121,"ee581,651opOl"Vt7Elv:v55ed95
<o NOMOOGOTARU>sakeonomogotai832"Og1sakeonomogotanna:852158,8332421

sakeonomogotanne:8332421sakeonomogotat832158,833160‑1sakeonomogotaT
8315721sakeonomogotfa?na:8342521sakeonomogotJa?ne:8351751
sakeonomogottadone:833242/sakeonomo:ootaat9311671sodzuonomopodaru8561421

sotsuonomugotfade85"351sotsuonomugotSanne:835208/sotsuonomugotJarai

8SS2081sotsuonoDgotfanne:8352081sotsuonoDgotfarai8352os1
sotJuaonomo?go?at8333501sotsuonomogotaddone:831"5es1
sotsuonornogotaddonne:831295as!sotJuonomogota'?8scsa2as1
fotsuonomogotfana:8sc1431Jotfuonomogod3ai8S5450eslfotfuonomogota:8311631
JotJuonomogotanna:831163,8314521fottuonomo:gotat83ncalfotJuonomogotaT
831372/Sotfuonomogotfa?835430!fotJuonomoegoanni:8352611fotfuronomo?go?at
8333501fo:tfur:onomogotaina:8229961Jotfwonomogotaine:8sc528/
JotJuaonomogotat8353741Jo:tfur:onomo:gotoattone:82ng18l
fotJuaonomogotfiba837247
<oo> sakeo'nomete'na:5624a4es ilf l

<u NOMOOGOTARU>sotsuunomogo3sanne:835057
<u NVMIBUSAN>Jakiunumbussa:tna':206807
<wo> sakeWonomitaina:ed2015/sake"onomitainaied2107/sake"onomite:na:
sosln9
<wo NOMOOGOTARU>sakewonomo:gotoarujo:7381021fod3uwonomoeotJaat836231
<ju NUMIBUSAN>sakijunumu￠usaso:ra:207696
<(SAKjoo)>sakjo:nomitaeno:di9ed211sakjo:nomitaica22971sakjo:nomitaina:
569616,569ed2,th2015es,ed5e78es,664232,ed5072esg,ed5193g,6ed249,7313071

sakjo:nomitaino:63S9saglsakjo:nomitaied2107/sakjo:nomita:no:es5845esg,

6ss762itr1sakjo:nomitae:na:641854,di2454l,bo4257l1sakjo:nomite:na:5694mp,
ed13as,ed1745,edas54,ed5631es1sakjo:nomite:nae567289l1sakjo:nomite:na:e:
ed514e/sakjo:nornitja:na:664317'llsakjo:nomitfa:na:ed1512
<(SAKjo)>sakjoca1008/sakjonomitaina:561262,diOesclsakjonomite:na:th0368
<(SAKjuu)>sakju:nomite:na:73scsc1"lrz‑7S7‑t‑7sc6941"Vz‑1:‑J‑7‑736613,7sc769es

<(SAKjuu NUMIBUSAN)>sakju:numbusrrmunu2150171sakju:numbusumunu21S151
<(SAKju)>sakjunomite:7sc5531tr‑27S7‑7‑735677
<(SAKjuu du)>sakju:dununta:nunta215121

‑243‑

<ba> sagebanomitena:5632181/sakebanomitaina:723898Xlsakebanomitaka:
724935,73426S1sakebanomitakana:72se98ee,725ee4,7269481sakebanomitakanai735e54

aslsakebanomitakane:723ea21sakebanomitakaneja:7259541

sakebanomitakanja:724897,7370961sakebanomitakaJia:724935,734042,7341211
sakebanomitya:7573po1trtrJ"7:‑lv‑t736312

<ba NOMOOGOTARU>sakebanomo:gota:7340421sakebanomogotaaine:7284241
sakebanomo:gotaJi ria:733132 es !sakebanomo:gotaru7sc1771

sakebanomo:gotoai728951/sakebanomogotoa:ru7sc1721

sakebanomo:gotJanna:72es141"ITA"7E:"P)L7373311VtrA"7E:"S,)Vt‑7362091
!Jt7JN'"7E:"P;tt7S6312es

<ba NUMIBUSAN>sl'hebanumbuJa024688
<(SAKeeba)>sake:banomitena:S63342

<oba> sakeobanomitena:563342
<i> sakeinomitene:7377631sakeinomite:no:736as7
<du> sakidunumitta:ru20es031sakidununtaha:ru207698
<du NUMIBUSAN>sakidunumissadu2074691sakidunumzaru207625

<(SAKE)>sagekkonomk'te:na3774641sagekkonoml'te:na:5734141sagekonomidenasul
3750641sagekonomk'tagulnatana:2790ssN1sagekonoml'tena:36e9461
sagekonom'itena:278451,3705op!sagekonoml'te:na:2771971sagekonoml'tena4715981
sagekkonomideena:3751sslsagekkonoml'deena:3740341sage"konoml'dena'3764661
sagekkonom1'dena574106,5784651sagekkonom1'dena:sc4973,5762421

sage"konom1'de:na3741061sagekkonom1'de'na'579506,4704451sage"konom1'te'na'

374422,3786031sagekkonomTtena'3755891sage"konom1'te'na'372532,373603,3744191
sagekkono"de:na:se49751sagenomideena373351,378e651sagenemideena:375213,375279,

,578084es g 1
3791091sagenomide:naS618nglsagenomide:na:575161S
sagenomidena:3720701sagenomide:na462991,5712411sagenomide:na:4723401
sagenomide'na3794221sagenomide'na:5723511sagenomide:nai474"5,476311!

sagenomitaena4724561sagenomitaina:174381,177072,177845,270141,2734051

,5679e4fi1sagenomitena:26089e1sagenomite:na:072421,1725351
sagenomitenaS67047
sagenomite:ndagento574eealsagenomitenna'5os02391sagenomite:471215JEfl

sagenomitena:372111,37n421sagenomite:na377261,379249,4792501sagenomiSe47S35S1
sagenom1'daAena471240/sagenom'Zda‑ena:473059,4760551sagenom1'dee:578311as1
sagenom'ida)na:3781211sagenoml'dena:562gg91sagenoml'de:na5720121
sagenom1'deno:3688821sagenom1'deAana:4701131sagenorn1'de‑ee'na:4706431
sagenom1'dena:376175,4711321sagenom1'de:na:5773121sagenom1'de'na:461963,46S8691
sa'genom1'dena:4740931sagenom1'de:naja4752941sa'genom1'dene:4740951
sagenom1'de'no:462823es1sagenom1'tagutnaQtana:2793041sagenom1'tena27eq251
sagenom1'te:na:276481,277521,279157,3714951sagenom1'te'na'27tt671sagenom1te
3704481sagenorn't'tena276515as,370152,37e237!sagenom'itena:275456,276166,277312,278515,
370283,474620,4753761sagenom't'te:na2743ases,376593,4714601sagenorn1'te:na:2794151

sagenom'ite'na5745981sagenom'Zte'na'3785941sagenomulda‑ena:4659691
sagenomWda‑ena'474143!sagenomutda1'na4751S81sagenomulda1'na:4659791
sagenondeml'te:4753761sagenonte:no:4637201sageno"deena:3791411
sageno"dena:3770351sageno"de:na:3760571sageno"tena:372111as1
sageQkonomite:na:2751101saggnomidena:4721451sagenomldena:368956,471e55!

sagenomrdetfa:"Ova71saggenomide:no:"e9531saxenomid9:na:5742711

saxenomitaina5762821sainumitfasai1213881sainumitfasaN1213eaeslsake670e971
sakekkonom1'te:na3725491sakekkonom1'te:na:3787451sakekonom1'deAee'na:470643
g!sakenomidena:4782081sakenomide:na:468845,ca9811,46po06,477212,478ss9,570140,

570430,5721761sakenomide:na'477326/sakenomita:658iL8721sakenomitaena:473532

eslsakenomitai561195,564690,65272S,6S71ngms,657379,7416341sakenomitaina18018e,
1ac554,551820,565ed4,569028,652S981sakenomitaina:e7249S,089"1,173ce8,175604,185185,186821,
194262,27202SM l ,"rv98,555819,557552,56Z19es 2 ,565912,568426,"2339,"96969 ,"9718g ,
6521 94,65n89,652795,6S3161 S ,653M,654109,654264,654472,655280,656330,656ss7,65"as,6570op,
657214,657"4,657332,657543as,6S7685,6580ee,658145,658350,65asss,6587S5,659147,659300,659420,

659501,670118,733976l,7scpo1,7ss598,740180,740420,740846es,742706,74oon,7500"ges,752116,

7523951sakenomitaindaed38141sakenomitaineja:7441021sakenomitaino6scesO1
sakenomitaino:645176,74e586g,7504rn1sakenomitainora7503321sakenomitaitfa
S539151sakenomitaiwaija4598e71sakenomitaina:S620221sakenomitatnaS59ng11
sakenomitaina:55S821,557511,5S8509,55acsc,6Sl215,6Sl2ed,6513241sakenomitatna'5584791

‑244‑

sakenomitakane:7219SOIsakenomitakuanattano:55398elsakenomita:nea:6593981
sakenomita:no:73e5nlsakenomit"Aena:560mp9!sakenomite:5720841

sakenomitena:563sc2,5642291sakenomite:na077688,S62394,565664es1

sakenomite:na:565104,565274,565333,565396,567177,567318,5681792,568806,653ce2,fo17gg,

670004,670118,673026/sakenomitena:jai5es1n/sakenomite:464769,57018S1
sakenomitena:5725311sakenomite:naito8651es,476107es,479123,S68984,571394/
sakenomite:na:"5ar2,4ca911,478054,4790552,479238,560428es,560954l,5702S5,571029,

571410,ed"131sakenomite'na:6721331sakenomite:nana:4638ell

sakenomitonattana:653sc11sakenomitfana:"1355eslsakenomitJa:wai64049211

sakenam1'tae6421571sakenom1'tena:3730431sakenom1'te:na:5556911
sakenomtaina:5547421sakenomuate:na:5556911sakenonyitaino:6480891
sakenontaina:552789,5537771sakenonteena:S47149lg}1sakenontena:6711351
sakenontena:3710701sakenoNtaina5518201sakinumitaha:nu1252ss1
sakinumitfahaN122148/sak1'numitJa:ri0275971satsenomitena:5731691

se:ggwanuntfakunataD0247311se:ggwanuntfasai0247311se:ggwanuntfasaja:

e247311se:ggwanuntiasao0247311se:kkwanumits'asaja:02ngOll

se:kkwanumits'asau02ngOllse:kkwanumits'asari02vaOllse:nuWitf̀akaja:

eZ8961se:nuwitf̀akaDOn896/se:nuwitfakariOZ896/"tr7EYIt551619,551775,S5tva661
ttVl$Y{t‑5565rv,5S9S89,5597os,647op5,648549,648658,6488va,6515mp,655170,6560n!"tr7:‑Ylt7

5579791"V7:‑9t7‑as5211"tr1:‑9(>)"v5565121Yb7:‑Y‑642809as1"tr7:‑FxS‑55691Ol
"tr"7:‑7･‑t‑560os11"tr"7E7'‑t‑‑fo9894/"tr"7SZ"‑t‑ca9792!"V7>Y":‑Y(t‑‑6494071

W7>7" :‑ Y(7‑"9407

<(SAKE NOMOOGOTARU)>sakenomo:gotaJiJ)a:7331321sakenomo:gotaru7ssZll
sakenomo:gota:ru7ssnl1sakenomogotat7ss2671sakenomogotarne:7382671
sakenomo:gotearu7sc1salsakenomo:gotoaru830168/sakenomoegotanne:738398ss1
fotfunomogotanne830029es1ljtr7E:"9JVi8303701ljlr7E)"YJLr‑7sc2091tttT7E:"YJL*‑

7390701i,H‑iFrz‑7El'N9:t)‑83037e8

<(SAKE NUMIBUSAN)>saginumusaduansuja207ZOIsakigwa:numibusaig124n61
sakinumahanu209560/sakinumbusanuja:1231polsakinumbusassa:1261n/

sakinumibuha:nu1241491sakinumlbusa:ha:1251041sakinumibusanul15792,125127/
sakinumibusau1260sslsakinumibusa:ljha:126116/sakinumibusaN116962,127026/
sakinumibusassa:1as352,126192/sakinumibuJaja:Orv4661sakinumpussa2141521
sakinunpisa:jara2e86601se:numibusae33e801se:numibusai033e8el
se:numibusaD0330eoleakinumibusammja:127105
<(SAKee)>sage:nomi'de:na5731sc/sage:nom'i'tae5mp6261sage:noml'taena5747911
sage:nom'itagna:37"761sage:nom1tee:na470S931sage:nom1'tte:na:S716va1
sage:nom'iteana:3735771sage:nom1'tena377719g1sage:nom1'te:na3754591
sage:nom1'te:na:372668,376686/sage'nomi'te:na5732771sake:nomitaina:bo2av7,

666781,765931k1sake:nomitakja:765931l1sake:nomitakunattana:5687351
sake:nomiteeena:di55441sake:nomitee:na:ca5544/sake:nomite‑anowa:76S9621
sake:nomitena:563342/sake:nomite:na569757/sake:nomite:na:563178,567ec4S,
5ca735,di26371sa'ke:nomite:na:e:caS1401sake:nomite:4653661sake:nomite'na'
4652791sake'nomite'na:560428es1sake:nomite:o4675451sake:nuntaharona:

2085161VV‑7EY‑t‑561785

<(sl'hee NUMIBUSAN)>slhe:numbuJae246881sl'he:numbuJame246881sl'hti:numbufar
e246881s1'he:numbufikamundsa024688
<? op pt >sakegahosi:no:es7711/sakegahos1':&21571sakegahoti:na:"3300!
sakeNhofikana:7392761sakeNhofikane:737030/sakigwa:￠usasa:1250591
sakipussaruari'2076251Jo:tyu:nohofikane:8303391"tr""*)(t‑"7712,"95071
VV""*)(7‑･6485211"tr""*)d‑t‑64sc50
< ne E as >bi:rupurainondemitaina:1747551mizurnomit9na:576180/nomite:na:5655411
nomo:gotanne:8320281sakeDa ippee' derja:i:ni6SOOdi/
sakinudini:bajafiga1231721salseDanometarana:e71750es/(vJNet7:‑Y(t‑55es14,
558n4/lyJNO l7S7=‑t‑55ee78/7RSIt‑751sc9

‑245‑

s nebsegE
<ga> sagegasukida6397111sakega65ss42,653922,670004,67e097,739141eslsakegas1'k1'da
641131,641M,642mp31sakegasudda832158/sakegasudd3a831372,83244e,8332421

sakegasudd3ara:8314S2eslsakegasu?d3a?85S1751sakegasud33a8334361
sakegasuida:naed3po71sakegasuki6ss328,638487,725864,730256,737497,8301as1
sakegasuki:7ss1021sakegasukidava6642,fo6722,fo76S7,4ca477,469472,4695fo,46969S,546375,
560428}56t328l,561496,561S20,562561,S63565,563649,56"75,564545,564611,564690,564727,565308,
565541,565"4,565735,565780,5as545,566689,566851,567406,567526,567566,567"4,567748,568529,634834,
6sc968,635764,635as3,6S5938,640743,648948,641500,641570,6416Z,641659,641854,64as59,643e53,643151,
643300,64sc04,652852,654733,654855,654951,655765,655824,656816,662913,672133,732374,734553,734991,

735443,7S9sc3,74e252,7foOn1sakegasukidai638328!sakegasukidajo6349681

sakegasukidake:64403Slsakegasukidakenna:5471491sakegasukidano:5605571
sakegasukidasse46ssOllsakegasukidena:6521201sakegasukideno:633906,645176,
"90311sakegasukid3a546S73es,55578S,63nl1,M9e31ss,7411511sakegasukid3a83250el
sakegasukid3ara:8314521sakegasukija654109,6S4264,742771!sakegasuki:ja6sa3281
sakegasukijoM528S,733904,7559761sakegasukina642692as,645424es,6"542as1
sakegasukinagajo:733904/sakegasukinaNzja644693,647483/sakegasuki:no7305221
sakegasukiraca75451sakegasukirana4686S1/sakegasukitai725ac41

sakegasukitojo8345561sakegasukizja642557,6tL26ce,643705,644513,6"695,64S424es,
"6542,6466sc,"7483ss,M75e7,738"7,739563,739&4es,830652,8315251sakegasukizja:644343!

sakegasukizja'i7ss5041sakegasukizjaNbe:644695i!i el) ma lsakegasukizjawai
7ss5041sakegasukizo739405/sakegasuki3a6557"esg,657458,637915,642649,645098,647165,
647315,648241,649696,73sc34,733681,7sc553 es ,73bo87,7405as,7407ed,740ec6,742076,832595,834556,

8354281sakegasuki3a:637528,639ed2,"8za7,&9178,7421381sakegasuki3a:aruke:no:

6sc9os1sakegasuki3aikeN7370961sakegasuki3aken:ea7420761
sakegasuki3akeno:6593861sakegasuki3ake:no:636860,6ss762,6ng0231
sakegasukisakeN7ss1021sakegasuki3ana:6287811sakegasuki3aN723882,7322911
sakegasuki72195g1sakegasulsidaes5961,636932,ec7e11,&72371sakegasulsijo6378g6,

6470111sakegasuigi3a6"161,644234,ec5351,646178es1sakegasutsi3a:6480891

sakegasuigi3ake:no:6sacaO,6451sclsakegasu33aes3160,8sc2321sakegasvki73e8571

sakegasvkida6ssS98#1sakegasvkideno:7308371sakegasvkidsa637890,6598071
sakegasvkid3agano:73e8051sakegasukid3ake:no:637890eslsakegasukid3a

6ss598ss1sakegasuakida084033,171871,179454,18552e,467219,566718,566817,640492g,bo5754,

666781,ed9759,671135/sakegasuakidakara1942621sakegasuakidana:5615671

sakegasuakid3a"37941sakegasvkida7608631sakegasulkg'ida6413551sakexasukida

6720251sakexasuakidadena:S590741sakegas'ik1'd'a642e491sakigasukiati0294ed1

sakl'gas1'kie276511se:gas1'ki:do:024731/sjocjugasukizja8304661sotsugasu33a
8550571sotsugasu53a836tL33!sotsugaJidd3arai83S2e81sotsugasudd3adde831rv5es1
sotJugasudd3a856ss2eslfotsvgasudd3aga'8sc143es!fotspgasu?jo834143es1
fotSugasudd3a83noslfotfugasugi3a8311631JotJugasukid3a83eO"as1
fo:tfu:gasukid3a951sc61fotfugasu33a8320281fo:tJu:gasvkidsa8394211
Jotfugasudd3a8354301fo:tfurgasurki3addo82va18!iotfuagasw33a835374,8372471
fotJwgasur33at8335501JotJ‑gastu53a8343281eakegaeukid3a741461,742"2,743sc1,
7450191eakegaeukidSa7436401eakegaeukTd3a7442451trli""XIS,"v63ed25,642809,"3504,
"scS5,"se02,ec4ec2,M5S57X,64576e,ec6430,"7560,"85tL9,"9407,6tL95D7,731bo5,73sc38,7sc426,

734694,7sc525,7sc7691tttr""x‑)"?‑"n121"V""x‑v"v""lV"7712esitr1trb""x")'vh"7‑
7sc7541"tr"'Xl)"v{>t7374121"tr""X‑V"v{>*7sc3121Vtr""X‑Y"561785,&0769,"0900,64191e,

"1918,"sc50,"5760es1Vtr""XtY'‑"ac581Vtr""X‑Y(7373311trtrh"Xil"v8345as1"V""X"t
"scSO,85e3701ttV""Xt?"5951,648521,751se9M

<ga SUITORU>sakegasuitoru72ss98as,7269ra,7321671sakegasuitorumon7sc1ssX/
sakegasuitorumoNne7ss1sslsakegasuitSoru7312as,7313e71sakegafi:toru727932
g/sakegafi:toruto723767/sakegaJi:tottaije73S054/sakegati:tfo:7289Sll
sakegafi:tJoru7219501fottugafitfotesS2611Vb""X(lgJb7sc4261"tr""Xi‑Yg)V7333971
"tr"sx‑P739070

<Da> ippee'easukidena:6500th!sageoaskida578e84eslsagepaskl'da567969,575178,
5771sc1sageDasug1daS731541sageeasukida47ce30,56"11,563218,565867/

sageoaswkida:S639171sageeasurkl'da562ea91sagepasutgida579139/
sageeasulgi'dana:471460/sageDasulkida5793741saxeeasuaxida578ZSI
saxepasurxinaS78225eslsaxeeastukida5ed919,5761801saxeDasvkida575161,576282,

‑246‑

5781251sakepa5os426,660736,bo21771sakenade:surkidaS697571sakeoasuki6S90441
sakeuasukida272e25,28n49,4643S6,467798,4as911,478054#,478147,479055,479238,55ng55,560954
2,561262,56Zl9,565342eS>,567289g,567318,568667,5os755,569305,569479,S69547,570140g,57141e,
572084,"9850,65272e,652795,655001,65S945,ed0352,660536,662015,662070,662107S,663521,ed5630,
664252,664547,ed5243,ed5631,670118,7S0391,751205,7521161sake.oasukidae6615891

sakepasukidajoed5e061sakeoasukidawa65sc18!sakeoasukidena:5690281

sakeeasukidene:1747551sakeeasukidsa649718,649757g,74051O,7SD1691

sakeeasukija5S75S2,65e496,652"7,6S30elS,65S251,653467,65S322,7500fok,752294,752395k1

sakepasuki3a651735,7440721sakeBasukkija6531611sakeeasukkjaM57291
sakenasvkidaed0781,edOssO,ed1743,ca1788,ed2637,ed28471sakenaswkidae74ed9,077988,180180,
180712,186554,554932,555821,563126,56ng97,565104,565912,5659ca,567177,569662,56po61,edO137,661115/

sakeoasuakidamonona:0717501sakeeasuakidana:173ce81sakepasuakid3aS586561
sakeDasurkija559va1es,6Sl1271sakeoasurkijande6S12edlsakeoasuakinaNd3a651g74/
sakeeas‑kida569616,5698951sakeoas‑k'Ida5730611sakeuasutkida656514,6575ee,658735l
sakepasutkidade6S2S98/sakeeasulkija65"12,657743,7Se4081sakeljasulkl'da19200Sl
sakeijasukija651386,651541,6543371sakeOasukijane6545511sakeUasukkja652ss7,
6544721satseea3747461sodzuoafiddoi8sc1421fakeDasukida660sc8!fod3ueaJlddsa
85625Vfo:tJu:oasukid3a924op41eakenasukid3a7446261eakeuasukija7446261
eakeDaeukid3a7460391eakegaeukTd3a7422561"trhOJ(IS,"v557788,55as78,559589,5597421,

650649g,650907,6516131trV"OX‑Y"SSca14,650649su1Vtr""OX""9"560as11trbhOXSVSS4666,

559742as,559768,644%8,"5es9,645996,650"9i650860,651579,651909,651990,6560221VtrhOP"tX")"?

558774

<Paa> sageea:sulg'ida574791

<gu> "trP"Z¥)"v7525ee
<a> sageaswgZl'da378311/sageasutgl'dana3706811sakeasukida55485521

sakeasukkja6S40mp1sakeasulkideno:5S398e1sakeasulkija657S431sakeesukid3a

6593981satsekkoasulg1'da377719

<aa> sakea'sukina740340

<(SAKea)>sageasulg1'da4ed9441sage‑asulg1'da4750bo

<ja>' sakejasukida55ng551sakejasuki3a6594201sakejasutkija65S4761
s1'he:jas1'ki:do:0246ee
<(SAKjaa)>sagja:sulg'ida372ed81sakja:bo2177es1sakja:sukibai6267e9/
sakja:sukidaSed177,6625S4,ed41251sakja:suakidaSes1791V"v‑XfpV"?642809es,64884811

"‑v‑X‑Y"6488catt/Wv‑XW6488vaeS"
<(SAKjaa SUITORU)>sakja:suitoru7269S2

<(SAKja)>sagjasukida567047eslsakjaed10081sakjasukida"5sc6,edO0341
sakjasukidana:5osM/sakjasukid3o:7427061sakjasukid3a:7431341
sakjasukija6571ca,74270611sakjasuki3a6594201sakjasurkija557511/
sakjastukid3a6587351sakjasulkija657ca51sakyasukidsamoNne83e081!"It,)tV"P751369/
trwxy‑v646gn
<(SAKee)>sage:si'gida:na:3757181sage'sdigl'dana:3688821sakm:suki3a:740015
<(SAKe)>"tT7XvI"p5508161ttVvX"V7513691

<wa> sagewasugida27e1411sakewasukina7403401sakewasurkida4672191

sakewasulkid3a6595011sakewasukina:7383981Jo:tiur:wasuakijado8229961trtr7J(IP)r

7sc209

<no> sakenosukid3a62n12ltlsakenosukitai7saZlg
<nu> sakinusukiatiOpa4ed
<nu du>sakinudus' ik'i215121

<N> sakensuddei7284241sakensukidaed2e70es/sakensukijo7441021sakeN6613os1
sakeNsudd3amoN7275241sakeNsukidaca0401,edas54,th3432,ed4232es,664257,di5072,th514e,

ca5243es ,666249!sakeNsukidsa627712l /sakeNsukijo733976es l fi 1

sakeNsukita:na:721vaOlsakeNsuki3at:fano:6267e91sakeNsurkidaed2454esl,
6643171eakeDeukid3a7ca098,7462001eakeoeukTd3a747138

<N SUITORU>sakeNsuku7ss2671sakeNsu:tforukeN7370501sakeNsuitioru7323741
sakeNJi:toru7229751sakeNfi': tfo?tojo727524
<N du>'sakindus'ikisa:209560
<o> sageosuagida"29911sakeosukida5612629,56as94l{),563342,567289fits,edS0781
sakeosukidajo:edan971sakeosu33a9311671sakeosuakida183520,ed24541trV17‑)"v‑
"7712

<o SUITORU>sakeosuitoru"1500S/sakeosuitorubai7311281sakeosuitJoru733269

‑247‑

<oo> sakeo'sukida5624841sakeo'slltJida562484es
<wo> sake"osukida563342stl{)̀,569028,ed2107
<(SAKjoo)>sakjo:sukida561262g,bo1512,ca21e7,ed3018,ed3078eslsakjo:sukidajo:
66n97
<ba SUITORU>sakebasi:toru7342651sakebasuitoru732e951sakebasuitJo:ru7561721
sakebafi:to77331321sakeba.fi:to:7sc042,7sc1211sakebafi:toru722975,7249S5,725954

glsakebafi:tottai7sc1771sakebaJi:tfor726614
<(SAKeeba)>sake:basukida563342
<daba> sagekodabasulgl'de:278451

<dara> sagedarasugidana:0724211sagedarasugidasa072421
<i> sakeisukizja7377631sakeisukisa7sc6871"tr(X‑V"v7366131trtr(X‑V"v‑735677
<ni> sakenisukida5462"leakenieukid3a741S74
<ni SUITORU>sakenisuitoru6433001sakenistuitfo:wai64e492glsaken'isif1'tel'ru
6421571saken1'sul1'tjo:daken6412871sakgn1s1':tJo:642049es

<du> sakidus1'kr2076981sakidusuki20M031sakidusukiru:2074691sakidusukisa:
2086601sak'idus1'ki207696

<(SAKE)>sagekkos'ig1da5794n1sagekkosulg1'da375414,3774641sagekosptk'i'da471S981
sagekosulgida3720701sagekosulgidasutte5750641sagekosulg'ida56e9"1
sagekosutgl'dana:2793041sagekostugldao"je:371495!sagekosutgl'desc09461
sagekkosuag1'da376tL66,37ub03,4704451sage"kosuagZ1'dana'375ss91sagekkosulgida
,3791e91sagekkosutg'ida564973,373603,374419,3744221sage"kosulg1'da'372532!
376057

sage"koJl'glda3740341sageQkosukidana:27511e!sageskida5780asglsagesk'ida

S771sceslsagesugida260890,fopa91!sagesugidana:172535/sagesugl'da573134
,5752771

sagesukida175604,27511O,377261,47op3e,567047,5ca023,5725S11sagesukidakarana:174ss11

,474620,5679041
sagesukinanda5740os1sagesttgida3752131sagesuagida472340

sagestug1'da372331,377312,378465,379506,473535,476053!sageswg'idamonaja4733351

sagesuagZ1'da374598,378311es,3785941sagesdlk1'dagaro4763111sagesopkida5649751
sages‑k'i'da472456,5720121sages‑k1'danaja4752941sagesulgida372111
,573138,57Se64,

561848,S79t391sagesdigidao3791411sagesulg1'da27n67,274386,276481,276513,277197,277275,

277521,279038,27on25,279415,370237,370448,3nS49,373331,374106,375459,376175,376S93,577033,578121,
461963,462823,463969,465es9,471132,47124e,471523,473059,473158,474143,474"5,4743291

sagesulg1'dadja:3701521sagesulg'idad3a275456,2773121sagesulg1dae3705op1
sagesulgl'dana:3688821sagesulgl'da"da370283eslsagesutgl'daNde:2791571
sagesulg'i'daon570283eslsagesulgl'daoNje278515/sagesutg'ideja2761661sagesulkida
3792491sagesulk1'da37n421sagefigida3780651sageJikida1770721sagef1'gida5752791
sageflgl'da3762421sageswg'ida"Oce71sagesurgl'daja:4721451sagesuagl'dana:568956,
471OS5!saggsulg1'da470113!sag9sulg'i'da465979,474093/saggesugida:mono4609531

saggesugideno:fo09531sagisikiki:buru2072201saxesuagida5751691saxesurxida

5741731sakekosuagida47e"31sakesukidae72495,177ec5,179994,27340S2,ca5842,468845,4as911,
"9811,46po06,477212,477526,478054fi,478208,478sc9,479123,479238les,547149es,560428,560954,
561195,561328,56Z19es g ,562394,565sc2es ,564229,S70185,570255,570430,571e29,571241,571594,5720ec,

572176ee,740420,752393g1sakesukida:5688061sakesukidajo177ecS,561262,5ca9ec1

sakesukidana561262/sakesukidana:185185,675026/sakesukidano:va57201

sakesukid3a659500,7S03521sakesukija652194,65Z89,6S4109,655280,656ss7ges,657214,
657rv4,6S7379,658330,6S9147,750e46F1sakesukija:6570op1sakesukijadeSS79121

sakesukijaJo6581451sakesukijo744102/sakesukijo:6580ee,7401801
sakesukinan3a740scOk1sakesukira4"7691sakesuki3aec9696,740zz61
sakesuki3a:740180eslsakesuki3akeni74161valsakesuk:ja656530,657532/
sakesukkja653sc1,654079,656se7eslsakesvkidaedsa141sakesurkida089"1,186821,37107C,
473S32,5oo299,565333,565396,Sdi2781sakesurkidana"5279lsakesurkidejo:0776881
sakesurkid3awajo4598e71sakesuakijaS51820,S53915,5S5819,55ec79,651215,6Sne32!

sakesukijade5585091sakesuakijadzo6513241sakesuakijana:557ngO,6S13241
sakesurkijawa5537771sakesukl'da3730431sakesurkkija5S2789/sakestukkja5556911
sakes‑kl'da5750611sakesulgl'da4712151sakesulgl'da:3787451sakesdig'idena4712151
sakesulkidena65ed73/sakesulkideno:65ersalsakesinkid3a554742,7504nl
sakesdikija5620Z,6S8735/sakesutkkja655506,6564231sakihitii:do:1as1po1

sakisikije:sa:124n61sakisitfi12Sl27/sakisitJije:ha:1251041sakis1'k1'2076251
sakifitfi:jaJigalas1721sak'is1'kida:0275971salses‑kida4753761se:svkido:
035e801se:svkid3a0330801se:kk'wasukido:02vaOl1se:s'iki:do:ean896,0247311
s'i'he:s1'ki:do:024688/sotsusudd3arai851"5es1fo:tyu:sukitaies03591trtrX¥)"v

L248‑

557979，647995，652655／サケスキタ織一648658誘／サケ、スキ、タ

469894／サケスキナ556695／サケスキナンシ、ヤ556512／

サケスキヤ459766，551619，55押75，556637，556746，556910，559895，648521，655170／サケスキヤテ
サケスッキャ552781，556529／ショーチュースキシ、ヤツデ830370参

〈（SAKE

ナ566050／

SUITORU）＞sakesサit∫onno5ara732456／sake∫i：to？733132／saki∫it∫o：0126068，

126116，126122／サケスイトル648549

〈（SAKee）＞sage：470593／sage：sOig冗da371648，372668，373577，374676，376686／sag￠：s田kida379626／

saxe：s尉xida574271／saとe：sΨkida57427霊／sake：sukida563178，661589／

sa ke sukida：460953誘／sake：suki3a740586／sake：sukida565274，665544／
sake：sukidaja：665193／sake：sukidara765931，765962／sa聴e：s加gldana：376624／
サケ、一スキ甑夕、469792

＜（SAKee

SUITORU）＞sake：suitorubai731128／sake：suitorujo：724897／

sake：∫i二torujo：724897

〈その他＞sageededa375213／saijasukarjui121388／5aijasukarjuN121珊／
sake：d30＝gu116962／sakidunud3udo：ru122148／sakid30：gu：127026／
sakid30：gudo：124149／sakinu弓。：gu123238／sakizo二gu：115792／sakizo：gujaN126192／
∫akiudunuzIm206807／eakid30：gu：127105

〈無回答＞sakedzukidamone739276誘／sakezuki737399／sakidumaharu208516／
sakiΦusasa：125059／sakiΦussaO123352／sakinuduumakaf215151／
saki：pa：numpusfkam214152／sakju：dupuslka：215017／NR476107

6

酒を

〈o＞

gomazuo741574／o∫ikiseo569547／sageo174755，260890，270141，276513疑，376593，緬3720，

479230，562889，562911，563218，563867，563917，564975，5659ら6，575178，579374／saぢeo566919，573169，576282，
578123，578225／sakeoO71750，074669，077988，089441，171871，177072，177845，179454，179994，180180，180712，
↑83520，186554，192005，272025，273405，282249，371070，464356，465366，465842，466722，467219，467798，4689陰1
多，始9472多，靭695，469906，473532，476107疑，546373，547149共，55偲55，554932，555785，555821，558479，
559074，559481，560428，560557，560954，561195，561262，561328，561496，561520，561567，562219，562561，563126，
563565，563649，564229，564475，564543，564611，564690，564727，564897，565104，565308，565396，5655る1，565664，
565735，565780，565912，566278，566545，566689，566718，566851，567289，567318，567406，567526，567566，567748，
568179，568667，569305，569616，569961，571241多，571410，572176多，626709，627712，628781誘，634834，635764，

635麟3，635961上少，636860，636932上少，637528共．637711，640743，麟1131，醐287，641500，麟1570，醐622，
641659，麟2157，642293，642339，642537上，麟2麟9，643151，麟3705，酔3794，醗5098上少，麟5136新上少，
645424共上，酔5729，鱗7紹3，649696，麟9718，649757，餌9850，651074，651127，651266，651324，651獅，651541，
652120，652232，652387，652467，652598，652720誘多，652852，653001，653161，653251，653467，653618，653842，
653922，654109，654337，654472，654531，654612，654733，654853，654951，655322，655476，655765，655824，655945，

656514．656673，656816，6571綿上g657586，657743，659147上共，659398共，659420，659501，660137，660536，
660736，660781，660880，661115，661589，662015，662070，662177，662454，662637，662847，663018，663432，663521，
663630，664125，664317，664547，665006，665072，665140，665准93，665243，665631，669759，671135，672023，672133，

72槌0，㎜2，726952新，730256，730837，731128，7312｛B，732374，733681，733904，7粥53，7蟄991，735054，
736138，737497多，738398，738504，7難7，739276誘，739363，739563，739644，740015，740180多，740252，740340
多，740510，740螂誘，740766，7ら0846，741151，742076，742138，742706，742771，743悩，744072，750046多，
750169，750391，750408，751205，752116，752393多，830081，830652，831372，831452，831525，832158，832 0，

832500，832595，833160，833436，834556，835175，835428，931167／sake一〇665754／sodzuo836142／sotsuo
835208，836433／50tsuo831295／電ot∫uo836382／∫otsサ0834143誘／∫ot∫uo831163，832028，852268，
833242誘

，834232，835261／∫ot∫サ0835430／∫ot∫uo833350，834328，835374，837247／∫o：

t∫uo822996／

Oakeo74旛0，7編26上新，745019，7蜘39，7鱒098，746200，747138／オシキセオ558878古／サケオ459766，556637，
556695，557788，558878新 ，559742，641910，641918，6鰍2，645760，645839，645996，647560，647712，648549，
鏑58考．649407，麟9507，650860，650907，651909，656022，751369，脳5｛外／サゲオ469894
〈oo＞

sak｛邑。ワ562鱗

〈wo＞

sakewo723767，737030，738102／sake》0563342，566177誘新，568122，569028，662015，662107／

∫odL3uwo836231／∫o：

〈u＞

t∫uL：wo839421、

so量；suu835057

〈ju＞
sakiju207696
〈（sAKjoo）＞8akjo：546229多，獅177，567289多方，569305誘，569479，569616誘，569662，626709誘，
633906，脳968，635843多，635938，635961俗多誘，636932俗多誘，637458，637528多，637711誘，637806，
637890，637913，638328，6脳87，638598，638762，備1准0，639386，639662，639711，639807，醐659誘，醐854，

麟2339方誘，麟2537話，麟2649古，麟2692，麟3053，麟3176，麟3300，麟翼嘱，露035，醐161，醐2騒，醐溺3，

一249一

644513，644693，645098俗多誘，645136古俗多，645285，645331，餌6178，646542，646636，餌70葦1，647165，
647237，647315，647507，648023，648089，648227，648241，649031，654951誘，655945，660352，660368，660401，
661368，661512，661743，662015誘，662070誘，662297，662354，662454多，663018，663078，663432誘．664232，
，665072誘レ665140誘，665193，666249，730522，730805，730837誘，731307，743134／sakjo・
664257，664317多
561262／eakjo：741461，742256，743361，744626／サキョー636625，640769，643450，643504，643655，645557，646430，
731665

〈（SAKjo）＞sagjo567047誘古／sakjo563342参古，568122誘，641622，660034誘，661008／Oakjo742462，
744245
〈（SAKjuu）＞sakju：733434，734553醸酒，736687，215017，215121／∫akju：206807／サキュー732586・733397・
733638，734426，73妬94，734754，735677，736525，736613，736769考誘

継Kju齢餅響370283棚，，63218，，7937、誘古、、a。。b。・21920誘，722975，723767多，72珊・，
72娼97誘，724935，725864，725954，726614誘，7269娼，726952誘古，727524，727932，728424・728951・731128・
732095，732167，733132，734042，734121，7騒265，735054誘，736172，737096，737399，737497誘，738102，738221，
738267，739141／∫ot∫uba830029誘／∫o：t∫田：ba824818／サケハ

736209，736312，73733塗，737412

〈oba＞ sakeoba652852誘古，65娼53誘，655765誘，656816話
＜（SAKeeba）＞sake：ba563342参
〈du＞

gu∫idu207625，207698古／sagidu207220／sak：idu207469，207698，208516，208603，208660

〈（SAKjaa）＞sakja：215151
〈（SAKεa）＞sagε＾a465979
＜（SAKεε）＞sagε：375718／sagε

463969

，（SAKii）＞sage：371648，3ア2549，372668，37333ち373577，374676，374746，374791，376686，377719，
ら70593，471523，573134，579139／sage．378603／sage：379626／sake：563178，563342参，567644，5677絡，

〈（SAKee）

568529，569757，569895，628781多，642293多，663997，665544，666781，734553，740586，760863・765931・765962／
sake

173928，465279，568735，573061／saki：214152／サケー559768，561785／サケ

一469792

〈（SAKE）＞osake563178／sageO72421，072495，172535，174381，1756G4，260890，272267，274386，275456，276i66
誘

，276481，277197，277312，277521，278515，279157，279225，27930ら，279415，368882，370152，370237，370448，

370592，370681，371495，372070，372111，372242，372331，373↑38，374034，374106，374598，375064，375213，375279，
375459，376057，376175，376242，376624，377033，377261，377312，377464，378065，37812！，378311，378594，378745，
379109，379141，379249，379422，379506，460953，461963，462823，462991，465869，470113，470643，471132，471215，
471240，471460，472340，472456，473059，473158，473335，474093，474143，474295，474329，474620，475294，475376，
476053，476311，479230，561848，564727，567047，567904，567969，568023，571241，572012，57235量，5了3134，573277，

574088，577136，5780糾／sagekko37醐4／sageko276513誘，360946，4ア0643誘，471598／sag♂ko雄973，
372532，373603，374419，374422，375389，376466，378465，470445／sageQko275110／sage368956，460927，
471055，472145，475066／sage466944／sagεko278451／saxe574173，574271，575161，576180／sai121388／
，185185，186821，272025誘多，371070，373043，459807，始0953，463720，
sakeO72495，077伽，〔脳033，177072多
463801，轍769，465842多，466642，467545，467657，467798，4晒77，468651，4砧脳5多，468911，469472誘，469546，
469695，46981ち477212，477326，478054，478嘩47，478208，478369，479055，479123，479238，546229，547149多，
551820，552789，553777，553915，553980，554，742，555691・555819，557480，557511，557552，5579鷹2，558509，558656，

560299，560428誘，560557，560954多，561328誘，561520誘多，561567話，562022，562219誘引，562394，
563342参多，564229，565104，565274，565333，565396，566817，567177，5673…8誘古，568歪22，568426，568806，
5689麟，569028誘，570140，570185，570235，570430，571029，5713％572晒，572176誘，633906，麟0492，640948，
醐13ち醐222，醐287，醐355，麟9178，649696多，650066，650496，651215，651735，652194，652289・652720・
652795，653361，654079，654109多俗，6542麟，655280，655476，655506，656330，656387，656423，657099，657148俗，
657214，657294，657332，657379，657543，657685，657743，658088，658145，658330，658438，658735，659044，659147

下 ，659300，659398誘多，659420，660034，661788，662913，663814，664125，670004，670097，670118，671135・
673026，721950，723898，724897，731128，732291．732456，733132，733269，733976，7鷺177，734265多，735443，
738267，738504，739405，739644，740015，740180少，740252，740340，74042G，740510，740846誘，741634，742076，

744102，746022，750046少，750332，750472，752294，752393誘，830168，831525多，832595／sakC麟2049／saki
O29466，115792，116962，↑22148，123172，123竃99，123238，〜23352，124149，124226，愚25059，125104，125127，126068，

126116，126122，126192，127026／saklO27597，027651／se：033080／s§：022896，024731／s6：kkwaO24801／
slh6：024688／Oake744626／Oaki127105／サケ550816，551619，551775，552781，55ら666，5565電2，556529，556746，
556814，556910，557979，558774，559589，559895，566050，640900，642809，643802，643951，644968，646977，647560，
麟7712誘，餌7995，麟8521，648549，鏑58誘，64㈱，麟9407誘，650649，651579，651613，65籾0，652655，655170，
656022，737412多，ア39070／サゲ469894多誘，560881

〈（SYOOCYUU）＞sjocju830466／∫o：t∫u：924994，931346／∫o：tyu：830339／ショーチュ830370

＜無回答＞sagebar了279038疑／sakiga∫∫i209560／NRI94262
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おれを

〈o＞

ata∫io564611／bokuo659044／d5ibun

o643151／d3ibuNo561328／ge：0659398／oio725864，

830081，833242／omao730522／orao553777，554932，555785，562侶4，641131誘上，641287，642293誘，649757，
654109，733904，74G510，740586，741461，741574，741634，742256，742771，743134，743361，743640，744072，744102，

744245，744626，745019，746022誘多，746039，746098，746200，747138／oreoO71750，072421，072495，074669，
077988，084033，089441，17187董，173928，177072，179454，180712，183520，185185，186554，192005，194262，270141，
272025，272267，273405誘 ，282249，370681，372242，373414，374422，374746，374791，376466，378311，378465，

378603，379506，459807，464356，465279，465366，465842，466麟2，466722，467219，妬7798，46麟77，468651共，
鵬5，468911，469472，469546，469695，妬9906，呑71460，471523共，471598，472456，473532，47緬20，477212多考，
477326，478054，478147，479055多，479123，479230多，479238，546229多，546373，547149，551820，553915，554855，
555821，557480，558656，560428，560557，560954，561195，561328，561496，561520，561｛粥誘，5622199562394，
562561，562911，563126，563565，563649，563867，563917，564475，564543，564690，564727，564897，565104，565274，
565308，565396，565541，565664，565735，565780，565912，565946，566278，566689，566718，566817，566851，566919，
567177誘，567318，567406，567526，567748，567904，568122，568179，56｛め67，5伽06，568984，569305，569547，

569616，569662，569961，570235多，570430，571029，571241，57哩394，571410多，572176多，572351多，573134，
573169，574271誘，575161，575178，578225，579139，579374新，626709，627712，628781，6詣598，639807，641500，
643151，649757，651735，652720，6527959652852，653361，653618，653842，653922，654733，654853，654951，655322，
655765，655824，656387，656816，657099，657214，657294，657332誘，658330，659300，659420，660034，660137，
660536，660736，660781，661115，661589，｛泊1788，662070，662297，662637，662847，663521，663630多，663814，
664232，664257，664547，665006，665072，665243，665754，669759，670004誘

，670097，670118，672023，672133，

726952新，730256，732291，733976少，7又991，735054，738398誘，739363，739405，740で80少，740252，742076，
742138，742462，746022少，750332，750391，752393考，830081．830466／oreo372331，373577／orio555819，
557912誘，723882上，733269，733681，7照7，834556／ofao552789，554742／oreo371070，553980，561567，
652598多，654612，655476，655506，65麟23，656673，657543．657586，657685，657743，658735，659501，671135，

750472／otaio742706／rao546373誘／urao557552，640743少下，640948，醐659上，麟2酔9多，751205／
ut∫io657148蝦上／並asio547149誘，63侶34，634968，6357酔，635843，636860，637711／並atakaslo
642157共／並atasio麟3151／urao555691，557511，558479，558509，559481／waeo370448，658145上／waio
731288，740766，740糾6／wao370592，370681古，371495多／wasio麟2537，麟3705，麟5424，647483新／
wasio畠1222／wa∫io559074，637806，639807，醐743多，醐622，醐854，642339，643794，645136，餌5729，
麟701ち648241，649178，麟9696，649718，

9757誘多，鱗9850，650496，651074，651127，651215，651266，651324，

651386，651541，652120，652194，652232，652387，652467，653001，653161，653251，653467，654079，654109，654337，
654472，654531，655280，659147，660880，721920，730805，733976少，740180多，740252，740766，741151，742138，

744626，750046，750169，752116，752294，752393誘／wa∫∫io740340／wata∫io174755，183520上／
watt∫io651735上／wε0370681誘／ウラオ556529，556637，636625下，643802，6ら7712誘古／オラオ551619，
551775，552781，648658，649407，649507／オリオ733638／オレオ459766，469792，469894，550816，556746，556814，558774，

559589，559742，559768，559895，560881，561785，636625新，麟2809下，酔纈2，645760誘，650860，651579，651909，
656022，731128，736525，751369，830370／ギラオ556695／ワイオ酔4968，645839／ワシオ554666，556512．636625多，
醐769，641910，醐918，麟2809上，麟3951，麟5996，646977，麟7560，麟7712，648521

〈wo＞

o掬0726948／orewo376624，7㎜8多，737030多，738102／ore 0563342，569028，662107，662177誘，
666781／oriwo723767／wa∫iwo740015／wcwo277521／uoriuo568023
0rejo：666249
〈joO＞
baniju207698／banuju207625，207696，208516／oi」0835430
〈ju＞
〈juu＞

1⊃anuju：208660

〈orjoo＞oljo：660352／orjo：546229，561195多，563178，566177，567289，567566．568529，569479，569616誘
多，569662多，569895，635翫3，637458，637528，638328，6欄7，639386，639662誘，639711，641570，654951誘，
655945，660368，660401，660536多，660736少誘，661008，661368，661512，661743，｛湿015，662070誘，662107，
662297誘，662354，662454，663018，663078，66糾32，663630誘，鳳125，｛麟232誘，韻257多，礁317，晒547誘，
665072誘多，665140，665193，665243誘少，665631，665754多，666249誘多，730522，731307，760863，839421／
orjo●561262／オ1，ヨー731665
〈（wasjoo）＞wa∫o：638マ62，643053，649031，740420ノワショー6ら0769誘

〈（orjo），（worjo）＞orjo5麟229誘，567047古，568122誘，569305多誘，660034誘多／》orjo568023
古／オリョ636625誘

〈（oNrjo）＞onrjo563342老
〈（orgo）＞org・562484誘多
〈（oro）＞oro662913
＜（ojoo）＞ojo：656816誘多，663630，832268，924994
〈（ojo）＞ojo831163，8312959831372，832158，833242誘 ，834143誘 ，931167
〈（orjuu）＞orju：732374，732456，736687／オリュー733397」陥26，734754誘多，735677，736613，736769考誘，

834584
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〈（orjuuo）〉オリューオ734694
〈（wasjuu），（asjuu）＞a∫u：647315／並a∫u：644035／wasju：642537話，642692，643404，644343，644513，
644693，645424誘，麟6542，麟6636，647507／wa∫u：635938，635961誘，636932，637806二二，637913，638920，
639662．643176，醐16ち餌4234，645098，645285，645331，646178誘 ，647165，647237，648023，648227／ワシュー636625
老，643450，643504多，643655，麟5557誘，6轍30，734754上
〈（orju）＞orju733434，734553，737763，738504，738647，739563，739644，830652，831525，832500，833436／oryu
735443

〈（wasju）〉ワシュ735677誘上
〈（oruu）〉オルー732586

＜（oru）＞oru832595，834556誘，835428／oru836433／ofu562022／oU撃721950
〈（oju）＞oju831452，832440，835175，836382誘／oju834328，835374

〈（oja）＞oja833350

〈nokoto＞orenokoto573061
〈nokodo＞orenokodo564975
〈nogodo＞orenogodo375389誘多
〈nogotto＞orenogotto573061

〈koto＞orekoto463801，464769多，465842誘多，467657，柵651誘多，妬9546誘，578084
〈goto＞oregoto478208，478369，567904古，570140多，570185誘多，570430多，571029．誘多，571歴覧
誘，572351誘／orexoto578123／wagoto370283
〈godo＞oregodo562889，567969，572012，573悩，573277多，575178黒黒，577136／オレゴド469792誘

くOodo＞

oreOodo576穐0

〈godoo＞oregodoo573134
〈90toba＞wagotoba279157
〈nodogo＞orenodogo378311誘多
〈Ntoko＞orentoko564229

〈Ndoko＞oreNdoko㈱45多，妬9906多，478054多，479123誘少，479230少誘
＜Ndogo＞orendogo378745，471215，471598，473335／orendogo476053

＜Ndokoo＞oreNdokoo571394多識
〈toko＞oretoko477212，479123誘少
〈doko＞ oredoko460953

〈dogo＞oedogo372070，37るOWoedoヒ0373043／oredogo364973，372111，373138，374034，374106新，．
3752葉3，375279，376057，376175，376242，377〔｝33，378121，379109，379141，460953，4・62991，470445，472340／

oredogo368956，460927，471055／oredogo368882，461963，鱒2823誘，465979，470113，475066

〈（orεadogo）＞ofε＾adogo466944
＜（oredogo）＞or鎗dogo378065

〈（oreadogo）＞ore＾adogo470643
〈（orjadogo）＞orjadogo379249
〈ba＞

ata∫iba732167／banuba207469／obba726614誘，727524／oiba172535，724935，725脳誘，

725954誘多，726948多誘，728424，728951誘，733132，鰯042，7醐21，822996，．82侶18，830029誘，830339，
脳232，836142／orebaO72495，077備，174381，260890，275110，374106，374598，37831．1誘ゴ378594女，463720，
471523誘，472粥誘方，474295，474329，475294，475376，4763像1，5632で8，579374古，723898，724897，725954，

726952多古，732095誘，7醐77，737030誘少，737497，739141／orΩba472145／oriba722975，72珊2，
734265／oruba727932，736172，737096，737399，73822ち738267／oruba837247／ofeba4639696．465869，471132
誘，471240，473059，473158，474093，474143／waba275456，27硲1誘少，277197，277275，278451」279225，
279304，360946誘／waeba274386，276513，2773唱2／wambaO24688，02480愚／waObaO22896／wa∫iba721920／
wata∫iba737096上／オッハ、830370参／オルハ、736209，736312，737331，737412，739070／オレバ731128誘

〈Nba＞ wa顎ba371495少
〈bamo＞ orebamo186821／wabamo276166，278451
〈baN＞

wambaOO24731

〈oba＞ oreoba560299，652852誘古
く（orjooba）＞orjo：ba931346
〈（ojoba）＞ojoba833160
〈（oruba）＞orサba721〜50誘
く．（ojuba）＞ojuba835057
＜to1⊃a＞ watoba370237
〈wa＞
bamwa209560
〈mo＞

oe四mo372668／oimo835261／ommo726614／oramo741634／oremo！77845，180180，282249，375064，
375279，3757堵8，376624，377輯，379626幽459807，464769．467545多，472340，479123，56麟8，574271，576282」
652289，653361，665631，732095，7榔98誘，739276，830168／oremo．372668，376593／of．emo65糾38，750408／

並asimo633906／wamo27硲1多，278515，360946疑，371495／waNmo3716侶／wa∫imo6鰯61疑1650066ノ
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watafimo17475S,6565141wemo2794151trVE5577os,55gg78,566050,650649,650907,6S1613,651990,6526S5

<mu> waemu03so80

<omo> oreomo56S333
<womo> ore"omo662177
<joomo>orejo:moS653358

<(orjoomo)>o'jo:moed5631 es
<(orjomo)>t'JsES57979
<kotomo>orekotomo"3801,467545ms,5780zz
<gotomo>wagotomo2790safi,3701S2ge
<godomo>oregodomoS62zz9,5740os
<Ndogomo>orendogomo378745
<dokomo>ocedokomo371070

<dogomo>oedogomo3740341oredogomo574034,375279,376242,377261,378121

<(wanuN),(banuN)>banun208603,2151211wanuD1261161wanuN123172,124226

<(wanum)>wanum024688
<(waNniN)>wannin1260ca1wanniN1261op

<(banuu),(anuu)>anu:214152,2150171banu:20ose7,21S151

<ni> oreni5ed5451waeni6580gg
<nimo> oreJiimo657332

<sa> '

oresa5720841oresa476107es

<kate> orekate657332
<gad 1' > wapgad i' 024751

<daka> wandakaD2vaOl
<daro> wamdaro024688
<dotte>oredotte37S213
<cjaN> wantfaN121388
<cjaNiN>wantJanjiN121388
<(wanuNcjaN)>wanuntJaN121588
<(wanuNcjaNiN)>w.anuntJanjiN121388
<(oreho)>oreho3794Z

<(oree)>ore:37"76,376686,377719,470S93,S60428es,5676"L,5osSpa,5as735,574173,ed3po7,ed55441

ore'57sc03,377512,470"31ore:379626/IV‑fo9894S

<(waree),(aree)>are:765931,7659621ware:765931

<(oraa),(uraa)>ora:637S28g,637890,6sa762,6404ce,641131S,ec2049,64Z93,7308371ura:641659,
"2ec91{> 'ik ,"S3001V)‑643S04es 'S

<(wasii)>wafi:6tffI089

<(ORE)>ge:659398ss/oies2e28,8sc143,83S2os,8S6251,8scsa21ora64135Ses,654109esg,744102es1
ore175604,179994,372532,3za549,37S331,374419,574598,575213,375279,375se9eS},5754S9,378594,468651,

469811l,"pa06,47B054,567047,5em26,569757,570185,570as5,571Orvas,571394es,57141O,572176es,
5732n,6sc2",6563SO,657214S ,657332,6573ro,658330 es l ,659300,thOOsc es ,670004,673026,750332,

83046691ofe6525981utfi6571481uara5585091wae658145‑Fg1"ori5caOns/t)648549,"88481tV
55691O,560ss1 es 2 ,"0900e!> ,"2809es ,"7995,655170,656022e{p

<(WASI)>dasi633906/wafi179994,654109esa,655280l,657379,733976g17)64e900,642809es
<(WAN)>anu2072201wan027651,1as352,1261Zlwani1241491wanuO"466,1as1po,125104,1251271wap
On896,024688,024731,1250591waN027S97,1157op,116962,IZ148,123as8,127026,127105

8

? ?v ueLe

<'soNna‑>son:akota:ec16nlson:akoto628781,6S4733,656330,6S6ss7,657332,657379,658330,6S93eO,

6S9398M,659420,733976M,7scpo1,7421sa,7"102Jc1son:akoto:563126,74el8021

son:akotoe7scpo11son:akotsubaza1ceOsu/sonnagoda:37ed241sonnagodo072421,
260890,27e141,27511O,376593,37874S,3794n,caOce7,"2991,4669"",470113M,470S93,470ec3,47335S,

5es917,567969,5732n,5751781sonnagodo:37"76,3747911sonnagodo'"28251sonnagodoAa
"Sac91sonnagodoe:3Ml91sonnagodoba3735771sonnagotoOza495,1za535,174381,174755,
473532,562es9,56rv11,S"975,S740zz,575161/sonnagoSo4743rvk/sonnagoSo:3796261

sonnagotoa3735n‑1sonnaxodo5es919,574271!sonnaxoSo5761801sonnakobba72ec241
sonnakodoS78084,579139,5mp374/sonnakodoo579374/sonnakota:Sed177,569479,sc97S7,

655824,ed136Bfi,ed2Gl5,es2297,edas54,ed2es7,ed3432es,ed3521es,66363e,664as2,ed5072esl,edS243

‑253‑

誘，665544，665631誘，731307／sonnakota・557912／sonnaklotoO77688，173928，175604，177845，179454，
180180，180712，194262，272025，273405，282249誘，459807，464356，464769，465279，465842，466642多，467219，

467657，467798，468477上新調，469472，469546共，471215共，474295，476107，551820，553777，554742，555691，
555785，555819，557511，557552，558509，558656，559481，560299，560428多共，561書95，561262多，561328，562022，
562219，562561，563218，563342，563649，564229，564727，564897，565104，565333，565735，565946，566278，566718；
566817，567047，568984，569961，573061，638598共，649696，649757多，649850，650066，651215，651324，652120，

652194，652387，652598，652852多，653161，653251，653361，654079，654109，654264，654472，654531，655280，
655322，655476，655506，655765，655945，656423，656514，656673，656816，657099，657羅48，657214，657294多，
657543，657586，657685，657743，658088，658145，658438，658ア35，659044，659501，660781，661743，661788，662177，
662913，663018，663814，665006，665072，665140，669759，670004，670097，671135，672133，740252，．740586，742706

少将，743134，744072，750408，750472，752116多，752393／sonnakoto：554855，562394，563867，56527も
566177，567289，567318，567406，567566，567644，567748，568529，568667，568735，568806，569028，569305少，
569616，569662，569895，餌5098，647237多，652720，652795，653618，653842，653922，654951，660034，660401，
661512，661589，6620羅5，662070，662↑07，662354，663078，663432，663997，664125，664257，665006，665193，665243，

665631，666249，672023／sonnakoto

557480，568122／sonnakotooO74669，077988．，089441，171871，

183520，186554，192005，282249多，552789，553980，555821，563565，564475，564543，564611，564690，565308，
565396，565541，565912，565946，566545，566689，566851，567177，567526，568179，568426，569305，569547，572084，
636860，麟3151，649696，651266，651386，654337，654612，657148誘，657294，660137，660736，660880，661008，

661115，662鮒，670118，740510，741634，752116共，752294／sonnakotowa173928，663521，665544／

sonnakotsu832500／sonnakoto471460／sonnal〜oto573！69，578225／sonnagodo374598／
so・nagodo：376686／soNnagodo：ba374746／soNnagoto468845，469906，570430，572176多，572351／
soNnagoto：572176誘／soNnakoto468911，478147，479055，479123，559074，560954多，565780，571394，
571410，647綿3，651074，651127，652232，653001，673026／soNnakoto：643404上，646542誘多，647507上／．

soNnakotoo643705／soNnakotwa735443／soNnagoto378603／soNnakoto74τ151／
θonnakoto741461，742462，744245，746200多／θonnakoto：742256，743361，7ら4626，746039，747138／
θonnakotoo743640／ソンナコツ834584／ソンナコト459766，550816，551619，552781，554666」556512，556529，
556637，556746，556814，556910，557979，558774四球，558878，559742，559768，559895，566050，644842，645839，
645996，646977，麟7995多，648549新，650649，651579，651909，651990，652655，655170，75↑369／ソンナコト「642809，
麟3450，643655／ソンナコトオ641918，647712新町，647995，648658，649507，650860，656022

〈sjoNna一〉∫onnakloto553915
＜soNnaa一＞sonna：godo375718
〈suNna一＞s田nnakoto557511
＜saana一＞sa：nakoto659398／サーナコト558774多
〈sjaana一〉∫a：nagoto》568023／シ十一ナコト556695

＜soena一＞soenagodo474620／soenakotsu835208
〈seena一＞se：nakotsu835057
〈hoNna一＞hon：akoto658330誘古／honnago〜0471523／honnakota：660368／honnakoto471598，
557511，557552多，558479，567904，649718誘，649757誘，649850誘多，651541，652467，．653467，740766，740846，

742706誘多，746200／honnakoto：742771／honnakotoo650496，653467／honn眺oto578123／
hoNnakoto477326，478208多，478369／ホンナコト557788，6488侶

〈huNna一〉Φunnakoto651735／Φunnakoto：664547／Φu翁nakoto557511

〈hwuNn8一〉Φunnakutu123352
〈？uNna一〉？unnakuto：116962」23199，126可16，126122，126192／？unnaku￡u125104

〈Nna一＞

Nnakoto479123

〈hona一＞honagoda465869
〈soNno一＞sonnokota：665544／sonnok：oto：665544

〈（sONnara）＞sonnara565664
〈saaN一＞sa：nkoto652289／sa：Okoto931167

〈soeN一＞soeOkoto732095誘／soeOkotsu721950／soeNkotsuba721920古
〈soNda一＞sondagodo368882／sondagoto373043／sondakodo463720／sondakoto463801，465842
多／sONdakoto560954
〈soNta一＞sontagodo376¶75，377033／sontagodo：372331／sontagodo364973，374034，374106，379141／
sontagoto376057／soNtakoto478054多／ソンタコト651613
＜soNteε一＞soNte：godo：377312

〈soNda一＞sondagodo375064
〈sodda一＞sodda誌odo561848／sot態agodo371648
〈sotta一＞soQtagoto275456，276166，278451，279157／soQtagoto e279225／sottagodo373603

＜socca一＞sottsakoto561328真畔
〈sooda一＞so：dagodo5618侶多，572012／so：dagoto562911／so：dakoto469811，478054誘．，479230，
479238，560954，570185卜570235，571029／ソー帰船コ

』ト

469894，560881／ソータ

一254一

コ

ト噛オ469792

<soota‑>so:tagodo575178asl,S771sces1so:takoto:6657541Y‑Y:F561785
<soda‑>sodagodo379141,47Srv4,4763111sodagoto5712411sodakoto471215fi,570140

<sota‑>sotagoto277197
<hoNta‑>hontagodo376175,4701151,471132
<ho"da‑>ho"dagodo3795061ho'Hdagodo37ca49
<hotta‑>ho'tagodo379109
<hoda‑>hodagodo4753761hodagoto474329/hodakoto474mp5fi,477212,4782081hodaeodo
463969,475158

<hota‑‑>hotagoto360946

<hjetta‑>ge'tagodo378121
<sosita‑>soJitakodzu836142
<sosuta‑‑>sosuttagoto277275,2mpOss,3701521sosultakoto370257

<sutta‑>surttagodo:372668
<suta‑>sultagoto37028S
<sita‑ >J 'i' tagodo375279

<soNtana‑>sontanagodo375459,376242,378594,3787451sontanagoSo:379626es IC 1
so"‑tanagodo374598es9̀E!f,3752131so"tanagodo374422,378465/so"tanakoto37"66

<sottana‑>sottanagodo377"4,378745esg
<sottaena‑>so'taenagodo378065
<sotana‑>sotanagodo372532
<soNtena‑>sontenagodo5731341sontenakoSo5741731soNtenagodo47e445su
<soNtona‑>sontonakoto:647ell
<hoddana‑>hoddanagodo474145
<hodana‑>hodanagodo472145,473e59

<hoNtena‑>hoNtenagodo470445iS
<soNtano‑>sontanokota:ed2454
<soNtada‑>so"tadagodo375ss91soNtadagodo374419
<sottada‑‑>soQtadagoto:570ca11sottadagodo3725491so'tadagodoS78511
<suttada‑>suattadagodo:372668
<sutada‑>sutadagodo:57za61
<soNdara‑>sondaragoSo472456

<soNtara･‑>sontaragodo372111,3733311sontaragodo:3725311so"taragodo37Slss1

soNtarakoto3M42

<sottara‑>soQtaragodo276513,277S21g,279415,3704va,370Sop1soQtaragoto17253Sss,276ng1,
278S15,3714951sottaragodo37sc141sottaragotoo0840331sottarakoto177072E,18os21

<hoNtara‑>hontaragodo3721111ho"taragodo372070
<hottara‑>hoQtaragoto2793e4
<suttara‑>sulttaragodo375213
<sutara‑>sultaragodo274586/sultaragoto277312
<sitara‑>f1'taragotto2M67
<soNkutara‑>so"kultaragodo364973IC

<sogaina‑>sogainakoto"9178,6594ac,755976aslg)E,7scpo1fi,742076,7421sses,744102ll

sogainakoto:740180e{> es ,7"Oee/sogainakotowo7339041eogainakotoo7415741
y".̀ .ttt:F1"ss02

<sopaina‑>sopainakoto7SOO",7503911sooainakotoo750169
<so0aena‑>soeaenakoto:546229
<sogaena‑>sogaenakotoec37941sogaenakoto':as716S
<sogaeena‑‑>sogae:nakoto:740015

<soDeana‑>soee‑anagodo4669"g

<sogjaana‑>sogja'nakota737497!sogja:nakoto:"7as7th,"7315l1'Y""?‑t:F‑"0769
<tsogjaanja‑>sogja'njakoto739405
<soNgjaana‑>soegja:nakoto:es7315G}

<soNgjana‑>soegjanakoto"09va .

<sogaana‑>soga:nakota:di39oo,es9431/soga:nakoto635961,730as7l1soga:nakoto:
636932,657eo6,esrv13,6ssonO,"30S3,"3176,ec4161,6"2scas,6"sc3es,ec5op8ges,ec53311

soga:nakoto'es59ss1soga:nakotooes3oo6,634834,6sc968,6357ec,635es3,636860di,63789e,

644e351soge:nakoto73os05/Yh"‑t:F‑636625,6va430as '
<sogaNna‑>sogannakobba72ed14,727524

<(sogaNnaa)>soganna:7sc042
<sogana‑>soganakoto:"1500M el> k ,"1570,"51sc,6480as1soganakotooecIM
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＜soりana一＞so竃〕anakoto750332
〈sogεεna一＞sog獄nakoto：641854，642692古下少，麟5ら24誘，646542／sogae：nakotoo643705誘／
sogε：nakoto649031／sogε：nakoto：640743／ソカ

エーナコトー6ろ3450誘，643504

〈soOeεna一＞soO説nakoto645729誘／so腰：nakoto546229／soOεmakoto464356参，472又0
〈sogeena一＞soge：nakoto730837，744102下男／soge：nakoto：麟2649，648227／．
soge：nakotoo641659

〈sogeNna一＞sogennakotsu834328

〈sogena一＞sogenako？836433／sogenakota738504／sogenakoto546373，640492，641131誘上，
醐287多，654853参，654951，731288，732291，742138方，833160，835208，836382／sogenak．oto：641355，
餌2339，麟3300誘，酔8089，760863／sogenakotoo641222多，642157，642293，831452上／
sogenakotsu733269，831452誘，832440，833436，834232，834556，835175，835428／so．gepakotsu：

733681／sogenakots山833350／sogenakotslμ835374／sogenakoもsu732374／so．genakot∫0
832268／so9Ωnakoto642049／θogenakoto：745019／ソケ

ナ＝］ツー732586／ソケ

トナコト731128／ソケ

ナコトー．

731665，733638

〈soOena一＞soOenagodo461963，47ら093，476053多／soOenakoto572084，655945誘少，659147，924994／
soOenagodo475066

〈soNgena一＞soOgenakotsu832595／soNgenakocu739563，739644，830652，831525／soNgenakoto
7難7多／θ00genakoto：746098

〈sokkεna一＞sokkεnakoto：562鱗誘／sokkεnakoto
〈sukkεna劇＞sukkεnakoto561496

562484

〈socukena一＞sotsmkenagodo476053下

〈saicukena一＞sa＾1t釧血kenagodo465979
〈sowaina一〉ソワイナコトー645760多

〈soOanoo一＞sogano：kotoo660352
〈so99eεno一＞so99εりnokoto561567
〈soNgεno一＞soO9εnokoto468477誘

〈sokkεno一＞sokkεnokoto・562鱗誘古
〈sukkeno一＞sukk：enokotoo561520
〈sogaeN一＞sogae！｝koto643794話

〈sogjaaN一＞sogja：nkoto：645285／sogja：Okoto733132
〈sogjaN一＞sogjankoto641131古，醐287／sogjaOkota738267／s．ogjaOkoto：738398誘／
sogjaO．kotoba7鮒21／sogjaNkota：726952／sogjaNkoto723767，723882，．723898多，72侶97／．
sogjaNkotoba723767誘，723898誘，724897誘，725954誘，735054／sogjaNkotsa：722975／

sogyankota：830339／sogyaNkota739276／sogyaNkotsuba737399／sogyaNkotsuo737399／
ソキ顎ヤン：コタ736312，830370／ソキ、ヤ：ンコツ737331／ソキ、ヤンコツハ

』了36209，737412

〈soNgjaN一＞soOgjaOkoto：麟7315多
〈sogaaN一＞soga：Okoto二粥241／soga：Nkoto：644693誘古少下，麟7507誘
〈sogaN一＞sogankota73914Vsogankoto736138／sogankotoo641222少／．sogaOkoto734Gら2多／
sogaOkoto：醐500古帳下，6姻78／sogaOkotoba724935／sogaOkot．o：ba9313W
sogaNkota：725864，738102／sogaNkoto72895ち737096，738准02／sogaNkoto：642537，644343／

sogaNkotoba725晒誘，728951誘，738102誘／sogaNkotoo830081／sogaNkotowo738102誘／
sogaNkotsuba737096誘，738221／s．ogaN．kotsuwo737096誘／ソガンコツハ

739070／ソガンゴトー

646430

〈so9εεN一＞so9記：Nkoto：646542

〈sogcN一＞so9記nkoto547149／so9εOkoto：6277竃2

〈soNgεN一＞soOgeOkoto468651
〈sogeeN一＞soge：Nkoto：6鱒693下，647507誘多
〈sogeN一＞sogenko？8372ら7／sogenkota830168／sogenkoto832158，836382／so白eりko？834143誘，．
835430誘／sogeOkoto731288多，732095，830029，831163，831295誘，831372，833242／60geOkotoba
824818／soge眺otoo731288／sogeOkotsu831372多，831452，832440誘／sogeOkotsu．：掛553／

sogeOkotsu：736687／sogeNkocu737763話／sogeNk6ta：737030／sogeNkoto727932，830466／
sogeNkoto：626709，7269侶／sogeNkotoba727932誘，732167，．737030．誘少／sogeNkotsuba
734265／sogeNkotsuna：732456／sogeNkot∫iba736172／so「区eOkotoo731288／ソケトンコツ734426／
ソケ、ンコツー733397，734694，734754／ソケ、ンコトー736525ノソケ、ン］トゥー735677，736613

〈（sogeN）＞sogeN835261

〈soOeN騨＞soOeOkot∫u836231
〈so99eN一＞3099eOkoto560428古調が561567
〈sokkeN一＞soklkenkoto469695
〈sukkeN綱＞sukke竃〕koto560557
〈sokkεN一＞sokk．．εOkoto4695妬多

一256一

<sogenaN‑>sogenaekotsu83S4281sogenaokotu7334341so9enaDkotf'i835430
<sojaN‑>sojaDkotsa:722975‑lt1sojaNkota:725954
<soNga･‑ >soogakoto"7545,469472 as 5
<soNge‑>songekoto46ed42es ill ,4bo722

<sogeNka‑>sogenkakotsuba7sc177
<sogaNta‑>sogantakoto822996
<sogeda‑>sogedagodo46e953
<soeeda‑>sopedagodo460va7es
<honeta‑>hoVgetagodo3689S6
<sogoaNdoa‑>sogo"ando‑akoto:765962
<sogoNdoo‑>sogondo:koto765951
<soNcuketa‑>sontsuketakoto5720ecIC
<soccukuta‑‑>sottstpkuatakoto371070
<(sojeNta)>sojenta832028

<soNgera‑>soNgerakoto738647
<hoeera‑>hoDeragodo:471055
<hoeaera‑>ho‑'gaefagodo471240
<soigai‑>soigaikotoo659807
<sonaina‑>sonainakoto744102klklsonainakoto:652720tslsonatnakoto65121S"1

Yt(t]F"3951,6449asg,"7po5esIYtlt:Ft6449os ･'' ･'

<sonaena‑>sonaenakoto6457"

<sonjaana‑>Y=?‑toF‑640769bl
<sonjana‑>Y:vt:F641910
<sonana‑>sonanakoto7402522,740340ges,7404201sonanakotoo18S1851Yt*:F647S60ff
<soNnanaa‑‑>sonnana:kotoed1512
<soneena‑>sonee:nakoto:&1854,"5424g!Ytv‑t:F‑ec0900
<son￠￠na‑>Y7r‑JnF‑"sc55

<soneena‑>sone:nakoto6ssng7,638S98es!sone:nakoto:S63178,637458,637528,6sa328,6ss762,
639386,‑639ed2,639711,"sc04l,6ua542st,"thsc,750San1sone:nakotoo637711esk1Y*‑t:F
"28091Y*‑J‑:F‑6sc625

<soNneena‑>sonne:nakotoed0536

<soNnena‑>sonnenagotoS67047i!f 1sonnenakoto:566177st lg

<sonajoona‑>sonajo:nakoto6S2852
<sonono‑>sononokoto"5366

<soNnjano‑>soJiJianokqto:664317
<sonaN‑>sonaekoto7402S2l/Yt>]Fec7scOest,&nl2esth,648S21,6ra549e,6486ssesg,

ec94071Yt>:5tas9507es ･ ･ ･

<soNnaN‑>sonnankotoS612621!f e{)

<soneeN‑>sone:Nkoto:"fo93

<soneN‑>sonenkotoo6377111son'eNkoto:644513i644693,6466sclY*;t:F‑"55S7g'

<(hoNnaN)>*;,J':i"88489
･'･'･ ' ･ ‑
<sonajoo‑>sonajo:koto6S5842k
<sonoe‑>sonoekoto:"26va

<?ugasjuN‑>?ugafupkutu027S97,027651

<?ugassuN‑>?ugassuokutu02vaOl
<gaNsjuN‑>ganJuskutu024731
<gassjaN‑>gafJaD}cutu024688
<gassjuru‑>gafturuquta:121388
<assjuN‑>'?afSuuk̀ut̀uOZ896
<assaN‑>?assagkutu033osO
<taNcjuN‑>?antfunkuto:127105
<aNcjuunu‑>?antJu:nukuto:127105
<aNsinu‑>anfinukuto:21SISI/anJ‑inukutu:2068071anfinumunu214152

<aNcinu‑>antfinukutu:215121 ･ ･･ ' ･･･

<aNzinu‑>ant3inukutuja207696
<aNziru‑‑>an3irukutu:2076ce
<aasiru‑>a:Sirukuto:207625
<asiru‑>afirukutu207"9
<airu‑>airukutu2085161airukutuju2eeee3
<araru‑>ararumunui208660
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'

〈？jeeru一〉？je：rukutu209560

〈gananu一＞gananukutuO29466
＜

№≠獅鰍≠獅譜黶р№≠獅鰍≠獅浮汲浮狽浮n29466

〈？unugutoonu一〉？unuguto：nukuto：125059
〈？uNgutooru一〉？unguto：rukutu126068
〈？uNgutoN一〉？ungutoOkutuja124226
〈？uNgutoru一〉？uOgutorumuOja123172
〈？uN9utu一〉？uOgutuku之u122148
〈？unuhwuuzii一〉？unuΦu：d3i：kuto：115792
〈ihiinu一＞igi：nukutu215017
〈aneena一〉？ane：nakutu125127
〈（aNsija）＞aO∫ija竃27026
〈（aNcjee）〉？ant∫e：123238，124149

〈（uniNdu）＞unindu207220
〈soojuu一＞so：ju：goto177072／so：ju：koto654109方，751205／Solju：koto：730256／
so：」田：Yodo576282／so：ju：kotoo554932／so：ju：1｛otowa971750／sb：yμ：kotoo739363／
ソウイウコト559589，650907／ソーユー・コト551775／ソーユーコトー645760／ソーユーコトオ647712，736769

〈s99juu一＞so：ju：kotoo560428上
＜sooju一＞so▼j．ukocu739563
〈soju一＞sojukoto737763共，739644
〈sooe一＞so：egodo565946
〈soi一＞ soigoto寒79994
〈その他＞so：ko：666781

9

そんなことを

〈一koto

o＞Φunnakoto：664547／honnakoto：74277嘩／hopnakptoo650496，653467／
sogaεnakoto：647165／sogaεmakoto：740015／sogainakoto：740180少誘，746022／

soganakoto：醐500新藷上，641570，645136，6娼023／soga：nakoto：636932，637806，637913，
638920，麟3053，643176，644161，644234誘，644343誘．，麟5098多誘，麟5331／soga：．nakoto・635938／

soganakotoo641222／soga：nakotoo633906，63娼34，634968，635764，635843，63鋤0古，637890，

644035／sogankotoo641222少／sogaOkoto：641500古多下，麟6178／soga：Okoto：648241／．
，6ら750了誘／sogaNkot60830081／
sogaNkoto：麟2537，644343／soga：Nkoto：6衛93誘古．少下
sog飢nakoto：641854，642692古下少，麟5424誘，麟6542／sog飢nako乏oo麟3705誘／
so9記：Nkoto：646542／sogenakoto：641355，642339，643300誘，648089，760863／soge：nakoto：
鱗2麟9，6侶227／sogenakotoo641222多，麟2157，642293，831452上／soge：nakotoo641659／
sogeOkotoo731288／sogeNkoto：626709，7269侶／soge：Nkoto：礁693下．，647507誘多ノ
so9ε：nakoto：醐743／so9εりkoto：6277で2／sogja：nakoto：麟7237少，6473薯5多．／

sogja：nkoto：645285／sogjaOkoto：738398誘／sogo＾ando＾akoto：765962／
soxe＝〕kotoo731288／soigaikotoo639807／so：ju：koto：730256／so：ju：kotoo554952／．

sokkεnakoto：562轍誘／sokkεnakoto・562鱗／sokkεnokoto・562484誘古／
sonainakoto：652720話／son：akoto：563126，740180多ノsoロ：akotoo7又991／
sonanakotoo185185／son鍬nakoto：

1854，麟5424多／sone：nakoto：563178，637458，．637528，

638328，638762，639獅，639662，639711，御眠04多，麟6542誘，麟6636，730522／sone二．nakotoo637711誘

上／sonenkotoo637711／soneNkoto：醐513，644693，6鱒636／sone：Nkoto：6編93／
sonnakoto：554855，562394，563867，565274，566177，567289，567318，5674066567566，5676啄4，567ア48，568529，
5鋤7，瑚735，5｛鎚06，569028，569305少，569616，569662，569895，麟5098，647237多，652720．，652795，653618，
6538ら2，653922，654951，660034，660401，661512，661589，662015，662070，662で07，662354，663078，663432，663997，

664125，664257，665006，665193，665243，66563葉，666249，672023／sonnakotoワ557480，568122／
sonnakotooO74669，0779｛迅，089赫1．，171871，183520，186554，192005，282249多，552789，553980，555821，
563565，56硫75，56454卜3，564611，564690，565308，565396，565541，565912，．5659妬，566545，566689，566851，567177，
567526，568179，568426，569305，569547，572084，636860，643151，649696，651266，651．386．，654337，65鱒12，657148

誘，657294，660137，660736，660脚，661008，661115，662847，670118，740510，7416騒，752！16共，752294／

sonnenakoto：566177誘古／sonnokoto：66554Vsonoekoto：醒26〜ワ／sontonakoto：
6ら7011／so」nJlanokloto：664317／soOaenakoto：546229／sqOainakotoo750169／

soOano：kotoo660352／soOgjamakoto：麟7315少／soOgjaOkoto：647315多．／
soNnakoto：

3404上，醐542誘多，麟7507上／soNnakotoo643705／so：takoto：665754／

so：yu：kotoo739363／so：ju：kotoo560428上ノsukkenokotoo561520／Oogainakotoo
一258一

7415741eogenakoto:7450191eonnakoto:742256,743sc1,744626,746039,7471ss1eonnakotoo

743MOIeoDgenakoto:7460981Yh"IJ:Ft64ss021Y""x‑t]F‑64sc50es,"35041Yh"‑t:F‑

636625,6fo430ss1YXhN>)F‑"64301YI"'?‑t:F‑6407691YtT"̀)‑:}･‑731665,73scss/Ytr'">:1･‑7ss5251

YltT]M"49asIYt?‑t3F‑ec09001Yt>:Flec9Se7esIY=?‑‑t:F‑640769MIY*‑t:F‑6566251
Y*>IFd‑6455S7igIY7x‑tlF‑64S6551Y‑2‑:F‑"S7601Y‑2‑:5trec7712,7367691Y7(i:F‑645760
S1y>tn5‑642809,64scSO,ecsc5Sly>t:Ft"1918,"7712MA,647po5,648658,ec9507,6so86e,656022

<‑goto o>soNnagoto:572176es1soQtadagoto:370ca11sottaragotooOas033/
fa:nagoto'5cae25
<‑kodo o>sonnakodoo579374
<‑godo o>hoDeragodo:471OSS1sonnagodo:374676,374791/sonnagodo'"2823/
sonnagoSo:3rc6261sontagodo:3723311sontanagoSo:379626as 'r 1sontaragodo:
3723511so"nagodo:3766861so"te:godo:3773121sutadagodo:377261/surttadagodo:
3726as1suattagodo:3726681Y‑‑9":"F"t"9792

<‑‑kocu o>sogyaNkotsuo757399
<‑koto wo>sogainakotowo7539041sogaNkotowo7ss102es
<‑kocu wo>sogaNkotsuwo757096as
<‑kutu ju>airukutuju20ee03
<‑kutoo>aniinukuto:2151511?antfunkuto:1271e51?antfu:nukuto:1271051
a:Jirukuto:2076251?unnakuto:116962,1231op,126116,1261n,1261ce/

?unu￠u:d3i:kuto:1157va1?unuguto:nukuto:125059 '
<‑kocjo>sogenakotfo83anos
<‑kotuu>Ytr">:5v‑735677,736613

<‑kotu>sogenapkotu7334sc
<･‑koeuu>sogenakotsu:733os11sogeekotsu:7sc5531sogepkotSu:7366871Ytr"tiV‑7325eo1
Ytr">:V‑733397,7S4694,734754

<‑kocu>se:nakotsu835e57/soenakotsu835208/soeokotsu7219SO1sogenakotsu733269,
8314S2es,832440,8534sc,8scas2,8sc556,835175,8354281sogenakotsur833S5e1sogenakotsv8355741

sogenakotSu7323741sogenaD･kotsu8354281sogennakotsur8343281sogeDkotsu831372
e,831452,85244eas/sogeNkocu737763it1sogeNkotSuna:7324561so'jukoeu739S631
sonnakotsues250O1soogenakotsu8325951soNgenakocu739563,739644,830652,831S251
Y""V>:V737331/Ytr">oV7sc4261Y>t:V8345ec
<‑kutuu>anJinukutu:20os071antfinukutu:21S1211an3irukutu:207698
<‑kocju>sopepkotJu8S6as1
<‑‑kozu>soJitakodzu836142
<‑koei>so9enaDkotJi855430
<‑koto wa>so:j‑:kotowa0717SO/sonnakotowa173ce8,as3521,ed5S44
<‑kot wa>goNnakotwa735443

<‑godo a>sonnagodo‑aca5ac9/sonnagoSoa3755nl
<‑godo aa>sonnagodoa:5M19
<‑kutu ja>antsinukutuja207696/?ungutoDkutuja124Z6
<‑‑muN ja>?upgutorumuD ja1231za

<‑kotaa>honnakota:ed05681soga:nakota:633906,859431/sogaNkota:725ee4,7sa1021

sogeNkota:7370301sogjaNkota:za69521sogyankota:8303391sojaNkota:72S9541

son:akota:as16nlsonnakota:5th1n,5694ro,569757,655824,ed1368as,bo2015,ed2297,ed2554,
ed2637,au32es ,663521as ,663630,664as2,ed50nas 2 ,ea5243es ,ed5544,bo5es1 es ,7313071

sonnakota'5579121sonnokota:es5S441sontanokota:ed2454
<‑kota>sogankota7391411sogenakota7ss5041sogenkota850168/sogja'nakota7374971
sogjaDkota7ss2671sogyaNkota75on761Y4"v:t:97sc312,es0370

<‑godaa>sonnagoda:37as24
<‑goda>honagodaca5869
<･‑hwutaa>gafJuru￠uta:121388
<‑kocaa>sogjaNkotsa:7229751sojaDkotsa:722975‑lt
<‑‑koto ba>sogaekotoban4935/sogaNkotoban5864es,728951es,738102es1
sogeDkotoba82va181gogeNkotoba72ro32es ,732167,737030 es e{> /sogjapkotoba7sc1211
sogjaNkotoba7as767as,72ss98as',zava97es,725954es,735054

<‑godo'ba>sonnagodoba373S77
<‑kobba>sogannakobba72ed14,M75241sonnakobba72at24
<‑koto oba>sogaekoto:ba931sc6
<‑godo oba>soNnago'do':ba3747"
<‑koeuba>soeNkotsubaMlvaOililgogaNkotsuba757096es,7ssZllsogeukakotsuba

‑259‑

734177／sogeNkot．suba734265／sogyaNkotsuba737399／son：akotsuba72：1920新／．
ソカ、：ンコツハ

駆739070／ソ．キ

恥ヤンコツハ

736209．，737412

〈一kociba＞sogeNkot∫iba736172．

〈一kloto＞Φunnakoto651735／Φmnnakoto557511／hodakoto474295方，477212，478208／hon：akoto
658330誘古／honnakoto471598，557511，557552多，558479，567904，麟9718誘，6ら9757誘，麟9850誘多，
651541，652牟67，653467，740766，740846，742706岬町，746200／hoNnakoto477326，478208多，478369／

Nnakoto479123／sa：nakoto659398／sa：nkoto652289／sa：0．koto931167／sodakoto471215方，
570140／so：dakoto469811，478054誘，479230，479238，560954，570185，570235，571029／soeOkoto732q95

誘／sogaeOkoto643794話／sogaεnakoto643794／sogainakoto649178，659420，733976誘少
古，7粥91方，742076，742138誘，7鞠02多／soga：nakoto635961，730837多／sogankoto736138／

sogantakoto822996／sogaOkoto7鷺042多／sogaNkoto728951，737096，738102／so9御koto
547149／sog2：nakoto730805／sogenakoto5ξ6373，640492，醐131誘．上，641287多，654853参，
654951，731288，73229！，7轍38方，833160，835208，836382／soge：nako．to730837，744母02下男／

sogenkoto832158，836382／sogeOkoto731288多，732095，830029，831163，831295誘，831372，833242／

sogeNkoto727932，830466／sogenakoto麟2049／sogε：nakoto64903VsoggeOkoto560428古．
少，561567／soggε・nokoto561567／sogja・njakoto739405／sogjankoto641131古．641287／
sogja：Okoto733132／sogjaNkoto723767，72珊2，723898多，72娼97／sogondo：koto765931／．
80jukoto737763共，739644／so：ju：k侃0654109方，751205／sokkenkoto469695／

sokkεOkoto妬9％多／sonaenakoto醐729／sonainakoto744102上女／sonamakoto
651215古／sonajo：koto653842上／sonajo：nakoto652852／son：akoto628781，654733，656330，
656387，657332，657379，658330，659300，659398新，659420，733976新，734991，742138，7側02女／

sonanakoto740252多，740340多誘，740420／sonaOkoto740252多／sondakoto始3801，465842
多／sone：nakoto6謝87，638598誘／songεkoto4鰍2誘古，466722／sonnakotoO77㈹，
173928，175604，177｛外5，179454，180180，180712，194262，272025，27弱05，282249誘，459807，輯356，轍769，

465279，婚5842，4雌2多，467219，467657，467798，4脳77上新旧，469472，469546共，471215共，474295，
476107，551820，553777，554742，555691，555785，555819，．557511，557552，558509，558656，559481，560299，560428
多野，561195，561262多．，561328，562G22，562219，562561，5632給，563342，5636ら9，5麟229，564727，5畠897，
565104，565333，565735，565946，566278，566718，566817，56了047，568984，569961，573061，638598共，麟9696，
餌9757多，歯9850，650066，651215，651324，652120，652194，652387，652598，652852多，．653161，653251，653361，
654079，654109，654264，654472，654531，655280，655322．，655476，655506，655765，655945，656423，6565壌4，656673，
656816，657099，657148，657214，657294多，657543，657586，657685，657743，658088，658145，658438，658735，
659044，659501，660781，661743，661788，662177，662913，663018，665814，665006，665072．，．665140，669759，670004，

670097，6川35，672133，740252，7405｛戦742706少新，743134，744072，750408，750472，752116多，752393／

sonnana：koto661512／sonnaOkoto561262古田／sonne：nakoto660536／sonOnokoto
5366／sontsuketakoto572084下／soOainakoto7500偽，750391／soOanakoto750332／
soO説nakoto645729誘／soOae：nakoto5妬229／soOenako．to572084，655945誘少，659147，
924994／soOε：nakoto4麟356参，472340／soOgakoto467545，469472誘多／soOgεnokoto468477

誘／soOgεOkoto櫛51／soOgjanakoto麟09娼／soNdakoto560954／soNgenakoto738647
多／soNgerakoto7照7／soNnakoto468911，478147，479055，479で23，559074，560954多，565780，
571394，571410，麟7榔，651074，651127，652232，653001，673026／soNtakoto478054多／soNt．arakot6

372242／soNnakoto74で151／soNtanakoto376466／sosmtakoto370237／sottarakot：0177072
古，1鵬21／sottsako．to561328古少／sotts鰍utakoto371070／sukkeOkoto560557／．
sukkεnakoto561ξ96／s咀nnakoto557511／∫onnakoto553915／Oonnakoto741461，，742462，
7赫245，746200多／サーナコト558774多／シャーナコト556695／ソウイウコト559589，650907〃ケ胤ナコト73．1128ルータコト

561785〃ナイナコト．麟3951，陥968多．，糾7995誘〃ナナコト．麟7560新／ソナンコト麟7560誘古，．647712誘古，
研8521，備549古，麟8658黒門，649407〃ニヤナコト醐910／ソネーナコト醇2809／ソーユーコト551775／ソンタコト
651613／ソ：ンナコト459766，550816，551619，552781，554666D556512，556529，556637，556746，556814．，5569！0，557979，

558774二上，558878，559742，559768，559895，566050，醐糾2，出5839，麟5996，麟6977．，畠7995多，．備549新，
650649，651579，651909，651990，652655，655170，751369／ホンナコト557788，6柵臼3

〈一goto＞hodagoto474329／hoQtaragoto279304／hotagoto360946／sodago．to57．1241／
so：dagoto562911／soigoto179994／so：ju：goto177072／sondagoto373043／sonnagoto
O72495，172535，17438竃，174．755，473532，562889，562911，56ら975，574088，575161／sonna聴oto573169，578225／

sonnenagoto567047古／soNnagoto鵬5，46〜㎜6，570430，572176多，572351／soNnagoto378603／
sootagoto275456，276166，278451，279157／soQtagoto e279225／soQtaragoto172535誘，27備1，
278515，371495／sos｛血tagoto277275，279038，370152／sotagoto277197／s面監tagoto370283／

s曲taragoto277312
〈一kodo＞sondakodo463720／sonnakodo578084，579139，579374／sonnakoto471460／
sontenakoto57ら173
＜一godo＞ge電tagodo378121／hodagodo475376／hodanagodo4721．45，473059／hoddanagodo474143／
honnago加471523／hohna冬。恵0578123／hontagodo376175，470113多，47．1132／hontaragodo

一260一

372111／hontaragodo372070／hoつgetagodo368956／hoNtenagodo470445古／hoMagodo
379506／ho御dagodo379249／ho陶gaerag．odo471240／hottagodo379109／sa＾its萌kenagodo
鱒5979／sodagodo379141，475294，476311／so：dagodo561848．多，572012／sodd眺odo561848／

soenagodo474620／so：egodo565946／sogedagodo460953／so：」田：xodo576282／
sondagodo368882／sondaragoto472456／sonnagodoO72421，260890，27m41，2751．10，376593，
378745，379422，460927，緬2991，466％共，470113新，470593，47鳳3，473335，563917，567969，573277，575178／

sonna：godo375718／sonnagoto474329上／sonnaxodo566919，574271／sonna冨oto576180／
sontagodo376175，377033／sontanag．odo375459，376242，378594，378745／sontaragbdo372111，

373331／sontenagodo573掛／sondagodo375064／sonk血taragodo3麟973下／sonnagodo
374598／sontadagodo375389／sontagodo364973，374034，．374106，379141／sontago憲0376057／

sontanagodo374598誘多古，375213／sontaragodo373138／soOedagod6糊927誘／
soOenagodo細963，474093，476053多／soOenagodo475066／soOε＾anagodo価944多／
soNtenagodo470445新ノso既adagodo374419／soNtanagodo374422，378465／
soQtaragodo276513，277521考，279415，370448，370592／so：tagodo575178誘．．多，577136誘．／．

sotanagodo372532／sotsukenagodo476053下／sottadagodo372549／sottanagodo
377轍，378745誘多／sottaragodo373414／so驚tadagodo378311／sottaenagodo378065／
soもtagodo373603／so愈tagodo371648／sI血taragodo274386／s曲ttaragodo375213／
∫了tagodo375279／ソータ、コ蟻ト

、469894，560881

〈一〇〇do＞hodaOodo463969，473158

〈一gotto＞∫1taragotto272267
〈一kutu＞airukutu208516／？ane：nakutu125127／？assa竃〕kutuO33080／a∫．irukutu207469／．
？a∫∫uOk ut uO22896／Φunnakutu123352／gananukutuO29466／ganjanukutuO29466／
gan∫uOkutuO24731／ga∫∫aOkutuO24688／iqi：nukutu215017／？j．e：rukutu209560／
？ugassuOkutuO248m／？uga∫u＝〕kutuO27597，027651／？unguto：rukutu126068／
？unnakutu125104／？uogutukutu122148
＜一kot＞sogenako？83餌33／sogenko？837247／sogeりko？834143誘，835430誘．

〈一munu＞an∫inumunu214152
〈一munui＞ararumunui208660
〈「そんな」 「こと、．を．」の2つの部分に分けら．れないもの．。

全体を第8図「そんなことを」に掲出した。〉

？ant∫e：123238，124149／aO∫ija127026／soganna：734042／sogeN835261／sojenta832028／
sonnara565664／unindu207220／ホンナン6脚多

くその他＞so：ko：666781
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くwa＞

あれは
aedzuwa473532，475376上／aedz伽a473335，476107／ae野田waら72340／aiwa830081，834143誘／
aidz伽a471240，473158／akowa279038疑／antowa8324らO，8醐43誘1931踊新／are並a6燃上，
634968上共，6357二上，麟31．51／arewaO71750，072421，07価9，077688，077988，0糾033，171871，172535少，
173928，174381，174755誘，175604，177072，177糾5，179454，17〜籾4，180180，180712，183520，186554，1㎜21，

192005，194262，260890，270141，272025，27粥5，274386疑，279038疑，3747緬，375718，378311，459807，463720，
463801，轍769，舶5糾2，466722，467657，鰍77，鵬5，468911多，469472，4φ〜546，婚9811，鱒9906，472456，．
473335，474295疑，474329，477212，477326，478147，478208，478369，479055，479230上，546373，555785，555821，
557枷，55糾7g，55850g，558656，559074，559481，560428，560557，560954，561262下上6561496，561520，562219，
562394，562561，562889，562911，．563126，563218，563565，563649，563867，563917，564229，564611，564690，564727，
565104，565308，565541．，565664，565735，565780，565912，565946．，566545，566689，566718，566851，566919，567177，

567406，567526，567904共，567969，5鰯26，5備06，．569305，569961b570140．多，570235，570430，571241多 ，571394
上，571410，573061，573134共，573169，5740｛戦575161．，575178，576282誘，578084，．578123，578225，579139，
579374，627712，628781，637806，637890，638598，麟0743多，醐622，麟2537，餌3705，麟7硲3，麟8241・麟9031・．

麟9718多，麟9757，餌9850考，650066，650496，651074，651127，651215，651266，651324，651獅う651541，651735，
652120，652194，652467，652720，652795，652852，653001，653161，653251，653361，653舶7，653618，654264，654472，
654531，654733．，654853，655322，656330，656816，657294，658330，659044，660137，660401，660736，660781，660880，
661115，662070，662107，662847，663018，663630，663814，664232，664547，665006，665072，665243，665544，670004，
670097，670118，672023，731288，732095，733681上，733904，7欝991，735054，737096，738102，．738398，739鶴共，
740m5，740180，740252，740340，740510，740踊，741634，742076，742138，744072，7欄02，7500婚．多，750391，

752393，830価多共！a：rewa185185／are．wa471055，5備97，566817／ariwa555785，568023ノ？ariwa
O29466／afewa㎜2，姻963，462823，465869，｛路3794，編178少，652598多，65餌23，656514，656673，657543，

657586，657743，750408／asikowa832028！asogowa378465，472340／asOkowaO72495，183520，．282249・

一261一

477212，478054上，479238，571029多／asukowaり77845，732167／a∫ikowa7416鴎／ats山kowa374422／
a？亡a547149／a：並a641287／a：wa640492，641222／アッコワ647712／アレワ459766，469792，469894，551619，554666
共，556637，556695，556814，559742，559768，560881，561785，640900，641910，641918，643802，644842，644968，
645760，645839，647712，648549，649407，649507，650649，650860，651579，651909，656022

〈waa＞
arewa：564975
〈a＞
aedz世a471215，471523／aedz加a471460，471598／aedz曲＾a470643誘／aizua472145／
aldzra価979，466944多／aldz＾ra473059／a＾idz曲｛a475066／area275456，276481，277521考，
278515誘，370448，370681，378065，378311誘多，378594少，378603，379249，465366，466642，468651，470643，
471523，569616，572176多，574271，576180，641131上，659398，664317，673026，734177，740420，744072／area
364973，373331，374106，374746，378121，378745／are＾a572012／arさa573277／area573134／area372242／

ar＾i＾a561195／afea750472／are＾a470113，471132
〈aa＞

aedz｛血a：470593／area：37211肇／area：374791，377719，379626

〈ja＞
aija728951／？aOjaO24801／areja373603，659420／arija572084／？arijaO27597，027651，
123199，123352，125104／？arljaO22896，024731／areja655476／karija207220
〈e＞

are己375279，377G33
〈（arεa）＞afε＾a46694ら
〈（araa）＞ara：467219，560428誘，5麟543，5677侶，569757多，626709，645729，654337，663997，672133，721950，
724935，727932，732095誘，732291，735054，736葉72，737399，738398誘／ara▼469695，562484／ara：552789，
561567，671135

〈（ara）＞ara547149，567904誘方多，63娼34下，64113ち641355，645729，652289，657214，662913，6ア0004，670097
誘，721920，72661ξ，727524，728424，738221，738267，739276，739405，822996，824818，830029，830168，830339，

830価，831452，832500，832595，833160，83蟄36誘多，834556，835057，835428／アラ643951，644968年少，647995
誘，656022方，736209，736312，737331参，739070，830370，834584
〈（arjaa）＞alja：660352／arja：276513，277197，371648，372549，372668，373414，373577，374676，376593，
376624，379626，459807誘，轍356，妬5279，546373，551820，55侶55，554932，561262，563126誘，563178，563又2，
564475，565274，565396，565780多，566177，566278，566689誘，567047，567177誘古，567289，567318，567566，
567醐，568179，568529，568667，568735，568806誘多，569028，569479，569547，569616，569662，569757少，569895，
572084，628781誘，633906，634968，635843，635961，636932誘，637458，637528，637711，637806誘多，637890誘，
638328，638487，638598誘，638762，638920，639386．639662，639711，639807，醐743誘古，640948，641500，醐622
誘

，641659，641854，642049，642157，642293，642339，642649，64・2692，643053，643300，643404，644035，64・4161，

醐粥，醐513考，醐693，麟5098，645136，麟5424，646542，麟6636，647483多，647507，649178，649696，麟9718誘
古，652720誘少，653842，6531麗，654951，655945，656816，658330，660034，660368，660401誘，660536，661115
誘，661368，661512，661589，661743，661788，662015，662G70誘，662107誘，662177，662297，662354，662454，
662637，663018話，663078，663432，663521，663630誘多，664125，6餌232誘多，664257，664317誘多，664547
誘，665006哲多，665072多，665140，665193，665243誘，665754，666249，669759，722975，723882，724897，
724935，725864，725954，726952，730256，730522，730805，730837，731128，731307，732374，732456，733132，733434，

73珊で多，桝042，7鮒21，7醐77謹製，脳265，736687，737030誘，738102，740510誘多，740586，741461，
744102上，745019，746022，746098，746200，747138，750可69，760863，931346古／arja・372532，374419，726614，

733904誘，737497，765931／？arja：121388／arya：735443，736138，739363／a「ja：66563箋／afja：635938，
637913，餌3176，醐234，麟5285，麟5331，働178多，酔701ち麟7165，麟7237，647315，麟8023，648227／afja・
559074／とra：麟9031誘／アリャー559742誘多，640769，醐900誘，酔2809，6鰯50，麟3504，643655，645557，
646430，731665，732586，733397，733638・734426，734694，734754，736525，736613，736769

〈（arja）＞arja277312，546229，547149，553777，555691，555819，557511，557552，557912，560299，562394誘，

563218誘，563342，5餌229古，565333，567047誘多，568023二二，568122，5689糾，569305少，㈱瀦多，
6357麟誘多，6謝0，641131，641287，641570，641622誘，麟9718古，651735，652289，652387，652852，653361多，
657099，657148，657379，659420，661008，665140，723767，723898，726948，733269，734553，737096誘，737763，
738504，7難7，739563，7396鱈，740766，740846誘，741151，741574，741脳多老，742256，742462，742706，742771，

743134，74336ち743640，744245，744626，746039，751205，752294，830466，830652，831525／arya739141／afja
553980，554742，562022，畠8089，652598少，655506，6576859658735，659501／アリヤ556746，556910，557788，557979，
558774，558878，559589，559895，566050，636625，6妬977，647560，647995，64麟B，650907，651990，652655，735677，

736312多，737331，737412，751369

〈（arrja）〉？arrjaO24688
＜（areε）＞ar巴：373138／ar劣ワ374598／arε：375459，570235，573134．573277／are 272267，379506
〈（arε）＞ar麟78065／arε3609妬，370283誘〃レァ550816，551775，552781；554666多，556512，556529
〈（aree）＞are：376686，479123，577136，666781／areり089441／？are：033080，116962，122148，123172，123238，
124149，呈24226，125059，125127，126068，126116，126122，126192，127026／arg：574173

〈（aaja）＞a：ja931167
〈（aja）＞aja655824，658735，831163，831295誘，831372，832028，832158，832268，832440誘，833160，833350，

8鮒43誘，834232．晒328，835175，835208多，835374，835430誘古
〈（ajaa）＞aja：655765，655824，656816多

一262一

〈（aNmja）〉？ammjaO22896
＜（aNna）＞anna460953
〈（amaa）〉？ama：115792，127105

〈（kamaa）＞kama：215121，215151

〈（karjaa）＞karja：215017
〈（karee）＞kare：206807，207696，207698，208516誘．208603，214152

〈（haree）＞hare：208660
＜（urjaa）＞urja：209560
〈（ura）〉田ra765962
〈（uree）＞ure：207625，208516

〈（aizaa）＞aidza▼470445
〈（eεza），（aiza）＞ald＾z＾a474093／ε

dza376466

〈（eezε）＞e．dz詑377312
〈（aNtaa）＞anta：839421，92曝994
〈（aNta）＞anta831295誘，833242，83又36古，835208誘少，835430，836142，836231，836382誘，836433

〈（auta）＞auta835374

〈ga＞

〈N＞

aiga835261／arega733976誘多／アレガ6祀658

areO735976誘少

くdu＞
〈daba＞

uridu207469
aedaba376175／aredaba279304，373138，375064，375213，376057，376175，376242，377033，378121，

379葉41，460953／a「edaba372070／aredaba371070

〈（aNnadaba）＞annadaba460953
＜naba＞

arenaba378121

〈dakja＞aedakja279304誘
〈nate＞

arenate467545

〈（ARE）＞adz咀ku47循20／ae373043，374034，658088，658145／aedzu475294誘，475376下／aedz脳76311／
章edzu375389／aidz邨79422／aidz曲価969，474143，476053／aQko276166，279038疑／are172535多，
186821，274386，275110，277275，279038，279157，279225，279304誘，279415，370152，370237，370592，371495，
372111，372331，374脳，377261，377464，378745，379109，379141，46299ち463801多，467545，467798，4鰍5，
鱒8911，469906，475294，553915，560954誘，561328，561848，570185，571241，571394，572351，652232，652795，
654079，654109，655280，656330多，656387，657332，657332，658088，658330誘，659147，659300，662070，733976誘，

740420，750046少，750332，752116，837247／a：re479230俗／are368956，460927／arje278451／a「e372070／

母fe465869，65細2，658438／asogo371495，378594多／asoko370283疑，474295，478054，571029職官／アレ
融5996，麟7712誘，備521．649407，651613．，655170

1

1

ビールは

〈wa＞
be：ruwa177845，260890，282249，563565，56364・9，565308，566851／biiruwa657214／bi：ru並a
547149誘，633906，634834，634968，635764，635843，636860，637711，643151，644035／bi：ruwaO72421，072495，
174755，175604，177072，179994，185185，270141，272025，273405，375718，463720，46380窄，464356，464769，4653669
465842，466642．466722，467545，467657，467798，468477，468845，468911，469472，469546，469695，469811，469906，
477212，477326，478054，478147，478208，478369上，479055，479123多，479230上，479238，546229，546373，551820，
554855，557552，557912，560428，560557，560954，561262，56望328，561496，56で520，562219，562394，562561，5629礎1，

563218，563342，563867，564475，564543，564611，564690，564了27，565541，565735，565780，566177，566545，566689，
567047，567406，567526，567566，567748，568023，568122，568529，568667，568806，568984，569028，569305，569547，
570140，570235，570430，571029，571241，571394，571410，572084，572176，572351，574．088，578084，626709，627712，
628781，636932，637890，638598，639807，640743，640948，641500，641570，64重622．641659，641854，642339，642537，

642麟9，642692上，麟3705，6欄61，麟4513，645424，麟5729，働542，647483，麟7507，備241，麟903ち麟9178，
649696，649718，649757，649850，650066，650496，651386，651541，651735，652120，652289，652387，652467，652720，
652795，652852，653161，653251，653361，653467，653618，653842，653922，654109，654264，654337．654472，654531，
654733，654853，654951，655322，655765，655824，655945，656330，656387，656816，657148，657294，657332，657379，

658145．658330，659147上，659300，659398，659420，660368，660536，660781，661589，661788，662015，662070，
662107，662177，662454，662637，662847，663018，663078，663432，663521，663630，663814，663997，664125，664257，
664547，665006，665072，665140，665243，665631，670118，672023，672133，673026．723882，723898，724897，724935，
725晒，725954，726614誘，7269紹，726952，727524，727932，728424，728951，730256，730805，730837，731288，
731307，732095，732167，732291，732374，732456，733269，733434，733681，733904，734葉21，734553，734・991，735054，

735443，736138，736172，736687，737030，737399，737497，738102，738221，738267，738398，738504，739141，739276，
739363，740015，740180，740252，740340，740510，740586，740766，740846，741151，74，1461，741574，741634，742076，

一263一

742138，742256，742706，742771，743134，743640，744072，744102，744245，744626，745019，746022，746039，746098，
746200，74ア138，750169，750391，751205，752116，752294，752393，830029，830081，830168，830339，831163，831295
誘，831372，831452，832028，832158，832268，832440，832595，833160，833242，83粥6，8鮒43誘，834232，834328，

834556，835057，835重75，835208，835261」835430，836142，836382，839421，924994，931167，931346／bi

ruwa

738647，739563，830466，830652，831525／bi：ruりa569479／bi：ruu且a558509／bi：ruwaO71750，074669，
077688，077988，171871，179454，180180，180712，186554，192005，374746，462991，465279，471055，471215，4・73532，
553915，554932，555819，555821，557480，559074，559481，56塗848，563126，564897，564975，565104，565274，565333
考，565396，565912，565946，566278，566718，566817，567177，567904，568179，568426，569616，569757，569895，
569961，573169，574271，576282，578123，578225，579139，579374，640492，641355，651074，651127，651215，651266，
651324，652232，660137，660736，661008，661115，665544，665754，666781，669759，670004，670097，760863，765931，

822996，835374，837247／bi：ruua467219／bi：fuwa635938，637913，644234，645285，646178誘，647011，
647165，647237，648023，648227，83623像，836433／bi：rωwa37葦070，472340，553980，554742，561567，643794，
652598，654612，655476，655506，656423，656514，656673，657543，657586，・657743，658438，658735，659501，750408，

750472，833350／bi：r山wa461963／bi：ru並a642157／bl：ruwa567969，5731349573277，575178，577136，
642293，660880／b1：r廷ia64塗151／bi：r｛iwa641222／b了：ruwaO89441，3783葉1，379506，460927，472456，
473335，474295，474620，476311，562889，566919，572012，573061，575161／b1 rm執kowa374422／b冨r山並a
641287／bl：r曲wa272267，276513，277197，364973，37で648，374791，375459，376593，376624，377464，377719，
379626，642049／b1・r曲》a372532／bl：fulwa373043／bl：r｛Owa368882／b脚1：r田wa563917／ヒ

イルワ

641910，641918，643802，643951，644842／ヒ 一ルワ459766，469792，469894，550816，554666，556637，556695，556746，
556814，556910，557788，557979，558774，558878，559589，559742，559895，560881，56雫785，566050，636625，640769，

640900，642809，酔3450上，644968，麟5760，餌5839，麟5996，麟7560，647712，648521，648549，648658，649407，
649507，650649，650860，650907，651579，651613，651909，651990，652655，655170多，656022，731665，733397，
733638，734694，734754，736312，736525，736769，751369，834584

〈（biiruuwa）＞bi：r田：wa765962
〈a＞

bi：rua561195，029466／bi：r田a375279，470643，471598，557511，560299誘，576180／bi：f｛血＾a

466944／bl：rua471523／b1：r｛血a275456，276166，276481，277275，277312，27845！，370283，370448，377033／

b1：r血ase370592／b1：r曲a372549／bi，r融a374419／bi：f血＾a465979，47m13，471132，471240，475066／
ヒ瓢一ルァ552781，556529

〈（biiruuaa）＞bi：fm7a：474．093
〈ja＞ biruja2G7220／bi：rujaO22896，02㈱，024731多，02娼01，027597，027651，121鵬，122148，123172，
123199，123352，124149，125104，125127，で26122，208516，208603，209560

〈（biirjaa）＞bi：rja：722975
〈（biirja）＞bi：rja727524誘，734177，737096／ヒ㌔リャ736312
〈（biiraa）＞biira：661512／bi：1a：660352！bi：ra：563178，564229，567289，567318，5676ら4，568735，
569662，635961多誘，637458，637528，637711，637806，638328，638762，638920，639386，639662，6397i1，642537・

麟2麟9少誘，642692，643053，643300，麟3404，6鞠61多，麟4343，麟4513考多，麟婚93，645098，645136，酔5424
誘，働542誘，酔6636，647507誘，654951，656816，660034，660401，661589誘，661743，662015誘，662297，
662354，662454誘，663432，663630誘，韻232，664257誘，664317，韻547，665072誘，665140，665193，665631誘，
666249，721920，724935誘，730522，731128，733132，734042，734265，735054誘／bi：ra・567047，568122／
bi：raa661368／bi：fa：麟3176，6ら5331，647315／ピーラー643450誘多，6ら350尊，643655誘，645557，6轍30，
732586，734426
〈（biira）＞bi：ra6358牟3，638487，721950，737763，742462，743361，824818，832500，832595誘，835428／bi

ra

739405，739644，830652／ヒ胤一ラ646977，647995，735677，736209，736613，73733ち737412，739070，830370

〈ha＞
bi：ruha379422
〈ba＞
bi：ruba373331／bi：r田ba374598，376466／bl▼r山ba378603／bl：r1血ba373577，374676／
bi▼r面ba373603／b血：r｛血ba376686
〈Nba＞
bi：r面■ba373414
〈baa＞
b1：r曲ba：379626

〈（biiruuba）＞bi：ru：ba215121
〈（biiruubaa）＞bi：ru：ba：206807，215017／bi：ruuba：215151／b1礼ru：ba：372668
〈（piiruupaa）＞pi：ru：pa：214152
〈daba＞

be：rudaba275110／bi：rudaba372111，372331，373138，375064，375213，376057，379109，3792ら9，

460953／birudaba378065／bi：r血daba374034，378121／bi：rudaba377312／bf：r曲daba279157，
360946，364973，370152，370237，376175，376242，377033／b1：f曲dab｛き462823

〈naba＞

bi

＜dara＞

bi：rudara561328

〈o＞

：runaba379249

bi：ruo177072多，273405，555785，561328，635961，654079，663018，665631疑／bi：r田0084033，

179454，183520，565396
〈（biiroo）＞bi：ro：033080，115792，116962，123238，124226，125059，126068，126116，126192，127026，127105，
207625，207696，207698，208660

一264一

〈（beergo）＞be：r9▼562484
〈（biiruu）＞bi：ru：207469／bT：rΦ・463969
〈（BIIRU）＞biiru655280／bi：ru172535，174381，372070，372242，377261，3791存1，468651，478054，478147，
478369方，479230俗，547149，55娼55，563342参，565664，570185誘，571394，652194，653001，654109，656330，
657099，658088，659044，659147下，662913，723767，733976，740420，750046，750332／bi：ru173928，194262，
459807，470593，472↑45，474295，475376，553777，555691，558479，558656，560299，574173，5了6180／bi：fu648089／

bi：f田552789，562022，657685，671135／bi：バ血476053／biiru475294／bi：ru368956，378465，378594，
460927，471460，472456，476107／bi：ru翼ko375389／b了r｛n278515，279225，279304，279415，474329／b冗：rm
274386，27752ち279038，37068ち378745／b了：r曲ko371495／bl：fu373043／b1：r山465869，471240，473059，
473158，474143／ヒ、一ル551619，551775，556512，559768，648848，655170

〈無回答＞bi：ruaidakedomo186821／bi：r山denegu470婿／NR374106
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酒は

〈wa＞

gomazuwa741574／sagekowa371495／sagekkowa374422，378603／sagekko》a372532／

sageua376057／sagewa260890，27m啄1，272267，276513，277275，368882，370283，370448，376624，461963，
462991，471215，47准240，471460，472340，472456，473158，473335，474143，561848，562889，562911，563218，563867，
563917，564727，564975，565946，567969，568023，572012，572351，573134，573169，574088，575178，577↑36，578084，

579139，579374／sagewa471055／saxewa566919，575161，576282／sakeua734265／sakeOa547149，633906，
634834，635764，635843，636860，641151，641287，642157，64315葉／sak：ewaO77988，084033，171871，173928，174755，
177072，177845，179454，179994，180180，180712，1835209185185，186554，192005，273405，282249，373043，459807，
463801，465279，465842，466642，466722，467657，468477，468651，468845，468911，469472，469546，469695，469811，
469906，473532，476311，477212，477326，478054，478147，478208，478369上，479055，479123947〜鵬8，546229，
546373，551820，553915，554855，555821，557480，557552，557912，558509，559074，559481，560428，560954，561262，
561328，561496，561520，561567，562219，562394，562561，563126，563178，563342，563565・563649，564229，564475，
564543，56461！，564690，564897，565104，565308，565396，565541，565664，565735，565780，5659↑2，566278，566545，
566689，566718，566817，567177，567318，567406，567526，567566，568179，568426，568667，568806，568984，569028，
569305，569757，569895，569961，570140，570430，571029，571241，571394，571410，572084，57306↑，5782259626709，

627712，637806，638598共，638920，640743，酔0948，醐222，641355，醐500，麟1570，醐622誘，641659，642293，
642339，642537誘

，642649，643705，643794，645424，645729，647凝33，648241，649696，649718，649757，649850，

650066，650496，651074，651127，651215，651266，651386，651541，651735，652120，652194，652232，652289，652387，
652467，652598，652720砲廠，652795，652852，653001，653161，653251，653361，653467，653618，653922，654079，
654109，654337，654472，654531，654612，654733，654853，655280，655322，655476，655506，655765，655824，656330，
656387，65酔23，656514，656673，656816，657214，657543，657743，658330，658438誘，659147，659398，659420，

6595m，660137，660536，660736，660781，660880，661115，6617｛旧，662070誘，6621071662177，662454，662637，
662847，662913，663018，663521，663630，663814，664547，665006，665243，665631，669759，670004，670097，670118，
672023，672133，721920，723767，724897，725864，725954，726948，726952，727524，728424，728951，730256，731288，
732291，73237る，732456，733269，733681，733904，734121，734991，735054，735443，736138，736172，736687，737030，
737096，737399，737497，738102，738221，738267，738398，738504，738647，739141，739276．739363，739563，739644，
740252，74・0340，740510，740586，740766，740846，741151，741634，742138，742771，744072，744102，746022，750391，
750408，751205，752116，752294，752393誘．830081，830652，831372，831452，831525，832158，832440，832500，

832595，833160，833436，835175，835208，835428，931167／sakeりa467219，671135／sjocjuwa830466／

sotsuwa8350579835208，836ら33／qotsuwa831295誘／弩ot∫uwa836382／∫od5uwa836231／
∫ots早wa834143誘／∫ot∫uwa830029，831163，832028，833242，834232，855261／∫o：t∫u：wa839421，
924994・，931346／∫ot∫Vwa835430／∫ot∫uwa833350，834328，835374，837247／∫o： t∫uwa824818／
∫o：t∫u：wa822996／∫o：tyu：wa830339／θakewa743640，745019，746039，746200／サケワ459766，552781，
554666，556637，556695，556814，556910，557788，558774，559589，559742，559768，559895，561785，566050，640900，
641910，641918，642809，643802，643951，644842，644968，645760，645839，645996，647560，647712，648521，648549，
649407，649507，650649，650860，650907，651579，651909，651990，652655，656022，733397，736209，736312，737331，
737412，739070，751369，830370，834584／サケ、ワ469792，469894，560881

〈waa＞
sakewa：665140
〈（SAKeewa）＞sake：wa765931，765962
〈（SAKjoowa）＞sakjo：wa661008，665072
〈a＞

sagea275456，370592，370681，474620，479230上，567904／sage＾a465979，471132／saxea578123／
saxe＾a574173／sakea465366，560299誘，561262，569616，649178，651324，661589，663432，663997，鰯125，
665140，673026，740420／sakea734553／sakea834556／sakiaO29466／サケア647995
〈（SAKεa）＞sagε＾a466944，ら74093／sakea731128

〈aa＞

sakea：665243多ノsak益a・562鱗
一265一

<(SAKeaa)>sage"a'4750bo

<ja> sagija2072201saija1213ee1sakeja7275241sakija123172,123199,1233S2,124149,124226,
125127,208516,2095601sak1'ja027S97,0276S11se:jae33e801se:jaOZ896,e247311se:kk'waja
0248011sl'he:ja0246881ljtr?7513691
<(SAKjaa)>sagja:371648,372549,374791,3757181sakja:464356,554932,5ed177,566278es,567289,
567644,5677ng,5ca5",5os735,569305e{) ,S69479,569547,635906"
Z 6349ca,635938,635961,
,634834
g ,
636932,637458,637S28,637711,637890,637913,638328,638487,6ss598 es ,638762,639386,639th2,639711,
639807,641854,M2049,as2293 es l ,&2537 2 ,642649,642692,643053,643176,643300,643404,644035,644161
S ,644234,ec4S43,644513., 644693,645098,645136,645285,645351,645424es
,646178 es
,
646542,646636,
647011,647165,647237,647315,647507,648023,648e89,6ng227,649031,649696,654951,655824,655945,656816,

660352,edOsc8,bo0401,661ss8,661743,ed2015,662107,662177ss,66n97,662354,663078,bo3630stg,664232,
664547,bo5e72st,665631ss,666249,721950st,722975,724935,727524,7305Z,731307,732095,733132,735434,
li;O,tZl;iig2Cif;9,,4g,385,Z8,ge,,g,7e,210,gm･,7i;,iig,･,7,5016.9<,ss,k,e',a,,',los,Vn,,t,2,?k,k?,g,Q5g,9g,C,e,a.k,g',a,i,7e414th,,

"6430,648848,731ed5,7525en,733638,734426,734694,734754,736525,73bo13,7sc769,8303708

<(SAKja)>sagja379626,5670471sakja5620n,5653tL2g,566851,640492,641222,657148,65873S,66e054,
737763,8306521eakja742462,7442451tt"?"6977,735677

<(SAKee)>sagie:375279/sage:463969,57S2771sagea)3752791sake:572176
<(SAKe)>tttr7556529
<(SAKee)>sage:572668,5751541sake:563178,665544,ed6781,760863,115792,116962,1232ss,1250S9,
1251e4,126eos,126116,1261n,126192,127e26,207625,207696,208660

<ha> sakeha379422

<ba> sageba373331,374676,37boas,377719,578311,4715231sagetckoba37N661sakeba725767,
723gg2,723898,726614es,7279S2,734177

<"ba> sage"ba373414
<baa> sageba:3796261sagekkoba:573577
<oba> sakeAobabo5754
<(SAKjooba)>sakjo:babo5754
<(SAKjuuba)>sakju:ba215121
<(SAKjuubaa)>sakju:ba:215017,215151

<(SAKiipaa)>saki:pa:214152

<daba> sagedaba276166,276ng1,277312,279n5,279304,279415,370152,37e237,372111,572331,373138,
374034,375213,576057,576175,376242,377033,377Sl2,378e65,378121,578311,5791e9,379141,379249,460955,

462823,470113!sagekodaba277197,sc0946,375e641sage"kodaba3649731sakedaba371070,
373043 es ,460953

<raba> sakeraba467545
<"daba>sage'vdaba372242
<naba> sagenaba579249
<dara> sagedara5"97Slsagedara sugidana:0724211sagedana473e59/saxedara575161/
sakedara186821,272025es,476107,476311,478569fi,5613281"tr"9"556ess1

<daraba>sakedaraba478sc9fi

<nara> sakenara272e25es,558479,644161,ed2070,ed3078,7321671sakenaca555980,6S84ss,75g4721
"7t7550816,556746,55gg78,651613

<naN> sakenaN835428

<jattara>sakejat:ara656ss7,6573321"trVv9)645839
<dado> sagedado470113,4741431
<du> sakiduln148,207469,207698,2Dee03

<o> sakeo1770721,179454,185520,272025,2734e5,"5279,4ed7n,"7798,554742,SS5785,56e557,
561S67,565396,628781,"16n,"2"9,"9178,6575ee,ed2454,664257,664317,664547,665631,740015,74e180,

74051O,742a76,752393!"bX648658

<wo> sodzu"o8sc142

<(SAKjoo)>sakjo:569as2,635843es,&1570,M2"9,ed1512,ed4257,664317,7308S5,730837

<(SAKjo)>sakjoed1008

<(SAKekkoo)>sage"ko'37"19
<(SAKjuu du)>takju:du2eas07

<(SAKE)>sage072495k,077688,172S35,174ss1,175604,274386,277521,279157,372070,574598,37S459,
576593,3n261,3"4",378594,379506,"Oce7,465as9,470593,472456,474295,474329,475mp4,476e53,4"230

as,567e471sagekko3787451sagekko373605,375ss9,5781to51sageQko2751lelsage368956,4721451
saxe5742711sake07"69,089"1,175604,194262,375043,ca4769,478054,478147,552789,555691,555819,
557511,55ac56,560299,560557,561195,561567,562394,565274,56533Sig,570185ff,570as5,571O",571394,

‑266‑

633906，652720，654079，654109，654264，656330，657099，657294，657379，657685，658088，658145，659044，659300，

721950，733976，738267，739405，750046，750332，752393下／sakeko470643，471598／サケ551619，551775，556512，
557979，644968．，647995，655170

＜NbuNna＞sakembunna832268
〈baklkari＞sakebakkari830168
〈bagari＞saxebaxari576180
〈bakkasi＞sakebakka∫i553777
〈bari＞ sagekobar1278451／sagekkobarT470445／sakebari475376
〈baari＞sageba：ri374746
〈bare＞ sagebare279038
〈be＞

sagebε278515

〈bakattaNma＞sagebakattanma463720
〈bakattatte＞sakebakattatte463720
〈bakattatto＞sakebakattatto463720

＜dake＞ sagedake378745／sakedakeO71750
〈無回答＞NR374106
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おれの

くoreno＞01eno660352／orenoO71750多，072495，074669，0779銘，084033，089441，171871，173928，174381，
174755，175604，177072，177麟5，179454，17〜囎4多，180180，180712，183520，185185，186554，186821，192005，
194262，260890，27014で，2了2025，272267・273405，275110，282249，364973，372070，372242，372532，372549，373331，
374106，374419，374422，374598・374676，374791，375064，375389，375459，375718，376057，376242，376466，376593，
376624，376686，377033，377261，377464，377719，378121，378311，378465，378594，378603，378745，379109，379249，
379422，379506，459807，460927，460953，462991，463720，463801，464356，464769，465279，465366，465842，466642，

466722，467219，467657，467798，468477，4688459468911，469472，469811，469906，470445，470593，470643，471215，
471460，471523，471598，472340，472456，473335，473532，474295，474329，474620，475294，475376，476107誘 ，
476311，477212，477326，478054，478147，478208，478369，479055多，479123新，479230，479238，5妬229，546373，
551820，55侶55，555821，557480，558656，560428，560557，560954若，561262，561328，561496，561520，562219，
562394，562561，562889，562911，563126，563178，563218，563565，563649，563867，563917，564475，564543，564690，
564727，5備97，5麟975，565104，565274，565308，565396，565541，565韻，565735，565780，565912多，565946，
566177，566278，566545，566718，566817多，566851，566919，567047，567177，567289，567318，567406，567526，

567566誘，567鰯，5677銘，567969，568023，568122，568179，5麟26，568529，568667，568735，568806，5689糾，
569028，569305，569547，569616，569662，569961，570140多，570235，57043d，571241多，571394，571410，572012，

572鰍．572176多，572351，573061，573169，574088，574271新，575161，575178，576180，577136誘，578123，578225，
579139，579374，626709，628781，635843，637458，637806，638328，638487，638598，638920，639386，641570，643300，

643404，麟161新少，麟9850誘，651735，652232，652289，652795誘．652852．653361，653618，65鰹2，653〜麗，
6542麟，654951，655322，655765，655824，656330，656387，656816，657099，657214，659300，659398新，659420，
660034，660137，660368，660401，660536，660736，660781，661008，661115，661512，661589，661788，662015，662070，
662107，662177，662297，662637，662847，663078，663432，663521，663630，663814，韻232多，韻317，晒547，

665006，665072，665140，665544，665631，666249，666781誘，669759，670118，672023，723898，730522，730837，

731288，731307，732095，733269，733681，7弘991，736687，737

97，7榔98少疑共，7難7，739363，739405．739563，

739644，740180，742076，742462，743134，750391．760863／oreno368956，371648，372668，373414，373577，374746，
471055，472145／o「eno375213／ofeno368882，371070，461963，462823，465869，471132，471240，473158，474093，
476053，552789，561567，652598，65柘12，65畠23，656673，657543，657685，657743少，658438，658735，659501，
671135，750408，750472／オレノ459766，550816，55877

，558878，559589，559742，559768，559895．560881，561785，

642809，643951，644842，645760，650649，650860，650907，651579，651613，651909，651990，652655，655170，656022

少，733397，736525，751369，晒麟誘

〈woreno＞》oreno568023
〈orεno＞orεno376175
〈orino＞orino547149，5558199568023，735443／オリノ731665

〈worino＞uorino568023

〈oeno＞oeno373043，3740鴎，473532多／o＾eno㎜2／oeno372331
＜oino＞

oino172535，655476，657379，724935，734042

〈oreNno＞oreNno57m85誘，571029
〈oeNno＞oe閥no373603
〈oNno＞onnoO77細，553915，557912，560299，561195，562022，562394誘，563218誘，563342，i嚇229，565333，
567047古，568で22誘，569479，569757，569895，573277，574271多，652720，661512，662107／on：0654733湯上，

一267一

656330，657332男，659300，750332／オンノ556910，557979，566050，733638
〈orano＞orano277312誘，553777，554932，555785，637528，637890，639662，639807，641287，641355，649031，
649757，654109，6542酔古，730837，733904，734991，740510，740586，741461，7416弘多，742256，742771，743361・

743640，744072，744102，744245，744626，745019，746022考，746039，746098／orano553980，554742，648089／
オラノ551775，552781，648549，648658，648848，649407，649507

〈oregano＞オレカ

ノ734754

〈oreOano＞oreOano657743多
〈ora竃〕ano＞oraOano741574

〈urano＞urano557552，640743下，641659少，642麟9，麟7483，740015下，751205多ノ田rano5556％557511，
558479，558509，559481誘／ウラノ556529，556637，636625下，643504塗壁誘，643655古，645760古，647712
〈wasino＞並asino633906，63ら834，634968，635764，635843，636860，637711，643151，64ら035／wasino642537，
642692，6鰯04誘多，酔3705，醐343，644513，644693，645424考，働542，646636，麟7鰯誘．新，647507／
waslno醐222／wa∫inoO71750上，459807，559074，635938，635961，636932，637913，638762，639662，639711，
640743，641622，醐854，酔2339，643053，643176，643794，644161古多，醐2糾，麟5098，645136，645285少，麟5331，
645729，646178，647011 ，647165，647237，麟8023，麟8227，648241，649178，649696，6ら9718，出9757多，649850・
650066，650496，651074，651127，651215，651266，651324，651386，651541，652120，652194，652232誘 ，652387，

652467，652720，653001，653161，653251，653467，654079，654109，654337，654る72，654531，654733女下，655280，

655322誘多，655506，655945，65麟23，657214，657294，657332，658145，658330，659147，660880，730805，732167・
732374，733976，734991，736687，740015上，740252，740420，740糾6，741151，741634誘，742138考，750046，750169，
751205少，752116，752294，752393／wa∫Ino740340／ワシノ551619，554666，556512，636625上，640769，640900，
醐910，641918，餌3450，酔3504多，643655，644968，餌5557，645760，645996，64酔30，麟6977，647560，麟7995・
648521，736769

〈asino＞a∫ino645285多
〈waino＞wa三no657148，740766／ワイノ644968，645839

〈waeno＞waeno277312，370681，658088
〈waano＞wamo276513誘，278515，371495
〈wεno＞wεno277521，278451誘，370592
〈wano＞wano275456，276166，276細，277197，277275，277312，27845！多，279038，279157，279225，370152，370237，
370283，370448

〈waNno＞wanno371讃唱
〈watakusino＞並atakUsfno6ら2157
〈watasino＞wata∫ino179994少，655506，656514，657586，733269

〈wadasuno＞wadasmno279038疑上
〈atasino＞ata∫ino5646！1

〈otaino＞otaino742706
〈bokuno＞bokuno659044／ホ

クノ656022

〈9irano＞キ、ラノ556695

〈geeno＞ge：no659398古
〈omano＞omano730522

〈omaaraano＞oma：ra：no638762
〈temeeno＞teme：no663521

〈orena＞ofena465979，466944誘少，471240誘多，473059，473158多，474093，474143，475066

．

〈oreN＞oren4695鱒，670004，7鱒75，732095誘，832500／oreN626709，627712，661368，661743，662177，662297
誘，662354，662454，66又32，礁125，旛232誘，晒257，旛317多，665140誘，665193，665243，665544，666249
繁多，672133，721920，732291，732456，737763，830466／オレン7又426，734754，735677，736613

〈oraN＞

oran744102，747138／ora罵〕746200／oraN733904

〈oregaN＞オレ力瓶ン734694
〈origaN＞オリ力犠＝ン732586

＜asiN＞

a∫in647315

〈orega＞orega463720誘，妬9695，546229誘，5緬373，566689，566817誘，567566，641500，665754，666781，670097，
730256多，736138，7373〜η，737497，738102，738398誘多，7396鱗，83008Vorexa574173／オレガ561785，731128
〈oreOa＞oreOa459807古，468911，469811多，範9906，478054多，479123多，479238，560954多，561848，562911
古，56獅7，565912誘古，567904，568735誘，570140少，570235多誘，571241誘，572176，5731翼，574088，
575161，575178誘多，576282，577136，5780脳，579139／ofeOa657685／オレが469894，556746，556814
〈origa＞origa547149，723767，723882，72勾397，726948，732456，733269誘，733434，734177，734265，734553，
737030，738504，830652，831525，832500，832595，834556

〈oriOa＞オリカ0557788
＜oruga＞oruga721920誘下，726952，727932，736172，737096，738221，738267，739141，830168／oτVga721950／
オルカ、736209，736312，737331，737412，739070，830370

＜oega＞

oega738102，832158

一268一

<oiga> oigaed57S4,724935,725864,7259S4,n89Sl,733132,734042l,734121,735054,822996,82ng18,830029
es,830081,831163,831"5,831372,831452,83nas,83244e,es316e,833242,83scsc,8sc145es,834232,834328,
es5057,835208,835574,esS430,8scss2,85&S3,es7247,839421,9315461oiga835175
<oina,> oiDa832028,8sc231,va4po4,931167

<ogga> o?ga73ca76,830339/ogga72ed14,727S24
<oga> ogaca7545,bomp13,ed3po7,673026,8314S2,8333Se,83S261,8354281t)'830370$

<oDa> oea8sc142

<oraga>oraga555785as,S62ng4es,es9ed2,"04op,"1151,641287l,ec2049,ecM3
<oraoa>or･aoa744626
<uraga>uraga6409ng,6416591))"'"ss02

<omaga>omaga7305n
<omaaraaga>oma:ra:ga638762es
<oramaaraga>orama:raga6sa762
<oromaaraga>oroma:raga6ss762

<wasiga>"asiga633906as,6sc9os,656860g,637711,6431Sles,644035l1wafiga721ceO,730256tf1

7)""636625es
<wasiDa>wafiBa459807
<waNga>wauga027651M,1ns2ss
<waniga>waniga124149
<waga> waga765931,835208
<wana> 7"" 55ed37
<baga> baga21S121,215151
<aga> aga765962,20os07

<aka> aka214152
<aNea> apDa207nO
<NOa> poa931167E;
<orea>
<oria>
<orea>
<oraa>

orea468651/oreAa470113
or‑i'"a561195
ore‑atva6944S
ora'562va4

<oreaa>oreAa'"5969
<oija> oijanec24

<orjaa>orja'S61262
<oree> ore'377312

<ore> oree375279,378e6S,379141
<ore> ore364975,372070,372111,3731sa,374106,376eS7,377033,378121,"3zaO,475376,476107pa!tL

fo97va

<oree> ore:567289

<oe> oe3740sc
<ora> ora2n312

<wa> wa277197,277512
<waa> wa:274386,2rv304,2rv41S,sce9",3731ss,024688,024731,02vaO1,027597,e"fo6,035080,11S792,
116962,121388,IZIva,1as1n,1231po,124Z6,125e59,125104,125127,1260ca,126116,1261on,127026,127105

<waN> wan027651i!f,123352,1261ZlwaoOZ8%

<aa> a:215e17

<baa> ba:207ua9,207625,207696,207698,2os516,208603,208660,209560

< ne @ as >orenda3796261orenomondane0724211wanomonda072421i!f 1NR6Sng53,663018

14 vestop
<no> gengeno3740sc,3752mp,3762421genge:no364975,377261/ge"geno372070,3za111,3731sa,
374106,575064,37S213,376057,376175,3770331geNge:no57as311qengeno371070,4714601cenge:no
471215,473532,4743mp,4746mo,47S"4,476107/cense:no472340,474rv51heNheno373043/seeseno
56mp69,656S30,657332/seese:no5732n,575178,5nlsc,578084,659420/senceno4715as/sence:no
471598/senseino"5366,sc1520,565565,563649,564475,5"543,564611,565308,sc5sc1,566B51,5674os,
567526,es0352,733681,7405ee,7407ca,741634,74ne76,es129S,833242,es3350,8S4143es,es5057,esS374,

es5430,esn47/sensenno8543281senseno072421,OR4os,1za535,17S604,26os90,270141,272025,27sc05,
27511O,3mp109,5N4n,4esnO,465801,4M769,"S842,ww2,466722,"7545,467657,"n98,468477,468651,
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469472,469546,469695,557912,558509,560"9,S60428,561567,561848,562e22,562561,562gg9,650496,651324,
653se1,653467,6541e9,655280,657214,658330,6711351sense:no177072,177845,179994,273405,282249,
371648,372549,375331,373414,374676,37ed24,377719,379626,465279,467219,470645,472456,473335,552789,
553777,553915,553980,554742,554855,555819,560557,561195es,561262,561496,562219,56"11,563126,
56ss67,563917,564690,564727,564975,565396,565664,565735,565780,565912,5659",5ed545,566817,567177,
568426,569305,569479,569547,572012,5720es,572176,573061,S740ss,S79374,6548sc,6Y968,635764,635ec3,
635938,655961,636asO,637711,637806,657913,638487,658920,639711,643053,6tL3151,643176,645e98,645136,
645331,645729,646178,M7011,6ZL7315,648023,648241,649D31,"9696,"9718,649757g,6SO066,651074,
651735,652120,652194,652232,652289,652598,652720,652795,652852,653251,653618,653842,653922,6542",
654612,654733,654853,6549Sl,655Sn,655476,655506,655765,655824,655945,656387,656423,65ed73,656816,
6570po,657148,657545,6575as,657685,65en38,658735,ed0401,bo0536,ed07ss,661512,661589,662e70,662107,
"3018,od3078,bo3432,th363e,66iLl25,6"317,664547,ed5243,ed5544,670e04,67e097,753976,734991,7373op,
740015,740180,740252,74e34e,74042e,74051O,742G76,742138,744102,75e408,750472,760863,8505391

sense'no470115,555785,643794,7503321senfe:no4711321se"se:no47e5931seoseino7450191
seijseno651541,654537/seOse:no651386,652467,654472,6545511seNseeno55thS61seNseino
659044k,726948,7377es,7sa102,7394D5,739563,739"4,742771,744072,8304ed#,830652,831525,8322os!
seNsenol74ss1,174755,275456,2761bo,276ca1,276513es,277197,277275,277521,278451,278515,2790se,
279225,279304,279415,360946es,370152,370237,370283,370448,37e5eq,370ca1,371495,478208,479055,
47opSO,479238,557511,559481,5624ut,567047,572351,657379,658145,659300,735054,738647,75e3911
seNse:no071750,074669,077688,0779gg,e84033,089441,171871,l73va8,179454,380180,180712,183520,
185185,186554,186821,194262,274386,279157,372242,374791,576686,37op49,462op1,46881L5,468911,469811i
tL6op06,477212,477326,478D54,478147g,478369,479123xx,551820,554932,555821,557caO,559074,56e954,
561328,562394,56S178,563218,563342,564229,56tLB97,565104,565274,565333,5bo177,5"278,567289,567318,
567566,567644,567748,568D23,5os122,568179,5685",568667,5os735,568806,5as98tL,569e28,569616,569662,

569757,569895,56op61,570140l,570185,570235gk,570430,571029,5712412,571394,57141O,628781,
637458,637528,637890,6ss328,638598,638762,6395as,639807,640948,M2537,642692,64sc04,643705,644513',
6tL4693,64ec36,6iL7483,6475e7,651127,651266,653003,653161,654079,656514,657294,6580ee,659044,659147,
659S98,6600sc,660137,bo0781,bo1O08,661115,ed1788,bo201S,bo2177,662n7,662637,bo2847,edpm13,ed3521,
aspo7,664232,bo5e06,665072,ed5631,6ed781,669759,670118,672023,672153,675026,724935M,727932,
730256,730522,730805,730837,74115l,743134,75e046,750169,751205,7S2116,765931,83S2081seNse'no

5ed718,5os1Z,7374971se"seno3795061se"se:no27n67,ed08801seNse:no575169,575161l,
576282,5781231settse:nobo58141seWse:no732e95/se2seino822pa6,824818,8sc232,8564331
sense:no3755771sase:no5od919,574173,574271,S76180,578225/sj'eNsjeno7se5041

sjeNsje:no644343,645424,6465421seT$e:no732095,7332691seTfe:no7312ss1sense:no
372668,3757181senseino851372,8331601sense:no368882,376593,378311,378594,578745,ca2823,
557552,6sc932,"0743,"1659,644161,"5285,"7237,&8227,649178,7339e4,7460221sen'se'no3745981

senJeino8520281qe"seno375se9!seNseno57ac031seNse:no377312,639ed2,6418541
seNseno374"91se"se'no372532,37sce3,S7tUL22,37846S,4704451se"qe"no376"61$e2seino
9311671$ense:no6595e11feT.fe:no7341771fen.feino375459,733434,7sc553,736687;740ec6,83eOrv
es,831163,831452,832440,83250e,83259S,853436,8sc556,835428,839421,924po4/fenJeno377464,378121,
46e953,465869,4th944,633906,641n21Jenfe:no374746,459807,"1963,cu356,473158,474143,4760S3,
S"373,555691,641131,"1287,&1570,"2157,di2293,644035,644234,647165,648089,649850e,657743,
ed0368,72ew24,751128,7sc1sa,738267,738398,739141,739363,742706,830168,832158/fenJe'no4750ed1

fenf9no4740931fenfe'no47124e1feijse:no6S2ss71feNfeino732167/teNieno5S8479,
&04op1feNfe:no546229,"13S5,6tLl622,642339,642649,"3SOO,721ceO,72195e,723767･,723ea2,72ss98i
72va97,725864,726952,728951,731307,73n91,732374,732456,733132$,7sc042,7sc121,735443,7sc172,
757030,737e96,7ssZl,759276,752294,752393,8300811teNfeno642049!JgNJenosc89S6,460ce7,471055,
4721451eeDeeino741461,741574,742256,742462,743sc1,743640,744245,744626,745019,746e39,7ca098,

746200,7471ss1)x>)x(77sc312,737331,739070,83e37elVx>Vx75516191)x>)x‑7"e900,731ed5,
7325as,7sc426,735677,73ed13,7sc7691t>tzl7556746,556814,55691O,5577ee,557979,558774,55ea78,55os89,
559742,5597os,559895,5os050,"5802,"7712,6SO"9,650asO,6509e7,651579,651613,651909,651poO,6526S5,

7sc209,737412,8sc5ec1t>tx764191O･,es1918/?>t7552781,5565rv,"3951,M4zz2,6"9n,ec7560,647712,
"7eq5,648521,"8S49,"as58,ww,"9407,65517012>?‑74597ed,4697ce,"9894,55e816,55177S,554666,
5S6512,556637,55edos,560ea1,561785g ,636625,"0769,M2809,"3504,ecsc55,ec49os,M576e,"5es9,
"5eq6,646430,6486se,"os07,6560Z,733397,73scss,7sc754,751sc91t>t‑7ecsc50,ec5557

<Nno> sense:nnothsc321sense:n:o744102

<nu> senseinu02vaOl,1261va!sense:nu027651ili1fenfeinue24688/fenJe:nuOpaito61
fegJeinu125172,123238,124n6,1261161finseinu033e80lfinfeinuOn896,1213881finfinnu
2eea031Sinfi:nu207696,2e8516,21512YJipSinnu20os601fiofi:nul157ce,125104,1261n,207nO,

207698
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〈na＞
〈N＞

sen∫e：胆473059，474143／∫en∫e：na465979，473158／∫en∫e・na鰯969，475066多／
∫en∫ena474093／∫en∫e na471240誘

sensen724935／sense：n627712，744102／sense：N661368，662454，663432，664125，664317，665193，
665243誘，666249／seNseN727524，830娩／seNse：N661743，662354，664257，665140，672133誘，725954／

昌en6en726614／昌eNqeN626709／∫en∫en547149／∫eN∫eiN734265／∫eN∫en722975／∫eN∫e：n
733132／シェンシェー：ン734694／セ1ンセー：ン736525

〈ga＞ seTseiga835175／sense：ga665754，670097誘，027651新／senseiga831295誘，836382老／
seNsega562484誘／seNse：ga566689，765962／se2seiga835261／6eN昌e：ga641500／∫en∫e：ga
546373，027597／∫en∫eiga931346／∫eO∫eiga123199，124149，125127／∫eN∫e：ga641622古／
∫in∫i：ga206807，215017，215151／∫iり∫iOga122148／センセーカ、561785，636625誘

〈ka＞

∫in∫i：ka214152

〈りa＞

sensenOa836142／sense：Oa562911古，5価7／sense

Oa579139／seNseOa479238，572351

誘少／seNse：Oa468911誘，478054多，478147少，479で23多，570235，5712ら1少誘，573134／sゼseOa

567904／sゼse：Oa575161誘／se2seiOa836231／∫en∫e：Oa459807疑
〈Nga＞
〈a＞
〈e＞

sense：＝〕ga7ら4102誘
gen〜｝ea378065／seNsea277312
∫en∫e融379141

〈（SENSEE）＞genge：364973／qenqe372111，374034，377033／￠enge475376／sensei123352共／seNse
277197／seNse：192005，562484誘／seNse・651215／∫en∫ei207妬9／∫en∫e372111，378121／∫in∫ei
O24731／∫in∫i：207625／∫iO∫e：208660／∫i竃〕∫i：116962，125059，126068」27026，127105

〈無回答〉￠en￠en

15

nadaja476311．

どろぼうの

くno＞

dolobo：．no660352／donusuttono645729／dorobo：meno572084／dorobono270141，

275456，276166，27備1，276513誘，277312，27糾51，278515，279157，279225，279415，360946新．370総，370592，
372070，375279，376175，37酔66，377033．460953，463801，轍769，価722，47鳳3誘少，479230，557552，558509，
560299，561262多，563342，5酔229，567047，567969，572351，礁343，650496，652387，65踊7，654337，654531，
657099，740252／dorobo：noO71750．072421，072495，074669，077688，077988，084033，089441，171871，172535，
173928，174381，174755，175604，177072，177845，179454，179994，180180，180712，183520，185185，186554，186821，
192005，194262，260890，272025，272267，273405，274386，275110，277197，277275，277521，279038，282249，370283
考L，370681，371648，372111，372242，372549，372668，373138，373331，373414，373577，374034，374106，374676，
374746，374791，375459，376175，376242，376593，376624，376686，377033，377312，377719，378311，378745，379249，
379626，459807，叡52991，463720，464356，465279，465366，465842，467219，467545，467657，467798，468651，468845，
叡〜B911，469472，鱒9546，469695，勾59811，469906，470593，471055，471215，471460，471523，471598，472145，472456，
473335，473532φ474295，474329，474620，475376，476107，476311， 77212，477326，478054，．478369，479055多，
479123」479238，546373，547149，．551820，553777，553915，554855，554932，555691，555819，555821，557480，557912，
558656，559074，559481，560557，560954，561262，561328新，561496，561520，56悩8，562219，562394，562561，
562％9，562911，563126，563178，563218，563565，563649，563867，563917，56鱒75，564543，564611，564690，564727，

5備97，565104，565274，565308，565333，565396多，565541，565鶴，565735，565780，565912，565946，566177，
566278，566545，566689，566718，566817，566851，566919b567177，567289，567406，567526，567566，567644，567748，
568122，568179，568529，568667，568735，56銘06，568984，569305，569479，569547，569616，569662，569757，569895，
569961，570140多，570185，570235，570430，571029，571241多，571394，571410，572012，572176，573061，573169，
573277，574088，574173，．574271，575161，．575178，576180，576282，57ア136，578123，578225，579139，5793749628781，

6339｛〕6，634968，635764，635843，635961，636860，637458，637711，637890，638328，638487，638598，638762，639386，
640了43，640948，641222，641287，641355，641500，641570，641622，641659，641854・，642049，642157，642339，642537，

麟266％餌2692，643053，643151，酔3300，麟3404考，麟3705誰4035多，（淋513，㈱93，餌5098，645136，645424，．
646636，647507，648241，649178，649696，649718，649757，650066，651074，651127，651266，651324，652120，652194，
652232，652289，652467，652720，652795，652852，653001，653161，653251，653842，653922，654079，654109，654264，
654472，654733，654853，654951，655322，655765，655945，656387，656816，6571梨3，657214，657332，658145，659300，
659398，660034，660137，660368，660401，660536，660736，660781，660880，661115，661368，661512，661589，661788，
662015，662070，662107，662177，662297，662354，662637，662847，663018・663078，663432，663521，6636309663814，
663997，664232，664317，664547，665006，6650729665243，665544，665631，665754，666781，669759，670004，670118・
672023，672133，673026，723882，724897，725864，726948，728951，730522，730805，731288・732291，732374，733269，
733681，733976，734042，7349919735054，738102，739141，739563，740015・740180，740340，740420．，74〔脳，741654，
742076，742138，742256，742鱒2，743134，74雄0，7鱗072，7鱒102，745019，746022考，746039，746200，750332，

752116，752393，760863，765931，765％2，830081／dorobo，no368956，374419，374598，375389，378465，378594，

379422，379506，468477，478208，737497／doro：bo：no475294，740510／dorobo：no560428／
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dorombono3772611doro"bono3714951doro"bo:no377464ldorubo:no5611951dofobono
371070,373043,562022,"37941dofobo:no368882,461963,fo5ee9,465979,470113,471132,471240,473059,
474e93,474143,475ebol,476055,552789,553980,554742,"3176,6442sc,645285,"7011,M7165,647237,
"7315,"8089,M8Z7,652S98,654612,655476,655506,6564as,656514,65oo73,657543,6575ee,65768S,657743,
65ecss,6S8735,659501,67115S,750408,7504721doeobo'no5615671nos'i'tono"1131,642mp31

nosuttono562va4,567318lnosUtono6412221noswb1'dono"O"71nosurttono56S396iSS1
nugitono83316e/nusitono647ng51nus1'bidono5757181nusudono7ss"7,8301os,830339,

es15251nusuQtonoec26ce/nusutono4781472,S46229,5ed177,569028,6sc834,6349caes,63S7",
636860,637711,639711,"6542,M9031,65272e,6S3618,723767,723898,726952,727932,728951,730256,730857,
731307,732167,734121,7ssan1,739141,739405,739563,739644,741151,9311671nusuto:no7219201
nusut:ono6559ss,6sc932,6378e6,644161,645351,646178,65633e,657379,65833e,6S9420,7539041

nusuttono3750",4643S6,561328'iS,5os023,5ca5mpi!i,635843,649718,M98SO,651386,651541,652387'i!I,
655280,6S7294,6S8088,659044,659147,7405as,7407th,7416",742706,750046,75e391,751205,7522941

nusutto:no742nl,75e1691nusvtono724935'rm1nusvttono6398e71nusuatono6517351
nusutbitono3731se,375213,376057,3791091nusulpodono3721111nusul'tono376057,579141!
nuJitono637913,639662,6ra023,653sc1,65S824,733434,736687,ce4po4/nufit:ono6ssvaO1

nueuttono741"1,741574,743sc1,7"24S,746098,7471381nueutto:no7446261ntts1't'ono642157
es1nuagitono8248181nurstubitonoed1O081nursuab1'tono37eee5,4704451nwsuatoJi:no8229961
nmasuattono557511,560299,S65353,565396,5ca426,651215,ed1115esg1nursultono6404921
nutsulbitono3741e61nulsulbl'tono3723Sl,3744221nulstubuldono2793e4,370152,37D2371
nulsultonosc0946i!f1nulsulttono4669441nulstu'tonosc4975,372532,377033,578121!
nul"'b1'Sonoca28231F"O*"O7556746,55os14,SS691e,S577os,557979,558774,S5ee78,559589,559742,
S597as,559895,5ed050,650649,65eam,6509e7,651613,6Sl909,651paO,6526551F"n*"t764191O,641918,

"ss02,"3951,644es21F"O*"755M5,552781,5565mp,55ed95,6449ca,ec5859,6551701‑"Mat"‑74597ed,
469792,ca9894,550816,551619,554ed6,.556512,55ed37,560os1,561785,64e769,6409eO,642809,ecscSO,643504

su,Msc55,64S557,645760,646450,646977,647eq5,6488ng,6560Z,670097,731128,751ed5,7S1369,83037e,

8sc5Mst/XStF7"7S60,648521,"8549,6495071XZvF75ca05e,636625,ec5839,N5op6,"7712,64ee58,

"9407,6515791XXF7"3504,ecsc55/XX5"7733397,830370S1XtF27sc754,736769

<noo> dorobo:no:472340

<nu> jamagunu2151511nisiturinu207469/nifidonulan1valn'ittumunnu0330801
nueurunul157sulnuQurunu1271051nusidunu1231721nusitunu2eace31nus'i'donue228961
nus1'dunu0276511nus1'tonu02vaOl1nusudonue246881nusudunue24731,0294ed,121388,123199,
124149,125104,125127,1260os,126116,1261n,20ca07,2150171nusurunu116962,1232ss,123352,124226,

125059,1261on,1270261nusutunu207220,214152,215121/nusuturl'nu2e7696,207698,2e95601

nusuturunu208516/nuJidunue275971nufitunnu208660

<na> dorobo:nafo3969,473059les,473158,474143,475ebo

<Nna> dorobo:nna5740ss

<N> dorobon833242/dorobo:n6277121doroboN6267e9,727524,7sc265,83e6S21dorobo:N
5ec97S,637528,ed1743,edas54as,ed24S4,thsc32,664125,664257,es4317S,ec5140,edS193,bo5S",666249,

672133,721osO,za5os4,735443,7sc172,757030,7373op1nugidones1295es1nugitoNM75241nugiton
nbo141nussaroNes54281nusudogoroNes21581nusudon734177,7sc1ss,831163,831452,es25001

nusudoN7sc265,7S8647a1nusudq:N7ss267/nusutaron8325951nusutaroN8sc5561
nusuton732095,832595,8534sc1nusutoN732456,737e96,737763,7ss504,esOiL66,8sc2321nusuto:N

MIonO1nusuttoned"13g1nusvton722975,724935,733132,85eOrv/nufidogoron83244e/･
nuiidon8313721nufiton73S4sces,7sc553,736687es,es3242as,83S0571nufitoN72ec24,83S2081

nuJidon8sc1431nuflton835450!nu3idogoroNesZaslnuasuadon833350/nursurtoN835374!
F"n*">7sc312,739e70,es037081F"eat"‑:t731ed5Mg,7sc52SlXStF>73scss,7sc426,754694,735677,
736613/XS,F'̀:t7525as1XZF"̀:t7sc209,737531,737412

<ga> doroboga55578Sldorobo:ga46se42ese),ca7545l,5"373,ec16Ze,64403S,67e097,
7sa3ce,83517S1nosuttoga562ng4as/nuidoga835261,8364331nussaroga835428l/
nussuroga951546/nusudoga73ce76,es9421lnusut･aroga832595,8scS56es1nusutoga83sc36
es 1nusuttogaca"13as elP /nQfidoga831372es 1nufitogaesS208es /nuJidoga8S63821
nusidogoroga83nases1nuaidoga8343281nurfitoga8372471F"U*"‑‑"'56178S1XXvF""
636625 es

<Nga> dorobo:oga744102n

<pa>. dorobo:Da4598e7,4780541,4792ssg,56rv11,567904,570as5,571241th,S731sc,575161,578084/

nugitoea8362311nusutoga478147ll),es2028!nufitoea8sc1421F"n*"‑"O561785

<a> doroboa277312/doroboa378065/nulsulttoa378121
<(DOROBOO)>dorobo277197/dorobo:55ec79/dorobo'37sc03ff/ga"do'37sc03ilf1nosutto
56248iLes1nulsul'to'37sc03ff

‑272‑

〈無回答＞dorobo：noganda46晒2／NR207625
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有るのは

＜nowa＞ ainowa830081／annowa464769，471055，471523，472145，472340，472456，473335，474295，474329，
474620，475294誘，476053，476311，557511，561848，5623941562889，562911，563巡2誘古，563565，56獅7，563917，
564229，564611，564727，564897，565912，565946，566718，567526，567969，5689849569757，569895，572012，572084，
572176，573061，573悩，573169，574271，575161，575178誘，576282誘，577136，5780糾，578123，578225，579374，
649031，652289，654079，654109，654531，655280，655476，65醒23，656514，656673，657148，657214多，657294，
659147，66078↑，661743，661788，｛め2637，670004古，670118，672133，73瀦灘，733681多，736687，750169，750408／

a：no並a641287／an：owa563126，657379，734991／a：nowa641355／aNnowa468911，469811，469906，477212，
477326，478054，478147，478208，478369，479055，479123，479238，560954，570140，570185，570235，570430，571029，

571241，571394考，571410，572351，653001，673026／aNnowa37概5，379506，470445／aruno並a633906，634脳，
脳968，635764上，636860．637711，麟3151／arunowa177072，177845，17〜的4，185185，260890，272025，273405

誘．282249，鰯366，465餌2，燃2共，鋤722，鰍77，価51共，妬9472，妬9546，469695共，546229，557552，
557912誘少，561328，561496，562219，562561，563178誘，563218，563風2，563649，56獅7，5麟690，5麟727，565308，
565541，565雌，565735，565780，566545，566851，567047，567289新上，567406，568023豊新，5櫛7，5㈹06，
569028，569305，569547，575178，626709F637806，637890，638598，639807，640743，640948，641500，641570，641622，
641659上，餌2537上，麟2麟9，餌3404考，麟3705，陥161，脳343，露513考，麟5424，麟7綿3，6娼241，649757考
共，650066，650496，651541，651735，652120，652387，652467，652795，652852，653161，．653251共，653467多，
653618，653922，654337，654733，654951，655765，655824，658330，659044．，659300，659420共，660368，660880，

661368．661589，662070誘，662177，662297，662354，662847，662913，663078，663521，663630，663814，韻232，
664547，665006，665072，665243，665631，727932，728951共，730805，731288，733681，733976多，7蟄991，735054，
735443，737096共，7珊7，740015，740180，740252，740340．7桝20，740510，740766誘，741151，741礪，742076，

742138，742256，742706，743134，750046，750391，751205，752393，830081，833436／a：runowa663997，730837／

ar並no並a醐131／a：r鉄no並a641131／ar咀nowaO71750，074669多，077988，08ら033，089441，171871，173928，
179454，180712，183520，186554，192005，37鏑，378603，465279，467219，471215，473532，475294共，554932，
555821，557硬30，558479，558656，559074，564975，565274，565333，565396，566278，566718共 ，56681？，566919，
568179，5鰯26誘，569616，569662，569961，573061上，651074，651127誘，651215考，651266，651324，652232，
660137，660736，661115，礁317，665193，665544，669759，670004新，670097，760863，765931／ar伽owa272267，

277275少，277521誘，373414／afunowa635938，備178，麟7237，麟8023少／afunowa麟3794，652598，
655506，657586，657743，750472／ar面nowa462823多／アルノワ556746，556814，556910，557788，557979，558774，
558878，559742，559895，561785，566050，酔0769，餌0900，641910，醐918，6鰯50，643655共，麟5760，餌8521共，
648658，649407，649507，650649，650860，650907，651579，651613，651909，651990，652655，656022，731665，733397，

734754，736525，751369／アンノワ469894，556695，560銘1，鱗5839，働977，656022，731665誘多，732586，733397誘

多，7脳26，7踊94，脇754誘多

〈noowa＞anno：wa375718
＜noaa＞
〈noa＞

annoa：376624／annoa：374791／aNnoa：374746／ar曲noa：374676
annoa378594，379422，470

3，471598，574271，576180，65糾38／anno＾a471240！annoa371発航，

372549，372668，373577，376686，379626／anno＾a560299／an：oa657379，659398／a：noa642157，642293／

annoa470593／arunoa37506ら，664125，672023，744072！arunoa371648／ar咀noa372242，372331，375389
少，378311，565104考／ar田noa375279，3ア5459／ar曲noa275456，27備！，276513，277197，277312，278515，
279038，370448，370592，37量495！ar㎝noa376593，377464

〈noo＞
〈nuu＞

anno：576180！an：o曜656387／aNno7373603
annu：207469

〈Nnowa＞a：nnowa579139／arunnowa568023，662454
〈Nnaa＞ arunna：5677嗣B
〈Nwa＞

arun並a6357酔多／arunwa561520，麟9178，酔9696，

9718考，畠9757誘多．，

9850，652120，657099，

657214老，740510誘多，740586誘，740766誘，7408鮪，741634誘少！aru加a65踊7少／aruNwa560428，
餌5729，7鱒022，752294〃ルンワ麟2809，643802，麟3951，儲2，麟7560，備521考，備549，麟9507誘

〈noNwa＞annonwa653251，657099／arunoNwa742771／arun6wa658330古／arunonwa価279誘／
af

nonwa671135／アンノ：ンワ644968，645996

〈nonaN＞annonaN732456
〈no＞

anno465869，4・71240，471460，474143，475376，567904，573277，657543，658088，752116！a！寵0656330，

656387，657332／a罰no韻973／aNno鵬5，舶9811多，479230／arunoO72421，072495，172535，174381，174755，
175604，177脳5，270141，273405，275110，375213，377261，467545共，65鱒72，658145，750332／aruno kore
659300／ar四noO77688，194262，374598，558509／arゴ血no274386，276166，277197，277275，278451，279225誘

360946瞬新，3702379370283，37068ち374422，376242！ar面no

一273一

heba279415／ar曲no．kore278451！

，

af咀no654612，657685／アルノ556512，6494⑪7／アンノ559768，648848
〈N＞

アル＝ン64・7712

＜noN＞

annon652194，653361，654264，655322，657214俗／ar田noN657743／アルノン655170〃ンノン655170誘

〈nawa＞annawa462823誘，471055，471132，476053多
〈naa＞ anna：377719，378745，563342，566689，567566，567644，568529，568667誘，568806，574173，575161誘俗，
665754／anna・463969，470113／aruna：546229誘，546373，563178誘，563218誘，566177誘古，567289古，
567318，568023，568122，568735，635843，635961，636932，6脳87誘，638762，638920，6396629639711，641570多，

醐622誘多，醐659，641854，麟2537話，642649多誘，642692，酔3053，鱗3300誘，643404，643705誘，醐035，
醐343多，644513多，644693，麟5098．645136，646542，646636，647507，654951，655765誘，655824誘．，655945多，
659420，660401，660536，661368，661512，662015，662107，662297誘，662354誘，66弘32，663630誘，664125誘，

664232誘．6麟257，665072誘古，665140，665631誘，666249，740586多，．741棚／ar田na：373331，579249／
ar血na：374034／ar血na・37翰9／afuna：635938下．，637913，麟3176，644234，645285，645331，646．178，
647011，麟7165，麟7237誘，麟7315，麟8023多，648089多誘，648227〃，け一640769，麟3450多，64350的麟3655
多，餌5557考，爪囲30〃ソナー733638，735677，736613，736769

〈nana＞armnana37ら034多
〈na＞

a：na640492／anna368882，368956，460927，460953，46唾963．，465869，．465979，466944，473059，ら73158，

474093，475066多，5餌975，567904，574088，658735／anna弼973，377033／aruna379109，379141，567047誘，

酔9696多／ar服na378065／ar曲na372532，378121／af伽a475066〃ンナ647995

〈（atakjana）＞atakjana279038疑
〈gawa＞arugawa733904，733976幽閉古，741574，742462，7郡61，743640，744102，746039，．746098，747138

〈Oawa＞aruりawa554855，7赫245／ar鳴awa553915，563126誘

〈gaawa＞aruga：wa745019
〈Oaawa＞ar亘ga：wa744626考
くgaa＞

aruga．555785

〈ga＞

aruga561328多

〈Oaa＞
〈Oa＞

aruOa：561262／ar亘ga：746200〃ルカ。一459766，550816，551775，556529誘．
aruOa551820／ar田Oa553777，．555691，5558で9／af馴Oa552789，．553980，562022／aUO．a554742／アルカ。

551619，552781，554666，556637

〈gaNwa＞aruganwa4酬2誘古少，467657／arugaN曾a560428誘，56d557ノアルカ

ンワ561785」

〈ganuw琶a＞aruganuwa：462991

〈（araNwa）＞aranwa463801，465842誘多
〈gaNna＞af咀ga〜na56！567誘
＜Oana＞

アンカ●ナ469792

〈aNna＞aroanna562484誘古
〈（aroNna）＞aronna562484
〈ganuu＞aruganu：462991
〈gaN＞
〈waN＞
〈aN＞

arugaN467545誘，鞭51誘多，469695多〃ルカ
aruwan561195

ン56で785．

aruan467798

〈（akkaN）＞akkaN463720
＜（aaraN）＞a：raN555691
〈towa＞aitowa728424，728951間男／aQtowa739563，739醐，．830652，831525／arutowa627712誘．，
628781，．722975，723767，723882，723898誘

，724897，726952誘

，727932誘

，730256，．732095，732167，732291，732374，

738504／at：owa626709，7269紹，727932多，．736172，737030誘，738102／a：towa7騒042／atto．胆727524，
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iklfsa215151／？ikju：sa121388／？ik jussaO24688

〈suja＞ hirunsuja207220
〈hwuja＞？ikuΦuja125104

〈sooja＞passo：ja207698
〈siga＞

？it∫u∫igaO29466

〈munoo＞parumuno：208516
〈munaa＞ngumuna：209560
一282一

〈muNna＞？ik jummunnaO24688
〈kutuni＞？ikjuOkutu∫liO33080
〈kutuja＞？ik juOkutujaO22896
〈ja2u＞ Igujadzu373138
〈azu＞
eguadz血372111
＜tokini＞ekl亘血tokln1642049

〈toki＞ikutoki741634多，924994／ittoki727524々クトキ648848

〈dogi＞eg山dog127｛弊51誘多／igudogi462991
〈duki＞

？ikjundukio2765竃

〈tukija＞？ikjuOtukijaO24731
〈tokja＞dettokja835428／igutokja463801／ikutokja832595，835428
〈tokjaa＞ikサtokja：733132古／ik：utokja：822996
〈dogjaa＞e9二丁do】5ja：376624・

〈tameni＞ig田tameni373331
〈tam1＞ r〜ikjuntamlO27651
〈ni＞ eguni375213，376057／eguni372111／eguni473335／eg血n1372242，376242／eg町11275456誘多，
276166誘，277275，278515，279038誘，279157，27〜翌5，279415，370237，370681，37壌495誘多／ekuni568735誘／

eOunr373043，475376／eguni37〜吃49，糊911，560954，570185／Ωgu∬i563218誘方／Cgu誼375389，378594／
eg血ni375459，37｛湖6／ekuni563178多，564229／eOuni妬9811誘／iguniO72421，174381，275110，377261，
462991誘，478054，567566／igu♪i糊651，469695，567047，568023誘古／iguni5麟975／ig噂i379422誘
多，665754／ig加n1372331／？ikj叩niO33080／ikoni666781，765931，765962／ikuni5妬229，546373話，
547149，554855少，563649，564690，5689泓誘，569305誘，633906，脳834，635843多，637458多，637528誘，
637初聖上，6麟87古，641570，642339，麟3151，643300古，醐035，652720，652795誘多，652852，653618，
653922誘，65娼53誘，654951，655765誘，655824，655945話，656816，660352，661512考，662070，663018，663078，
663814，741574，742256，742462，743361，74烈0，7鱗102古，裾245，744626，746039，746200／iku，i557912誘，
563弘2参，566177，567289，568122誘，569028，643176，660034，661589，662015方，662107，662177，662297誘，

662354，662454誘，66粥2誘，鳳125，礁232誘，雄257誘，665006誘多，665072誘多，665140謬言，
665243誘，665631／ikuni180180，194262，醐492，641355，661008／ik町1i565274，565333，567177，569895，
651735，658438，664317誘，665193，665544，670004古，760863多／iOuni56悩8／ieguni375279，378065／

ieg山ni377033汽kupi562394誘，567318誘多／iguni373138，3750酔／iguni372070，379109／iguni
662913／Tguni377312／19加ni3麟973，371070，374034，374106，376175，376242，378121，473158，475066多／

1k赴n1麟2157／＝k血n撒1287／iり血ni463969，価979，474093多，476053／jug即i568023／jukuni
563565，醐500，745019／juku撹567318，663521誘，663630誘，666249／juk噂i565333／yukuni739363／
イク：二556529，556695，556746，556910，557979，558878，559742，559768，640900，650907，652655，734694／イク〇二
469792，469894／エク、二560881

〈Nni＞

egunni566689／igunni567幽誘，567748，568529誘古，5｛鵬06老多／ig叩ηi566718／

ikunni564475，5伽06誘，644035，麟5729，649718誘多，酔9850考，658088，659鳳，659147，740766誘／

ikun頂6細78，麟7011多，麟7315少／iku即i639711，653161参，733434／ikuNni6働93考，646636誘／
ik山Nni651127／jukunni649696，740846誘／jukuNni鏑36多／イクンニ麟3504多，647712，麟7995下
＜nii＞

ikupi二7粥53，736687／イクニー7溺754，735677，736613，736769古製

〈Nnii＞ jukunni：732456
〈nu＞
〈ne＞

eg曲n1蝕377464／？ik junnuO22896
egone562纈／e⑳ne27備1，277197，279304，360946，370152，370592多／ikune麟2293

〈nee＞

ikune：醐854／イクネー736769古／ユクネー麟2809，733638考

〈niwa＞ iku」piwa658438／1g曲nfwa462823
〈nja＞

iguηa561195／ikunja7431Wykunja641131多

〈njaa＞ ikunja：653842，655945，660401，｛め0781／ikuna：566177，568122，638762，662297，旛232，664257多，
664547／ikujma：565396，660137，669759

〈nimo＞

ikunimo546373，653922／ikuJlimo665140

＜N＞
hara：n208603／？ik uOO24801／ikuN670097
〈kate＞ikkate831295誘g831372，832268，833242誘，833350，835208，835261

〈katenja＞ik：kateJla831372

〈kadani＞ikkadani836142
＜karani＞？ikjuOkaraJliO33080
〈tate＞ig菰tate470113多
＜tatte＞eOutatte474620
＜ttatte＞iguttatte377261誘
〈tatate＞宜9曲tatate470113
〈（ittemo）＞ittemo650066疑
＜mai＞

i】｛fmai206807
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〈maidu＞ikja：maidu215017
〈ja＞

？ikijaD24731，027597誘，027651誘／parija208660

〈（？ikiNnja）〉？iki∫1∫1aO24731／？ik

〈（？ikjuNmja）〉？ik

玉∫1」1aO24688

jummjaO22896

〈（？ik§§）〉？ik§：033080誘

〈（ikwi）＞ikwi832595誘
〈ginjaa＞juklugi∫1a：735054

〈その他＞iMsTtika214152／iOudara565308／？it∫undi123199
〈無回答＞NR476107
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東の方へ

〈ni＞

a竃｝genoho：ni732456／qigaini726614／gigainoho：ni726614／《⊇igasinoho：n三

633906誘，634968，643151誘／qiga∫ini638487，724897，737030／qiga∫inoho：ni628781，640492，
醐743，醐570，641622，麟1659，641854，642649，643794誘，673026，721920，723767上，723882，723898誘，726948
誘多，728951，731288，733269，7糾991，736138，736172，737030，737096，738102，739糊，739363，745019，830168，

830339／qiga∫inoho餌832595／qiga∫inoho：ni463801，｛髄781誘，669759，722975，730837，735054，
736687，833436／giga∫i∫1i733434／〜｝iga∫iNho：」1i734553／giOannohoni836142／
qiOa∫inoho：niO779銘，177845，179994，192005，558509，酔9757誘，649850誘，655945多／
giOa∫inoho：Jli664317，665631／gi！】a∫iJli924994／Gioga∫inoho：♪i466722／

glgasinoho：ni641222／￠iOaslnoho：ni471215／giOaslnohoりnτ378594／
glOa∫；noho：ni471240／higasinoho：ni642537，647507／higasinohoΨni737497，738504，
7照7，739405，739563，739644，830466多，830652／higasiNho ni831525／higa∫inoho：ni731307，
732374／hi璽〕asinoho：ni479123／ko？noho：ni728424／sTOas了noho：niO89441／
∫iOa∫inoho：ni270141／∫iOa∫inoho：」1i569895／ヒカ、シノホオニ6419狛，641918／ヒカ、シノホー二640769，
640900，732586多，734754，735677，736312，736769，834584多／ヒカ。シノホー説9894，550816／ヒガシンホー二
731665，732586，736525

〈ni

mukatte＞∫iOa∫inoho：nimukatteO71750

〈nu＞

￠iOa￠冗noho：n曲376593

〈na＞

〈N＞
〈e＞

9iga∫inoho：na830081

a：tan208603／qiga∫inoho：N721〜伽丁丁
att∫ie740586，741634／〜｝igaginoho：e727524／《⊇igasinoho：e547149，633906，634968，
637711，643151，644035／gigasinoho：e642293／giga∫ie566817，638487，639386，641500，649696誘，
653361，738398共，740180，740766，744102／giga∫inho：e565735／giga∫inohoe832158／

qiga∫inoho：eO77688，084033，筆71871，183520，185185，465279，465366，467219，4b7545，4る8477，561195，
563565，56鱗75，564543，564611，564690，565541，565664，565780，566545，566689，567566，567644，5677侶，568529，

5伽06，627712誘，635938D635961，636932，637458，637528，637806，637890誘，637913，638328，638487誘，638598
誘，638762，638920誘，639獅，639662，639711，639807，642339，麟3176，畠3300，643794多，醐234，麟5098，
645136，645285，646178，647011，647165，647237，647315，648023，648089，649031，649178，652852，653842，653922，
654109共，654264，654733誘，654853，654951，655280，655765，655824，656816，657099多，657148，｛溢2913，663997，

666781，670097，671135，723882共，723898多，7269娼，730522誘，730805，733976多紀，734991，737030共，
737096共，740015，740180，740252，740340，740420，740編多，741461，741574，742076，742138新，742256，742462，
742771，743361，743醐，7鱗245，7鱒022少，746039，746098，7緬200，747138，765931／giga∫inoho

e555785／

qiga∫in：oho：e727932共／qiga∫inoho：e566718／Ciga∫inoho：」e648241／
giga∫inoho：ko：e18m80／giga∫inohoNe725954／qiga∫inohoe56685竃／《｝iga∫inoho：e
466642，560428，561496／giga∫iNho：e672133，733681／qixa∫inoho：e559074，574173，662297，665544／
qiOaslnoho：e561848／giOa∫ie554932，563342，565946，575161，652795，654079，658330，66ら547，665193／

く｝iζ〕a∫ie563126誘／giOa∫ije931167／giOa∫inohae546229／qiOa∫inohoe551820，567047，
750332／giOa∫inoho：eO7鋤9，1739289175604，177845誘多，1807129186554，282249，459807，464356，
469906少，552789，5537η，553915，554742，554855，555691誘，555819，557480，557511，557552，557912，558479，
558656，559姻，561262，562394，562911，563342誘，56獅7，563917，564975，565104，565274，565396，565912，
566919，567177，567904，568179，568426，568667．568735，569305，569479，569547，569616，569662，569757．569961，
573169，574271，576180，576282，578鰹多，578123，578225多，645729，餌9718，麟9757考，麟9850，65〔博96，651074，
651127，651215，651324，651735，652194．652232，652467，652720，652795，653001，653161，653251，653467，653618，
654337，654612，655322，655476，655506，655945，656423，656514，656673，657294，657543，657586，657685考，

657743，658088，658145，658330，65糾38，658735，659044，659147，659501，660034，660137，660352少，660536，
660736，660781，660銘0，661115，661368，661512，661589，661743，661788，662015，662070，662177，662454，662637，

662847，663018，663078，鰍32，663521，663630，663814，礁125，雄232，雄317多，665006，665072，665140，
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665243，665631多，670118，740510少，744072，7糾626，750046，75m69，750391，750408，750472，751205，752116，

752294，752393／qiOa∫inoho・e562022／giOa∫inohoC5麟229，656387／giOa∫inoho：e563126誘，
563178，563218，570185誘，571410，572176誘／giBa∫inoho：」e567289多，662107／

giOa∫inoho：ko：e651266／giOa∫iNho：e662354，663432誘，664257／gi導a∫inoho：e651386，
651541，654472，654531／q喜gaq雲nohoe835430／〜｝igaslnoho：e641222／gfOa∫inoho：e562889，
573061／giga∫inoho．e560299／giOaslnoho：e579139／giOa∫ie566177／￠i罵〕a∫inoho：e
565333／￠iOa￠inoho：C376593／giりaslnoho：e372668／Φiga∫inoho：e546373／
Φigaslnoho：e6ら1131，642157／Φuga∫inohoe562484誘／Φuga∫1noho：e641355／

仙gaslnoha：e麟2049誘ノΦmgaslnoho：e餌2049／heOas伽ohoe360946新／
heOas曲noho：e279038疑／higasinoho：e634834，635764，635843，642537誘g642692，643404，643705，
碓343，礁513，6衛93，645424，醐542誘，踊36，麟7507誘，737763共／higasinoho・e739405多，
830466少ノhiga∫inoho：e563649，567526b732374，741151／higa∫inoho・e565308／hiOasie478147

上，571394／hiOasinoho：e鵬5少／hiOasinoho：e479055，571029／hiOa∫inoho：e561328／
hiむa∫inoho：e652387／kamie564727／kaminoho：e636860／klasanoho：e568023／
kasanoho：je568023／ko：e740586／kot∫inoho：e931346／kott∫ie574088／kott∫inoho：e
574088／okue649696／si夏〕asinoho：e479238／sigasinoho：e194262／so：e740586／
sott∫inoho：e553980／∫iga∫inoho：e179454／∫iga∫inohge562484／∫imoe649696／
∫inOa∫inoho：e260890／∫iOa∫ie272025多，27珊5誘／∫iOa∫ie479230／∫iOa∫inoho：e
1747559177072，566278／∫iOa∫inoho

e479230／アッチノホウェ650860／シカ。シノホーエ551619／シ：力粘シノホオエ

643802／ヒカ、シェ646977，648848／ヒカ。シノカタエ556695／ヒカ。シノホウエ556746，556814，557788，557979，558774，

558878，559589，559742，559768，559895，566050，650649，650907，651909，651990／ヒカ、シノホーエ636625，642809．
643450，643504，6ら3655，645557，645760，646430，6柘977，647560，647712，647995，648521，648549，648658，649407，
649507，655170，733397，751369，834584／ヒカ。シノホーエ459766，550816，551775，552781，554666，556512，556529，
シンホーエ733638，

556637，556910，644968，645839，651579，652655，656022／ヒカ、シノホオェ643951，644842／ヒカ

734426，734694

〈eto＞

qiga∫inoho：eto669759，760863／gi竃〕a∫inoho：eto665631

＜emuite＞qiOa∫iemuite658330誘多／giりa∫inoho：emuite652795
〈Ne＞
〈ee＞

giOa∫iNe664125
qiga∫inoho：e：643053

〈we＞
＜i＞

kasanoho：we568023
gigasinoho：i641287，644035／qiga∫inohoi657379，659398／giga∫inoho：i463720，

輯769，465脳2，妬7657，468651，469472，偽95始，469695，561520，562561，567644，654109多，657099，665754，

733904誘

，733976少古，740846，741麟，742076，742！38誘古．考，746022誘多／giga∫iNhoi833160／

qiga∫加ohoi830029，836狛2／qiOa∫inohoi659300多／giOa∫inoho：i467798，563126誘多，
56侶97，567289少，5側22，569028，655945，659420，660034誘，662015誘，662070誘，666249，742706誘／

9喜gaq茎nohoi831295／ekinoho：i650066／higasinoho：i647483／higa∫inoho：i732291／
okui麟9696／∫imoi649696／∫iOa∫inoho：i567318／ヒガシノホーイ麟7712，647995誘多 ，6鰯21多／
ヒカ●シノホイ6ら5996／ヒカ、シンホーイ736525

〈imuite＞qiOa∫inohoimuite657379，659300古／qiOa∫inoho：imuite659420誘

〈imukete＞giga∫inohoimukete6593％誘

〈（HIGAsii）＞giga∫i：6鞠61，麟5331，647011，備227，730522誘，734042，742076，832268／giga∫ii657214／
giOa∫i：656330多，657379，660368，660401，661008，662354，665140多，665193多，｛漁249，92499ら／

￠iga∫iワ561567／higasi：643705，6ら7483

〈（HIGAsii

muite）＞giga∫i：muite638920

〈（HIGAsi）＞giOa∫i652598，657332／∫iりa∫i174381ノヒカ。シ6516！3

〈（HIGASINO HOOGAki）＞qiga∫inoho：gaki832440
〈sa＞ gigassa835261／giga∫inoho：saO77榔，670004，670097誘ノgiOashinoho：sa375064／
giOasinoho：sa377261！giOasinoho：sa375718，379422，472145，472456，561848／giOassa471523／
giOasunoho：sa477326，478369／《｝i＝〕a∫inohosa379141，570140，571410／giOa∫inoho：sa
177泓5誘古，272025誘，372070，372111，372242，373138，376057，378065，379109，37914ち379249・462991・糊911
，570235，570430，5720糾，572176多，
多，469811，範9906，477212，560954多，5｛脳7，563917老誘，570185多

576282少，578084誘，578225誘，660352／giOa∫isa372111，375213／giOa∫inohosa375279／

giOa∫inoho：sa373331，375279／giOOa∫inoho：sa572084／《｝1gasinoho：sa375459／
giOas1noho：sa371648，374791，377719，470593，471598，473335，475376！q誓OasΨsa372331／

giOas血noho：sa474295／giOa∫1nohosa376175，378121／91！｝a∫inoho：sa364973・374034・
376242，377312，378121，573061古，573掛，573277，575178，577136／gfOa∬sa377033／910a菖noho：sa

㎜2，474143／giOa∫τsa474143／GrOa∬noho：sa473059ノ￠iOashoho：sa4706ら3多，471215
方，471460，474329，474620，579139誘／giOasisa470643／ciOa∫inoho：sa473532／

91gasunohosa379506／giga∫1nohosa378465ノ￠fga∫rnoho：sa272267／￠1ga∫1noho．sa

374422，37襯／Ciga∫1sa37赫19／CrOa￠inoΦo：sa373414／C鋤a￠inoho：sa371070，376593多／
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q1'Pas1'noOo:sa378745!g'i'oas'i'noho:sa372549,3726689,373577,374676,376624,376686,378311,
379626,472340lc1'pas't'noho'sa375389,378594"Ekl1g1'oas1'sa372549,47631V

c1'nasulnoOo:sa377ca41crpasulnoho:sa374598,4750661g1'nasulsa5725321
g1'eastpnoho:sa475294!c1'naJinoho:sa476e531g1gaJ1'noho:sa463969,465979,466944,
471132,473158,4740931g1'oaJ'inoho:sa471240g1g'i‑oaf'inoho:sa4658691￠1'pas't'nohosa
460ce71O'ioas1'sa46e9271￠'i'Bai'inoho:sa373043,iL61963,4628231￠1'eaJ'isa4619631

￠1'NpaJ'l'noho:sa4701131Ouroes1'nohosasc89561"gioas'i'noho:saS747461
heoas1'nohosa277521!hepasulnohosa274ss6gss,275456,276166,276515,2790ssst,279225,
279415,360946st,5701S2,370283,3704ng,370592g,3714951heeasulnoho:sa276ng1,277275es,278515,

3702371hepaJinohosa2773121higasinoho:safo8845,478e54,479123Ses,571Orves9,571241,

5723511hioasisa478147l,571394st91hiBasunoho:sa478208S/kamipadasa4710551
sigasinoho:sa1868211sieasinoho:sa479258S1sdimosa4761071sinpasutnohosa278451,
279157,2793041sutoasulnoho:sa3706811fipaJinehosaca0955g1fioafinoho:sae71750st
tE{>,072421,072495,5793741finafinoho'sa479230gst1fioafisa17253S!J1'gasuanoho'sa
4704451J1'paf1'noho'sa373603,37ee031J't'tanoho:sa572012l1to:kjo:noho:sa471055!
l""V7M‑lj･5617851tnOS,7*‑""9792,469894S,560gg1

<ca> heoasutnohotsa277275

<cja> g'ipaf1'noho'fa5741061g'loaJ1'noho:'fa3741061hepasulnohotfa370283
<sae> gigaJinoho:sae6267e9es,72ss98es,731128!gigafiNho:sae73S681lt""S,:t*‑"x
734426E tl>

<sai> gigainohosai8350S7!giga?nohosai834143ee/gigassai7541211

gigafinho:sai8372471gigafinoho:sai7312eees 'ilf ,732095,735269es 1

gigaSiNho:sai7342651higaJinoho:sai73e256,732167

<see> Ougafinohose'562va4es
<see> gigaginohose:8333501gigagnoho:see8351751gigagusnohose:8sc3281

gigainohose:8322oses ‑f ,855374,8364351giga?nohose:8342321gigasse:831372es 1

gigasse'833242es1gigafinoho:se:5674e6,8313721gigasse'83S43ees1
JioaJinoho:se:567318es

<se> gigaglnohose833242!gigaJinohoise8352081gigaglnohose83543e
<saN> gigassan830029es1gigaJinohosan8311631gigaiinoho:san739141g,8305391

gigafinoho:saN722975es,726948IS>,727932ss,735054ss,737030st,7373po,738102es,758221,
7ss2671gigaJiNho:saN724935,7331321gigafisaN724897es,725954es,726952,734042,734177,
737096ss1t""V7*‑">7sc209,7sc312es,737331,737412,7390701t""v">737331es,83037g

<sjaN> gigaJfaN765962
<saNe> gipafisaje832028

<sane> gigassane7sc553es ,851452,832440es ,832595es g ,833436,835428g es l

gigafinoho:sane832500/gigafinoho'sane832440
<sani> gigassani73sc34es
<sine> gigaginoho:fine7219501cigaJJine734553es,73as87es
<sanaa>gigafinoho:sana:8394211kotfisana:951346
<sjanaa>gigafinoho:Jana:72ss821gigafifana:723882

<sjanea>gigaJinoho:fane‑a723767es2lgigafifaneAa723767es
<sanjaa>gigafinoho:sanja:7289511gigaJiNho:sanja:725co4
<sana> gigaJisana723882
<sanja>gigaJisanja728951
<samjaa>gigafinoho:samja:8229961t""y":.v‑83e370$
<samee>gigafisamee:7ss398asg

<samee>gigaSinoho:same:721vaOgeslgi'gaJisame:721ceees,7sc172es,82va18
<same> gigassame8sc5561giDainoho:same8sc231
<Nkai> aga1'nkai2151Sl1?agarimutiekai116962,1261nl?agarimuti:pkai1260os1
?agarinu￠o:ko:okai126116/?agarinuho:gakupkai1250591agariokai127026/
?agarigkai125e59,1261va1a:i'･nkai215e171aka1'nkai2141521?a:ripiukai123172

<Nkaisi>aga:zl'nkaisi215121
<NkaiNkati>agaripkaiekati127e26
<Ngai> a:rungai2e8516

<kai> a:ntanuho:kaiac7696
<k'ai> gigaJinoho:k'ai033osO
<kaN> ?agarekaN027597
<Nkee> aga1nukatanke:20ca07/?agarieke:ln148
<gee> a:r'ige:ee7698

‑286‑

〈ke＞

？agarimutike125104

〈Nki＞

aOOabataOki207220

〈9a＞

arlPo：ga209560

〈Ngati＞？agariOgati123352
〈kaもi＞ ？agarinupa毛akati123199／？agariりgatakati121388
〈gati＞ ？agarigati123238
＜kaci＞ ？agarimutikat∫i115792／？agarinuharakat∫i125127／Gigja：nuho：kat∫

i

O24688

〈kagi＞

？agarikats1027651／？agarlnuho：kats1027651／sTgjasikats1027651

〈haci＞

？aga：rehat∫iO24688

＜Ngotii＞ヒ力噛シンホーンコ

トゥィー736613

〈Ngiti＞？agariΦo＝Ogiti124149
＜tti＞

〈gg

a：ritti207469

1＞？agaretts

〈ゼi＞

？agar6t∫

〈ci＞

fO2給01古／gigasitts
iO22896古／giga∫it∫

102銘Ol新

iO22896

agaribarat∫i127105／？agarit∫iO29466ノ？agari：t∫i124226／《｝ig．a∫inoho：t∫i

O33080少

〈muite＞gi．ga∫imuite652120，654109，733904ノ《｝iga∫inoho：muite652120／giOa∫imuite653467，
750332誘

〈ho＞
a：nnupo：ho208660
〈（higjaa）＞gigja：024731
＜（HIGASINOHOO），（HIGASINKATA）＞qiga∫inoho：560557，561195，562219．637890，640948，652289
少，654733，743134／qiOasinoho：561848／giOa∫inoho：5岬84，742706／qiOa∫iOkata555691／
gTOa∫fnoho：567969／∫iOa∫inoho：072421，177072，273405，275110／∫1tano恥。：572012
＜（HIGASI）＞s曲gas曲277197

〈無過越＞acci73卿6疑／qiga∫inoho：gayoka735443疑／ho：739276考誘疑／NR555821，672023，
207625
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東京に

〈ni＞

Φukueni728424／tokjoni738504，739405，836433／tokjo：ni558656，564ら75，56ら543，564690，

565308，565541，570140，643151，651215，657214，658145上，661368，7㎜2，732374，7醐21，752116，752393上／．
to：kjoni174755，260890，27珊5，559481，570185誘，571410，畠1659，650496，653偽7，660352共，伽536，
721950，723767，734553，737096，830029誘，831163，836142／to：kjo：niO71750，072495，074669，077伽，
077988，089441，171871，173928，174381，↑77072，1778459179454，，179994，180712，183520，185185，186554，192005，

194262，270141，272025，282249，377261誘，465279，鵬5少，469811誘，469906少，471215，473532，477212，
478147，478208，479055，479123，546229誘g546373，5i鵡55，554932，555821，558479，558509，560954，561567，
561㎜，563126，565664，565735，565780，566545，566919，567566，567醐，5677娼，567904共，568529，568806，
569305，571394，572176新，574173，575161，578084多，579139，626709、628781，聞4，6蟄9邸，6357研，β35843，
637528，637711，638328，639386，640492，640743，640948，641287，641355．b641500，641570，641622，641854，642293，

642339，餌2537，餌2649，麟2692，｛鰯04多，麟3705，餌3794，醐693，645424，645729，働542，鏑36，麟9178，
649696，649718，649757，649850，650066，651127，651266，651324，652120，652289，652720，652795，652852，653001，
653251，653361，653〜迎，654079，6542649654733，655322，657099，657148上野，657294，，66078ち660880，661743，
661788，662070，662637，66脳7，663018，670118，672023，673026，721920，723898誘，72侶97，726614，726948，

726952，727932，728〜51，732095，733269，733904，7珊42，7醐77，736172，737030，737763共，738102，738398，
740015少．，740180誘多，740340，740420，740510，740586少，740766，740働，741151，742076，742138，743悩，
7鱒072，744102誘共，7襯6，745019，7箱022，7500鱒共，750169，751205共，822996，824818，029466，124226，

209560／to：kjo，ni555785，671135／togkjoni479230，737497，738647，739563，830466，830652，831525／
toワkjo，ni739644！tokljo：ni272267／to：kjo：ni462823，559074，573277，64113ち641222，6ら2049，
麟2157／tokjoni277312少！tokjo：ni56量328，569616，638920，6ら3053，｛鴇5136，畠7237／to：kjoni
嗣55366，465842，466642，466722，560557，651541，652467，654472，654531，659501／to：kjo：」1i469472，552789，
553980，555691，555819，557912，562022，562394，562911，563218，563342，563867，563917，564727，．564897，564975，

565912，567177誘，568023，568179，627712，635938少，637806，638598，6欄61，647011少，徽7，麟9031，651獅，
652387，652598，653161，654337，654612，656514，657332，657685，657743L多，658330，658735，659300，659398，

6600隣，660736，661115，661589多，662015，662177，662454，662913，664232，薦257，礁547，669759，724935，
730837，733434，73368で，735054，736687，750472，760863，833436，839421，924994，931346，033080／toワkjo」隣i

、

567047，832500／to：kjo：」ni562889，573061／tokyoni563565，563649，566851／毫。：kyo：ni735443誘

，

736138，737399，738221，739141，739276，739363，830081，830168，830339／t9：】｛jo：顕i561496／トウキョウニ556746，

一287一

556814，558878，559589，559742，559768，566050，650649，650860，651579／トオキョオニ641910，6尋1918，643802，643951，
644842／トーキョニ459766，550816，556695，648848／トーキョー二469894，551775，552781，560881，636625，640769，
640900，642809，643450，643504，6ら4968，645557，645760，645839，645996，646977，648549，648658，656022，731665，
732586，733397，733638，734426，734694，734754，735677，736209，736312，736769，737412，739070，751369，83037G，

〈ne＞

834584
t9ワt∫oワne562484／トーキ…ヨネ556637

〈naa＞
to：kjo：na：207625
〈N＞
tokjon835374／tokjo：n837247／to：kjon734553，833350，833436誘，836382／to：kjo：n
733681誘多，733976，740420，831452，206807，208603／to・kjon83250G／to：kjo：ρ722975／tokjoN
835261／tokjo：N725954／to：kjoN721950，727524，832595，834556，836231／to：kljo：N627712・672133・
734265，738267，835208，835428／トーキョン737331
〈e＞

、

645098／tokjoe564611／tokjo：e551820，557511，561328多，567406，635961・636932・
麟3151，646178，648023，64808g，652232，659147，660401，661512，732374，752116，752393誘下多／to：kjoe

dokosokoe

l；lii難i羅ii霧霧翻鷺羅櫨鑛轍欝欝講豫螺ll
，568984，569479，569547，569662，573169新，573277，574088，574173，
567904方，568426，568667．568735，568806誘
574271新，576180，576282，578225多，633906，6粥34，634968，635鰯，635938多，醗860，637458，637711多，
637913，638328多，638598誘，638762，639386，639662，639711，639807，醐287多，641854，642293誘，642649多，
餌3176，餌3300，畠3404誘，餌4035，醐234，644513，礁693，645285，麟5331，麟5424誘，麟7011多誘，647165，
畠7315，647507，麟9696，麟9718，651074，651127多，651735，652120，652194，652720習習，653618，653922，654109，
6542酔，654853，654951，655280，655506，655765，655824，656423，656673，656816，657148誘，657586，657685，
657743，658088，658330，65｛聾38，659044，659420，660137，660368，661589誘少，662015多方，662070誘，662297，

662354，663018，663078，66糾32，663521，663630，663814，663997，664125，664232誘，664257誘多，礁317，665006，
665072，665140，665243，665544，665631，（踊249，666781，669759誘，670004少，670097，722975，725864，730256，
730522，730805，7312｛B，740015多，740180少考，740252，740510誘，7405｛め多，740846多，741461，741574，
741634，742256，742462，742771，743361，743640，744102新，744245，746039，747138，750046多誘，750391，750408，

751205多，752294，760863，765931／to：kjo・e4672，9／to：kjoe563騒2誘，564229古／to：kjo：e
376593多，562394，563178，563218方，5畠229，5668歪7，6烈87，642049誘多，656387／tokjoje931167／

to：kjo：je568023古／to：kjo：」e567289，648241，662107／tokyoe567526／to：kj9：e560428ノ
トウキョウエ556910，557788，557979，558774，559895，650907，651613，651909，651990，652655／卜一キヨエ556512／

トーキョーエ551619，554666，556529，636625誘，643655，643794少，644968誘，645557誘，646430，麟7560，構7712，

648521，備549，鏑58，6脚多，649407，麟9507，656022

〈eto＞
〈ee＞

tokjo：e：644343

〈we＞
〈i＞

to：kjo：eto669759誘

to：kjo：we5680％古

tokjoi脳232／tokjo：i657214誘多，658145誘／to：kjoi463720，妬3801，輯769，緬5842多，

467657，鱒7798，469472多，緬95箱，469695，568122，831295誘，831372，832158，832268，832440，833160，833242・

834143誘，脳328，835057，835430／to：kjo：i565104，565274，565396，566278，566718，567…77誘少，567289，
568023多，569028，569757，569895，56〜％！，637890，麟7483，653842，655945，656330，657379，659300多，659398誘

多，660嘱示方，661008，665193，665754，731307，732095，732167，732291，7粥91，742138考多，742706，．

7欄02古，746022誘，746098，746200，750332，765962，835175／to・kjoi567047誘／to：kjoし567969／
to：k：｝oi561520／トーキョーイ6ら7995，648521，656022，736525

〈iN＞
tokjoT832028／to：kjo：T733132
〈sa＞ to：gjo：sa474295／tokjosa274獅，275456，276166，276513，277197，277275，277312多，277521誘，
278451，278515，279038，279157，279225，279304，279415，360946，370152，370237，370283，370592，370681，372070

多，372111．378465，379141／tokjo：sa27｛鵜1，373331，377033，377312，465869，57m40多／tokjo・sa
373603，37葡／to：kjosao72421，275110，370448，371495，570185多，571410，572351，660352多／
to：kjo：saO71750誘少，077柵，084033，172535，186821，270141誘，鰯973，368956．371070，3716娼，3η070，
372111，372242，372331，372549，372668，373138，373331，373414，373577，374034，374106，374676，3747如5，374791，
3750麟，375213，375279，375459．375718，376057，376175，376242，376593誘，376624，376686，37726条多，377鱈，
377719，378065，378121，378311，378594，ろ79109，379141，379249，379422，460〜堰7，461963，462823多，462991，

螂969，価979，鵬5，468911，469811多，舶9906多，470113，470593，470麟3誘，471055，471215方，471240，
471箱0，471523，471598，472145，ら72340，472456，473059，473158，473335，473532誘多，474093，474143，474329，
474620，475066，475294，475376，476053，476107誘，476311，477212多，477326，478054方，478147多，478208多，

478369，479123多誘，560954多，562911少，56鋤了，563917誘，570430，571029多，571394誘多，572012，
572084，572176誘古，573061，573悩，573169古，574271誘古，575178，576282誘，577136，5780脳誘，578123，
578225誘，579139誘，579374，670004誘多，670097誘／to：kjo・sa373043，460953，4669 、479238，571241，

671135虚語／to・kjosa479230誘／to・kjo：sa471132／to・kjo・sa珊2，372532，374419，374422，
374598，375389，379506，470445，570235／to：kyo：sa378745／to嵐kasa378603／t6：】〜jo：sa379626／
一288一

トーキョーサ469792，560｛捌誘古，561785

〈sai＞

to：kjo：sai733269誘

〈sεe＞

to▼t∫o

〈se＞

se：562品詞

to：kjo：se835430誘上

〈saN＞

to：kjo：saN7醐77，737096少誘

＜sanaa＞to：kjo：sana・：931346
〈Nkai＞

to：kjo：nkai214152，215017，215121，21515τ／to：kjo：Okai116962，123172，125059，126068，

126判6，126122，126192

〈Ngai＞

to：kjo：ngai208516

〈kai＞
＜k ai＞
〈kaN＞

to：kjo：kai127026，207696
to：kjo：k，aiO33080
to：】｛jo：kaNO27597

〈Nkee＞

to：kjo：Oke：122148

〈gee＞

to：kljo：ge：207698

to：kjo：ke125104
to：kjo：Oki207220
＜kati＞ to：kjo：kati121388
＜gati＞ to：kljo：gati123238
〈kaci＞ to：kjo：kat∫i115792，123199，125127
〈kaqi＞ to：kjo：kaLtsio27651
＜haci＞ to：kjo：hat∫ io24688
〈Ngiti＞to：kjo：竃〕giti124149
〈ke＞

〈Nki＞

〈tti＞

to：kjo：

〈c

to：kjot∫

iO22896

to：kjots

102480等

i＞

〈〜｝，1＞

〈ci＞
〈hoo＞

tti207469

to：kjo：t∫i127105
to＝kjo：ho：208660

〈（TOOKYOO）＞tokjo：732456／to：kjo：074669，192005，637458，642537，731128，734991，024731，123352／
トーキョー655170

〈無回答〉ヨーヨーティータ736613
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見に

〈ni＞

miniO7242ち072495，074669，077688，077988，084033，089441，171871，172535，173928，174381，174755，

175604，177072，177845，179454，179994，180180，180712，183520，185185，186554，186821，192005，194262，260890，
270141，272025，273405，275110，282249，372070，372111，3722426372668，373331，375213，375279，376057，377261，

379249，輯356，467219，4695始多，469811誘少，472456，474295新，476053，476311，478147多，478208新，
479055，479123新 ，479230，554855，554932，555785，555821，557480，557511，557552，558479，558509，558656，
559481，560954，5618嗣∋，563126，563565，563649，564475，564543，564611，564690，565308，5655419565664，565780，

566545，566851，i燭919，567406，567526，567566，567｛淋，567904共，5鋤7，568735，5榔06，569305，570185，
570430，571029，571394，571410，572176誘多，573169少，574173，574271，576180誘，576282，578084，578123，

578225，579139，628781，餌晒，礪968上，6357餌，636860，637458，637528，637711上，㈹28多，639獅，639662，
640492，麟0743，醐9偲，641355，醐500新少上，醐570，641622．醐659，麟2537，麟2麟9共多，麟3151，643705，
643794，644513，645424，645729，働542，646636，647483，647507，648241，649178，649696，649718，649757考

，

麟9850考，650066，650496，651074，651127，651215，651266，651324，652120，652194，652289，652720，652795，
652852，653001，653251，653361，653467，653618，653842，653922，654079，654109，654264，654733，654853，654951，
655322，657099，658088，658145，659044，659147，660352，660536，660781，660880，661743，661788，662070，662847，

670118，672023，673026，721〜脚新，723767，㎜2，723898，724897多．726614，726948，731288，732095多，732374，
733269多，7339麟，733976，734177，7粥91，735443，737096，737399，737763，738504，7照7，739276，739563多，
740015，740180，740252，740340，740420，740510，740586，740766，740846，741151，74↑461，741574，741634，742076，
742138，742256，742462，742706，742771，743134，743361，743640，7鱗072，744102，744245，744626，745019，746022，
746039，7嗣5098，746200，747138，750046，750169，750391，750408，751205，752393，830081，830168，830466，830652

共 ，931167／mi：ni546229，546373，5ら7149，551820．g655280，657148，207696／mi ワ・ni652232／miniO71750，
564897，565946／minni465279，657214，657294，752116，752294／mi 」1i464769／mi∫1i459807，465366，465842，
燗2，価722，柘7657，鱒η98，469695，552789，553777，553980，555691，555819，557912，560428，560557新多，
561262，561328，561496，561520，562022，562219，562394，562561，562911，563178，563342，563867，563917，564727，
564975，565104，565912，566718，567047，567177，568122，568179，569616，569662．，569895，569961，572084，574088，
627712，6359甜少，635961，637806，637890，637913，638598，639711共，639807共，麟5098．645136，667165，647315．

一289一

648023，649031，651386，651541，651735，652387，652467，652598，653161，654337，654472，654531，654612，655476，
655506，656330，656423，656514，656673，657332，657543，657586，657685，657743，658735，659300，659398，659420，

659501，660736，661115，662015多，662297，662913，663432，663521，663630，664547，665006，665243，666781〕
669759，67009ア，672133，730805，733434，733681，734553，736687，738267，750472，760863，765931，83244．〔〕，924994

新／min：i656387，657379，658330／mi：頂554742，658438／mi∫1pi57937ら，639711誘，639807，730837／
，373凄38，375064／
mippi斌a639711誘，639807，730805古，730837／miNni638762多／miruni372111上

mlni472145／mln1272267，364973，371070，371648，372331，372532，373G43，373414，374034，374106，374419新，
3754，59，376175，376242，376466，376593，377312，378121，460927，465869，465979，466944，474093，475066，567969，
573134，573277，575161，575178，577136，641131，641222，641287，642049，642157，642293／mlnnヌ372549／mlJli

277312，566817／m穎丁275456，276166，278451，278515，279038，279157古，279304，279415，360946，370152，370237，

370283，370592考，370681，371495誘古，562889，572012多，573061／m賢n1373603新／mfrmnT364973，
374422，376242／mTrt町1i277312／mlr血J∬274386，277275，371495／r鬼i∫1i638920，646178，647011，647237・
648089，648227／ミイニ643951／ミニ459766，469894多，550816，551619，551775，552781，554666，556512，556529，
556695，556746，556814，556910，557788，557979，558774，558878，559589，559742，559768，559895，560881，561785，
566050，636625，640769，640900，641910，641918，643450，643655，643802，644842，645557，645760，645859，645996，
646430，646977，647560，647712，647995，648521，648549，648658，648848，649407，649507，650649，650860，650907，
651579，651613，651909，651990，652655，655170，656022，731665誘 ，732586，733397，733638，734426，734694，
734754，735677，736525，736613，736769，751369，830370／ミー二644968 ，．647712誘古

〈nii＞

mini：738102多

〈nini＞minini746200多

menne463720／mine553915／mlne276481多，277197，279225，364973，641287／ミネ556637
m1nε370448

〈ne＞
〈nε〉

〈nja＞
〈naa＞
〈N＞

miJ1ハaO33080，121388

mi：na：207698

mirin208660

〈nadu＞ mi：nadu208603
〈naadu＞mi：na：du207625
〈Nta＞
mirunta209560
〈e＞
mie379141，567177誘多，662354／mi：e378065／mie：ta731128
〈ee＞ mie：730256多／mi」e：567289
〈jaa＞
〈i＞

mija：724935
mi：i731307
〈（mee）＞me：562娼4，567047誘惑，568023曲打疑，661008，66235ら誘，664232，664257，665193，665243誘，
666249・

〈（me）＞

me：tta664317

〈（mii）＞mi＝379109，460953多，468477，559074，560299，560428，561262多，562394，563178誘，563218，563342古
老，564229，565274，565333，565396，565735，566177，566278，566689，567047誘，567318，567644多，567748，

568023，568122誘，568179誘多，56糾26，568529，568735，569028，569305誘，569547，578084誘多，633906，
634834，634968，635843，635938多，636932，637711誘，638328少，638487，638762，639386古，639662，641500古
多面，641570多，醐854，642339，642649誘古，642692，643053，643176，643300，643404，643705誘，644035，
644343，644513多，644693，645098多誘，645285，646542誘．，646636，654951誘，．655824，655945，656816，660034，
660137，660401，661115誘多，661368，661512，662015，662070誘，662107，662177，662297誘ゴ662454，662637，
662913，663018，663078，663432誘，663521誘，663630多，663997，664125，664547誘，665006誘，665072，665140，
665544，665754，730256，730522，750332，765962，837247／mii569479，569757，660368／mT：368882，368956，377033，
378121，460927誘，462823，463969，471055，473059，473158，474143，567904方，573061／mi 470113／噸：644161，

644234，645331／ミー469792多，561785多，642809，643504，643655，645557誘多，646430誘

〈（nii）＞ni：126116
〈（mi）＞mi463801，妬7545，468651，469472，469546誘古，560557古 ，561195，561520帯同，568984，663814／
mi：tta561567，661589，664317，665631／m冗572012
〈（miree）＞mire：653922誘，654853多，655765，655824
〈（mirii）＞miri：653842，654853，662070誘，839421誘，931346
〈（miri）＞miri207469／ミ1，734754
〈（miraa）〉恥ira：208516
〈sa＞ misa374746，375マ18，377719，379422，460953古，468845，468911多，469811，469906，474295古，477212，
477326，478054，478147，478208多，478369，479123多誘，479230多，479238，560954多，562911，570140，570185
多，570235，570430方，571029多，571241，571394知多，571410，572084，572176，572351，573169誘多，67000ら，

670097誘／mi：sa46299Vmissa473335，474620／missa473532／mlr山sa277521／mlsa275456霜野，
276481少，276513，277312，372549古，373603，374419古，374598，374676，374791，375389，376593誘多，376624，
376686，377464，378311．，378465，378594，378603，378745，379506，379626，461963，470445，．470593，470643，471132，

47↑215，471240，471460，471523，471598，472340，472456，475066詳記，475294，475376，476053誘，476107／

一290一

mlssa373577，474329／ミサ469792少誘，妬9894，560881誘古，561785

〈saN＞

misaN671135．

〈sani＞
〈kee＞

misani671135
ミケー834584

〈gee＞

mige：626709，732167，732291，732374，732456

〈geera＞mige：ra924994古
〈ke＞

mike739563，7396鱗，824818，830嶺誘，830652，831163，831452，831525，832158，832440多，832500，

832595，833160，833242，833350，833436，834143誘，脳232，834328，脳556，835057，835175，邸5208，835374，

835428，835430／mi：ke831295・誘，831372，832268．，835261，836382／mi

〈ge＞
〈Oe＞

ke8弘143誘／mτke8弼33

mige721920誘古，721950，727932，731288誘古，733269誘古，733434誘多，7醐77誘多，734265，

736172，737030，830029誘，830339，832028，836231／mige：ta731128誘／miぎe：ta731128．
miOe8361ら2

〈ki＞

mi：ki215017

〈kjaa＞mi：kja：822996／mikya：739363
〈gjaa＞migja：725954，728951，734042，734121，735054，738267多，738398／migja・737497，739405／

migya：737399
〈gjaaN＞mi．gja：N733132参／migja：N733132
＜gja＞．migja722975，723767誘古，723882誘多，724897誘古，725晒，726952，727524，728424，737096誘
．古／migya738221，739141／ミギャ736209，736312，737331誘，737412，739070，850370誘

〈zja＞
＜kaa＞

ni：dきa123172
mika：839421，931346

〈gaa＞
miga：738102
〈ka＞
mi：ka214152
〈ga＞
miga728424，736138／mi：gaO24688，024731，029466，115792，122148，123199，123238，123352，124149，
124226，125059，125127，126068，126122，126192，127105，206807，215121，215151／mirigaO24801／n：diga

125104／ni：gaO27597／nigaO27651／n3iga116962／n3i：ga127026／JligaO22896

〈di＞

22

nnindi207220

仕事に

〈ni＞

hatarakini5｛旧529／kaheO⑳f279415多／kaseOmni3725ら9／ka6eOlni37

22／

kaSe竃〕加ni373603／ka∫eOini379141／sigotoni186821，547149，634834，63ら968，635764，636860，642537，
餌2692，643151．醒3705，酔偽93φ645424，麟6542考誘多，麟6636，麟7483，麟7507，737497，737763共，738647，

739563共『，830466，830652／siOotoni鵬5少，478147，478208，479055，571029，571394考／slgodon了
37醐牟上／訂gotoni麟033，194262／sfgotoni｛澗31，641222，641287共，餌2049，6421．57，餌2293／

siOodoni471523共新／siOodoni373577，375459共，472145／siOodoni277521多考／
s100toni173928／siOotonfO71750，089441，192005／s冗Oo憲oni472456誘／siOotonf376624，
476311／suOotoni272025／s田gotoniO77鵬／s的odoni474295新／suOotoni472340／
s的otoni醐492／s鯛odon1376593，463969，476107／s曲Oodo担360946誘，3704娼，371495／
∫iakeni740586／∫igo？ni726614／∫igotoni171871，179454，183520，185185，465279，467219・546373・
555785，561567，563565，563649，564475，564543，564611，564690，565308，56554葉，565664，565735，565780，566545，
566689，566851，567406，567526，567566，567｛淋，567748，568529，568806，628781，637528，638328疑，639386，

640743，酔0948，醐500多，641570，醐622，6ら1659，麟2339，餌2餌9多，麟3794b備241，麟9178，麟9696，652120，
652289，652852，653361，653842，653922，654264，654733，654853，654951，655765，656816」657099，657148，657214．，
671135，672023，673026，721920，723767，723882，723898，724897，725864，726948，728951，731288，732095，732374，

733269，733904，733976，7蜘42，734121，7又991多，735443，736138，737030，737096，738102，739276，739363，
740015，740180，740252，740340，740586，740766，74084・6，741151，741461，741574，741634，742076，742138沙742256，
742462，742771，743134，743361，743640，744102，744245，744626，746022，746039，746098，747138，830081，830168，
830339／∫igoto」rli464769，465366，466642，466722，467657，468477．469472，46954−6，瑠69695，560428，560557，
561195，561328，561496，561520，562561，564727，566718，566817，627712，635961，637806，637913，638598，639807，
643176，644234，645098，645136，645331，646178，647011，647165，647237，647315，6㈱23，648089，．6暇3227，649031，

657379，65糾38，659420，662913，666781共，669759，670004，672133，730805，730837，733681，735054，750472，

765931，765962，833436，834556／∫igots｛lni733269誘ノ∫igotsu∫ki834556／∫igutuniO29466／
∫igu．tuJ！iO33080！∫ixotoni574173，652232／∫irKotonr559074！∫ixotoJli557912，662297，665544／
∫iOodbniO72421，174381，260890，27σ141，275110，578084多／∫iOodonf373138！∫iOodoJ践562911，
565946，574088，579374新／∫iりotoniO72495，074669，077988，172535，174755，1756049177072，177糾5，171籾4，
180180，180712，186554，272025，273405φ282249，輯356，469811誘，鱒9906，477212，47螂Og546229，551820，
554855，554932，555821，557480，557511，557552，558479，558509，558656，559481，560954，563126，566919，567904，

一291一

568735，568984，569305，569479，570140多，570！85誘，572176新，574271，575161，576180，576282，578123，578225，
645729，649718，649757，649850，650066，651074，651127，651266，65！324，652で94，652720，652795，653001，653251，
6536等8，654079，654！09，655280，655322，657294，659044，659147，660137，660352，660368，660401，660536，660781，
660880，661368，661743，661788，662070，662637，662847，663018，663078，663814，670118，740510，742706，744072，

750046，750169，750391，751205，752116／∫i＝〕oton1372242／∫iOotoJli459807，465842，467798，552789・
553777，553915，553980，554742，555691，555819，561262，562022，562394，563178，563342，563867，5639条7，564229，
5備97，5餌975，565104，565274，565333，565396，5659129566278，567047，567177考，567289，567318，568122，
568179，568426，569028，569616，569662，569757，569961，651541，651735，652467，652598，65316塗，654337，654612，
655476，655506，656330，656387，656423，656514，656673，657332，657543，657586，657685，657743，658330，658735，
659300，659398，6595019660034，660736，661115，661589，662015，662107，662で77，662354・，662454，663521，663630，

664125，664232，664257，664547，665006，665072，665140，665243，665631，666249，750408．924994／∫iOotoni．

573169／∫iつgotoni740420／∫i尊otoni650496，653467／∫iOotoJli651386，652387，654472，654531／

∫Tgotoni745019，746200／∫lgodonf377033／∫igotoni641355／∫100doni373331／∫了Oodonr
弼973，37網6，緬2823多，465869，465979，567969，573277，575178，577136／∫τOotoni37等070／∫通oto卸i
562889，573061多／∫通。愈oni561848／∫iOotoni461963，466944／シコ外二561785，636625，麟0769少，
640900，641910，641918，642809，643504，643655，643802，643951，644842，645557，645760，646430，646977，647560，
647712，647995・648521，648549，648658，648848，649407，649507，651909，651990，655170，731665，733397，734694，
736312，736525，736769誘，739070，75i369，830370，834584／シコ。トニ459766，550816，551619，551775，552781，
554666，556512，556529，556637，556695，556746，556814，556910，557788，557979，558774，558878，559589，559742，

559768，559895，566050，644968，645839，645996，650649，650860，650907，651579，651613，6526559656022／

シコ。ト』始9792多，妬9894

〈ne＞
〈na＞
〈naa＞

〈N＞
＜e＞

s蜘odone279038疑，279415／∫igotone妬7545，始8651／∫igotoneso
∫igutuna207625

562484

∫igutuna：207469／∫甚sakuna：208516

∫igoton糊477少ノ∫igotoN662913，672133誘／∫igotoN671135誘

sigotoe633906，635｛翼3，637711，酔2692／sigot6e643404，644513／slgotoe641287多／
siOodoe368956／s蜘odoe476107／∫igotoe546373誘，560299，567醐，638328多考，638920，639386
多，639662，639711，醐854，642畠9多誘，643300，644161，654264，655765，655824，6571侶，730256，730522，

732374，739141，744102，760863／∫igotoC638487，663997／∫iOotoe5鋤7，568984誘，569547，658088，
658145，66騒32，韻257陰雲，雄317，665072誘多，665193，665631，752294，752393／∫iOotoe563178誘，
ε・−

＞＞

＜＜

563218，567318誘／シコ、トエ餌3504多

∫igotoε641500誘少
sigotoi露035ノ∫igotoi463720，566718多，568529，635938，636932，637458，637890，643053，
653〜腔，665754，666781多誘，731307，732095誘，732167，732291，733681参／∫iOotoi463801，565274多，
5661η，567047誘老，568023，569895，655945，660034誘，661008，雌125，665631，666249多／シゴトイ636625誘，
731128

〈（SIGOtee）＞sigote：陥343，64妬93誘多，麟6542誘，646636誘／∫igote：626709，638762，645285，
721920多，721950，724935，725954，727932，733132，738267，738398，82姻8，839421多，931編／∫iOote：
661512／シコ、テー733638，736209

＜（SIGOte）＞sigote739405，830価／∫igote735054誘，822996，830029誘，831163，831295．，831372，831452，
832158，832268，833160，833242，833350，834143誘，8又232／∫iOote832028／シコ、テ736312，737331，737412新，

739070誘，830370参
〈（SIGOto￠）〉シコ「駒トェー643450

〈（SIGOtii）〉シコ、ティー732586，735677，736613

〈（SIGOti）＞sigoti737763野荒
〈（SIGOcii）〉∫igot∫．i：728424，736172，736687考，835208／∫ikut∫i：124226／シコ、チーフ猟26，734754
〈（SIGOci）＞sigoci7396ら4，831525／∫igoci737399／∫igot∫i727524，733434，734553，832440，832500，
832595，83柵6誘，8粥28，835057，835175，835261，835374，835428，835430，836382誘，836433，837247／
∫iOot∫i836231，931167／シゴチ7374！2古

〈（SIGOzi）〉∫iOod3i8361ら2

〈（SIGOcuii）〉∫igotsui：732456
〈（SIGOcui）馳＞sigocu｝738504

〈（SIGOcuu）〉∫igotsu：722975
〈（SIGocu）＞sigocu739563多
〈sa＞ kasegisa379506／kaseOτsa276513，37鱒76，47晒3多／ka5eglsa378価，378603，470445／
ka∫eOisa374746／shiOodosa37506ら／sigotosa377261／siOotosa鵬5，478054，478147多，
478208多，479055，479123，479238，571029誘多，571241，57139争多誘，572351／slgodosa372668，373輯，
375718，377719／sig碇osa379626／s100dosa277521誘，368956多，371648，374791，375389，378311，
378594，378745，379422，460927，471460，471523方，472145，474329，474620／s100tosa373043．470643，473532，

579139／5100tosa472456多誘，473335／si岬Oo￠osa遡2／suNOotosa478369／s切odosa
−292一

471215，474295古誘／s哺otosa372331，472340誘方／s血godosa277197，377轍，470593／
s曲000dosa275456／s曲Oodosa274鋤，276166，276矧，276513誘新，277275，277312，278451，278515，
279038，279157，27〜％，279304，370152，370237，370283，370備誘古，370592，370681，371495誘少，372532，
374419，374598，376593誘多，376686，463969，471240，473059，475066，475294／s曲Ootosa377312，471598，

475376／∫igodosa378065，379109／∫iOodosa275110誘多，372070，372111、373138，375213，376057，
鱒2991，578084誘，579374古ノ∫iootosa172535誘，379249，460953．468911，469811多，46〜ゆ06，477212多，

477326，560954多，570185多，570235，570430，571410，572鳳，572176古少／∫iOo加sa573169誘多／
∫1gotosa272267／∫iOodosa烈973，37尊034，374106，375279，376175，376242，378121，462823野州，
妬5869，471132，474093，474143誘，476053，573134，577136誘／∫1りotosa37麟66，572012，57306二階／

∫i創Oodosa470113／シコ。トサ560881／シコ。ド塀69792少誘

〈saN＞

∫igoQsaN734265／∫igotsVsaN734177

〈sanaa＞∫igotosana：839421誘少，931踊
〈Nkai＞ sigutunkai215121／sigutu：nkai215151／sikamankai214τ52，215017ノ∫igutu竃〕kai
125059，126116，126122，127026／∫ikut∫iOkai123172

＜kai＞
∫igutukai126068，207696／∫ikut∫ikai126192／wa5akai116962
＜k ai＞ ∫igutuk aiO33080
〈kaN＞
∫igutukaNO27597

＜Nkee＞sigutunke：20品07／∫igutuOke：122148新／∫ikut∫iOke：122148古
くkee＞
〈Nki

∫igutuke：125104

＞

∫i｝【amaO1｛i207220

〈Ngadu＞∫igutungadu207698
〈ga＞
sigutuga209560
〈Ngati＞∫igutuOgati123352
〈kati＞

∫ig1ユt1ユkati121388，123199

〈kaci＞

sigutukat∫i125127／∫igu：tukat∫iO24731

〈kaGi＞

sigjutukats1027651

〈haci＞ ∫igu：tuhat∫iO24688
〈Ngiti＞∫ik：ut∫iogiti124149
〈c

i＞

∫igutut∫

iO22896

＜g

i＞

sigututs

1024801

〈cii＞
〈du＞

∫igutut∫i：↑27105
za：kudu208660

〈idu＞
ssa：Φuidu208603
〈（SIGOTO）＞siOodo460927，471055，471523少／曲Oodo473158／∫igoto670097，734991少，738221／
∫igutu115792，123238／∫igu：tuO24731／∫iOoto562219，651215，750332

〈（SIGOdoo）＞s血Oodo．463969
〈無回答〉∫igoto∫igja：726952
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大工に

〈ni＞

badd30∫聾i568023／band50：ni465279，567406，579准39／band50sanni465279！banzjo：ni
569547／ban50：ni轍356／baN30：ni56汚66古，568529／batt∫o：ni567318／daeguni472456，

473532，474295／daeguni471598／daegOni474143／daeg唾」∬274386，276513誘，277312，279157，360946，
370237，370283，370592／daekuni642293／daekuJIi560428，663432／daek廿n1641131，641222，642157／

daek咀ni

3794／daek血n1畠1287／daek血samanf276513疑／daeguni570140／daeg伽i374791，

377719，471240／daekuni㈲911，478054，551820，560954，571410誘，5723519741151／daek伽i畠2049／

daεg曲ni鋤9鱗，474093／da＾eg伽i465979，475066／daεkuni642339，麟2醒9多 ，643300／daεk咀ni
640492，641355／daεワkuJli645136／daiguniO72421，172535，174381，174755，260890，27m41．273405，275110，

572176／daiguJli563867，5740銘／daiguni573169／daiguJli563917，564975／daig曲ni476053／
daiY咀ni576282／daikuni175604，177072，177845，185185，272025，282249，547149，554855，555785，563565，
563649，564611，56嗣590，565308，565541，565664，565735，566545，566689，5668519567526，567566，568667，568735，

569305，569547新羅，571394，626709，628781，633906，㈱糾，鰯968，6357麟，636860，637458，637528，637711，
鰯28，研0743，641500，6ら1570，醐622，醐659，642537，麟3151，猟035，餌5424多，麟5729，麟7483，餌9178，
649696，649718，649757，649850，650496，652120，652194，652289，652795，653001，653251，653361，653467，653922，
654079，654雪09，654264，654733，655280，655322，656816，657099，657148，657214，657294，6580％，658145，659044，
659147，6603529660368，660能0，661368，662847，663018，663078，663814，670118，672023，721920，723767，723882，
723898，726948，727524，728424，728951，730256，731288，732095，733904」735443，736138，737399，737497，737763，
738102，738221，738647，739276，739363，740015，740510，740586，740766，740846，741461，741574，741634，742076

一293一

上，742138，742256，742462，742706，742771，743134，743361，743640，744245，74妬26，7存5019，746039，746098，
746200，747138，750046，750169，750391，751205，7521壌6，752294，752393，830029，830081，830168，830339，830466

多面，831295新／daikuni465366，妬7798，468477，鱒9472，560557，561262共，561328，561496，561520，
562219，562561，563342，564727，569028，627712，635938，635961，636932，637806，637890，637913，638598，638920，
639711，639807，644161，644234，645098，647165，648023，648089，648227，649031，651386，651541，652387，652467，
653161，654472，654531，656330，657379，658330，659420，662015，663521，663630，664125，664232，664547，665006，

665072，665243，666249，733681，734553新，931167／daikusani654853／daikusanniO72495／
daikusan∫1i643176／daikusa∫1i662015／daik田niO71750，074669，077688，077988，084033，171871，
173928，179454，180180，180712，183520，18655ら，雀868211194262，559074，561567，563126多，575161，576180，

578225，651074，651127，660137，671135，822996／daikunlO89441，192005／daik田」亘459807，552789，553引5，
553980，554742，555819，562022，56娼97共，565104，565274，565396，565912，565946，566817，568179，569662，
569961，652598，654612，655476，655506，656423，656514，656673，657543，657586，657685，658438，659501，660736，
661008，665754，666781，669759，750408，750472，76593塗，765962／daikulJ1甚657743／daikusaJli553777／

daU〜uni561848／daikuni662107／daしgun1575雫78／daしku∫1i562394／daしk咀ni554932，555821，
557480，558509，558656，559481，6512董5，651266／da了guni469906，4772霊2，477326，479123／dalgun了472145

多／daig叩￥562889，572012，573061／da了9田n1376624，461963，妬2823，473158／da＾rg曲ni463969，
465869／daikuni479055／d㊧6ku∫1i662177／d劣￠1〜艶ni371648／d紀guni373138，379109／d肥：guni
378311誘，378594／d紀・gun望374598／d紀g曲ni378121／d劣＝gmn1373577，379626／d詑：kuni麟0948，
猟513，醐693，645424誘多，646636，650066，652655，652720，652795多誘／d獄k叩i645285，麟5331，647315，

661589，662454，730805／dae：ku二醐910／d鍬k町1i665544／de＾ak叩i569616／deddonni831295誘，
832028，833242，脳143誘，8弘328，835175，835261，835374，835430，836142，836231，836382，837247／

deddon∫1i832440，835208／de￠do∫1pi836433／degudonni831163／de：guni578084／de：gunI
567969／degu∫1i460953誘／de：9山ni575樹古／dekudon♪i833436／de：kudoNni737763論考／
dekuni830652誘／de：kuni377261，5磁75，5麟543，565780，566689，567566馬形，567644，5677侶，5鵬06，
569305少，569479，569547古，654951，660401，660536，660781，661368古少，661743，661788，662637，721950，

727932，732456，7醐77，737030，737497落前，738504／de

kuni73鰍7古／dekuJli564229，83粥6／

de：kuni563178，563218，563342．端張，564229，566177，662354，665631，924994／de：k咀ni563126古少／
de：kupi565912，567177，569757，569895，661008老，661115，760863，765931／de鍬k叩i662454／

de：測ni578123／de：恥ni566919／d罐k叩i663630／dε鎗gun1375ら59共／dビ記：gun1470643／
dεguni372111上，376057／dε：guni375718，46299葉多，㈱45，478208，479230，570235，570430，571241／

dε：guni372331，573134共，577搦／de：g叩i465842／deguni373331／dε：guni379249，471523／
de：g田n1368956，376466，377312，378465，471055，47了460，ら72340，473335，474620，476311／dε▼gunf372242，

375389多，378603，379422，470445／dε：9噂i579374／dεgmni376175／de：9曲n垂372668／dε9伽i374106，
376242，3π719誘多古／de：9曲n1372549，37醐4，374676，376593，376686，377464，378745，470593，474329，
475294，476107／dεワg田ni372532，．373603，374419，374422／dεgmJ1τ275456，276166，276481，277275，277312，
277521，278451，278515，279304，370681／dε：9山卸1371495／dε：kuni469811，478054誘多，478369，479238，
568984，570185，571029，647507，663997／dε：ku∫Li463801，464769，価642，466722，468651，469695，662913／

dε：kun1371070，471215，475376／dε．k繊ni373043／dε：k馳∫1i6700G4／dε：kusanni465279／

dεk曲saman1276513疑／dε紀：kuni663521誘／dja；kuni66！512，725鰭，726952／dja

kuni

739405／dja：ku∫1i647237，733132／dj融：kuni652852／d3addonni726614／d3a：kuJli724935，735054／
∫e：kuniO29466／3a：kuni734121／シ、ヤークニ737331／タ

イクサ＝ンニ5565で2，556529，556695，646977／

タ、イクト、ンニ733638／タ、イクニ459766，550816，551619，551775，552781，554666，556637，556746，556814，55ア788，

558774・，558878，559589，559742，559768，559895，566050，636625，641918，642809，643802，643951，644842，644968，
645760，645996，646977，647560，647712，647995，648549，648658，648848，649407，649507，650649，650860，650907，
651579，651909，655170，656022，731128，732586，733397，734754，736209，736312，736769，737412，739070，751369，
830370多／ダェークニ643450．，643504上，643655，酔5557／ダークニ636625誘，651990／テ、アークニ830370古／

テ、エアークニ651613／テ、エークニ556910，559742少，650649／テ、クニ脇5糾／テ〜クニ560881，畠2809誘古，73価5，
734426，734694，834584／テ

〈Nni＞
〈n1＞
〈ne＞

、ヤークニ640769，640900／τ胤一ク、二469792／ハ

、ンシ

、iヨー二469894，561785

daikunni208516
se：kuninniO27651／∫e：kuninniO27651
batt∫9ne56248ら／daeg曲ne279038，360946，370152，370448／daikune561262／dε：gone277197／

deg曲ne279225，279415ノタ、イクネ556814古，557979

〈N＞

badd50Ni蘭023誘ノbatt∫o：n567318誘／daekuN560428／daek世N560299／daekuN546229／
da＾εg伽470113，475066／daiguN562911／daikun554855誘多；557552，557912，561195，563342，635843，

643053，646178，畠7011，備241，649718多，6542創面多，655765，656387，657332，660嘱，662070，663078，730837，
733976，73499で，738398，740180，740252，740420，740510，742138，744102，746022／daiku口744072／daikuN
鰯73，569028，645424，6ら7483誘，655824，655945，659300，659398，662297，665140，666249多，672133，724897，
733269，736172，737096新，738267，74晒0，742076多，742706多，834556／daikun459807，555691，566718，
5餌26，6575艇，658735／daik咀N561567，5麟897，565333，651127誘，652232，｛め5193／daikuN671135／

daしkun557511，558479，651324／d蹴kun651735，653618／dae：kuN546229誘，麟2692，酔3705，醐部，

一294一

露513，麟4693，踊542考，664257／dae：kuN664317／de＝g田n567904／de：kun563178誘，566177誘，567047，

567289，568122／dekuN834556／de：kuN673026，734265，736172誘古／de・kuN830466古／de：k田N
467219誘，565333誘古，566278，569895／dg：x岨n574173／de：蜘n574173／de：加n574271／dε＾記：guN
47鳳3多／dε：gun573134，573277／dε・9田N379506／de：kun467545，468651，469546／dε：kuN467657，
畠7507，672133誘古／dε：k田N670097／d細：kuN653842／d3a：kuN737096古／odegun567047／
odekun567047／sajafun214152，215121／sajaΦun215151／∫e：fun206807／夕 イクン645839，648521，
656022／ダェークン醇3450964酔30／デァークン830370参

〈e＞
〈i＞

daεkue642649少誘／daig田e378065／daikue730256多
dae：kui730522／daikui6銘487，639386，731307，732095誘，732291，832268，833160，833242誘新，
834232，839421／d鎚kui639662／d蹴kui641854，643404考／dε：gui463720／（faikui732167／ジャークイ

737331参／ダイクイ736525／ダェークイ643504

〈（DAIkii）＞daeki：638762／daiki：725954，734553／de：ki：7又553誘古，82娼18／dja：k：i：733132

誘／d5a：ki：724935誘，735054誘／3a：ki：7又042／ダ件一734754面訴
＜（DAIki）＞deki831372，832158，832595，833350，834328，835057 835374／de：ki733434 736687
，
，
〈（DAIkwii）＞da員〜i：931346／ダ、イクィー736613／テ画一クィー735677

〈（DAIkwi）＞daikりi732374／dekwi831452，832500／dekui835428／シ、ヤークィ736312誘古

〈sa＞

daeg血sa47，132／daigusa172535誘，375064／daikusa572084／daig田sa472145／dε：gusa

462991，468845／dc：kusa479238

〈nisa＞ daikunisa572084
〈Nkai＞ de：kuOkai125059／sajafunkai215017
〈hee＞
〈Nga＞

saikuhe：207625
daikunga208516

〈du＞
daigudu207220，207698
〈（DAIKU），（SEEKU），（BANJOO）＞batt∫o：568426／da＾eg血368882／dae9加272267，471240多／
daigu179994，207696／daiku750332，027597，208603，208660／dalgu460927／dafg函473059，473158／
da1ku478147／d｛egu373138，3752↑3，379141／d肥g｛血374034，378121／dae：1〜咀374746／deddoN832158／

degu460953／de：gu209560／dekidoN832158／de・ku739563，739餌4，831525／de：k山saN妬7219多／
deN836231誘／dεgu372070，372111，375064古，376057多／dεg田375279／dε：gu368956／dε・gu妬0927／
dεgl血374106，376175，376242，377033／dε：g曲364973／dja：ku722975／he：kuτ21388／saiΦu207469／
sek∫aO24688／se：ku123172，125104，！26董92／se：kuninO27597／seku∫1iOO22896／sek u∫1iOO24801／
se：kuρiOO24731／se：kusaO33080／∫e：kuO29466，1霊5792，116962，122148，123τ99，123238，123352，
124226，126068，126116，で26122，127026／te：ku127105

＜（DAIkuu），（SEEkuu）＞daiku：738102／∫e：ku：12ξ149，125127

＜無回答＞daikuga

24

musukoni739141／daikuo654337

ここに．

〈ni＞

Φumani123238，124226／Φuma：ni123199／ΦumaJ！iO33080／hokoni558479／kogonεkkonf

376624多／kogonε：kon1376624多／kogoniO72421，174381，260890，270141，273405誘，275110，282249，
3麟973，373331，3750麟，375718，379249，471523，474295，474620，476053共，478208，479230，567904，572351，
573169，579139／kogdn1272267，371648，372070，372111，372532，372549，373414，373603，374106，374419，374422，
374598，374676，374791，375213，375279，375459，376175，376242，37葡，376624上，376686，377033，377312，
377464，377719，378121，378311多，378465，378594多，378603，378745，379109，379422，379506，379626，462823，
465869，465979共，466944多，470113多，470445，470593，47鳳3，471132，47霊240，473158新共，473335，474329，
475376，567969，573134，573277，575178，577136／kogoJIi277312，465842，56291で，563218，563867，563917，567047，
568023，574088，578084，579374／kogo∫注1274386誘 ，276513，277197，278515，279157，279415，370237，370448，

370592，37068L371495，562889，573061／k：oとoni574173，574271，575161，576180，576282，578123／kohoJli
665754／kokoniO71750，072495，07価9，077鵬，0779｛臥0糾033，171871，172535，173928，174755，175604誘，
177072，177845，179454，179994，180180，180712，183520，185185，186554，186821，194262，272025，377261，464356，
465279，467219，鵬5，468911多，469811，範9906，472456，473532，477326，478054，ろ78147，479055，479238，
546229，546373，547149，551820，554855，554932，555785，555821，557480，557511，557552，558509，558656，559074，
559481，560299，560954，563126，563565，56弼9，564475，564543，564611，564690，565308，565541，565664，565735，
565780，566545，566689，566851，566919，567406，567526，567566，567644，568529，568667，568735，568806，568984，
569305，569547，570140，570185，570235，571029，57↑394，．571410，572176，575161，578225．628781，633906，634834，

634968，635764，635843，636860，637458，637711，640492，640743，640948，641355，641500，641622，641659，．642339，

醒2537多，麟2649多，餌3151，醗3300，麟3404，麟3705多，麟3794，醐035，醒5424， 5729，酔7483，備241，649178，
麟9696，麟9718，酪9757，餌9850考，650066，651074，651127，651215，651266，651324，652120，652194，652232，
652289，652720，652795，652852，653001，653251，653361，653618，653922，654079，654109，654264，654733，654853，

一295一

65495手，655280，655322，655765，655945，656816，657099，657霊48，657214，657294，658088，658145，659044，659147，
660137，660352，660368，660401，660536，660781，660｛BO，661368誘，661512考，661743，661788，662070，662637，
662847，663D18，663078，663814，670118，672023，721920，723882，731288，732374，7332699733904，733976，734991，
736138，738504，738647，739644，740015，740180，740252，740340，740420，740510考 ，740586，740766，740846，
741151，74塗461，741574，741634，742076，742138，742256，742462，7427〔16，74277壌，743134，74336で，743640，744072，

744102，744245，744626，745019，746022，750046，750169，750391，751205，752116，752294，752393，83008呈／
kokon1192005，371070，372242，372331，373043，ら71215，471ら60，471598，475294，476107，641131上，641222，

641287，6420ら9，642157，642293，830652／kokontokoni567644／1｛okontoklonf642157／

kokontokoni563糾2，566177，568179，666249／kokontokoroni5677娼／kok叩i459807，轍769共，
465366，466642，466722，始7545，467657，467798，468477，468651，469472，469546，552789，553777，553915，553980，

554742，555691，555819，557912，560428，560557，561195，561262共，561328，561520，562022，562219，56256ち
563178，563342，564229，564727，5備97，5酔975，565104，565274，565333，565396，565912，565946，566177誘，
566278，566718，566817，567177，567289，567318，568122，568179，568426，569028，569479，569616，569662，569757，
569895，569961，635961，636932，637890，637913，638598，63892｛〕，639807，643053，645136，646178，647011，647237，

648023少，648089，648227少，649031，650496，651386，651541，651735，652387，652467，652598，653161，653467，
654337，65ら472，654531，654612，655476，655506，656330，656387，656423，656514，656673，657332，657379，657543，
657586，657685，657743，658330，658438，658735，659300，659398，659420，659501，660034，660736，661008，661で15，
661589，662015，662307，662177，662297，662354，662454，663432，663521，663630，664232，664257，664317，664547，

665006，665072，665140，665243，665544，665631，6662ら9多，666781，669759，670004，670097，730837，73368ち
750332，750408，750472，760863，76593↑，765962，834556／ko聴oni374746，561848／kol〜onlO89441，472340／

ko150∫1i56239ら／koni673026／ko：ni663997／kon1372070，374034，375279／kon∫1i637806／ko∫1i672133／

ko二ni662913／ko頂370283／koNni637528，639386誘／ko：Nni638487多／kott∫ini562022／
kumani115792／？ma：niO29466／sogo卸1572012／sokoni558479，651324／ココニ459766，550816，551619，
551775，552781，554666，5565量2，556529，556637，556695，556746，556814，5569斥0，557788，558774，558878，559589，
559742，559768，559895，561785，566050，640769，640900，641910，641918，643504，643655，643802，643951，644842，

644968，645557，餌5760，645839，麟5〜ゆ6，646977，647560考，647712，647995，648521共，備549，648658，6る晒8，
649407，649507，650649，650860，650907，651579，651613，65霊909，651990，652655，655179，656022，751369，834584ノ
ココ、二469792，469894，560881／コッチニ648521／コンニ636625

〈Nni＞

kokonJli664125

〈nu＞
kogon舶373577，376593
＜ne＞ kogone276166，27醐1，277521，278451，279038誘，279157，279225，279304，360946，364973，370152，
370592多，376057／kokone555785誘，555819老，561262，562484／ココネ557979

？ma：nei123172

〈nei＞
〈nee＞

Φa：ne：122148／Φumane：123352

〈ne＞
〈na＞

kogonε373138
kunnaO27651

〈naa＞

kwa：na：2074る9

kokon醐131誘／kokoN647165，655824，670097誘，671135／kuman215151
〈NneN＞ konn6364973
ΦumanaN121388／konnaOO24801／k umanaOO24731／k uma：naOO24688／kumanaNO27597／
〈naN＞
＜N＞

k
〈Ndu＞

＜nadu＞
〈Ntu＞

unnaOO24688，024731
kumandu206807，208660，215017，215121

ko：nadu208603
umantu214152

〈naatu＞kumana：tu208516
〈naNtf＞m anaOtfO22896
〈naNzi＞mレanaOd3io22896
〈e＞

kogoe378065／kokoe560557多，561567，638328，639謝，639662，639711，642537誘，642649少，
麟2692，麟3176．麟3300諸多，麟3705誘少，醐161，645098，麟8023多，麟8227多，730256，730522，744102，

ε・−

＞＞

＜＜

746039／kokoe6欄7，730805／kok6e鴨脚4多，醐513／ココェ酔3504多，736525

kokoε635938
kogoi鰯720／kokoi469695，561496，醐570，麟7483誘，653842，731128，73130ア，732095，732167，

732291，746098，746200，747138
〈（kokee）＞koke：626709，627712，638762，641854，644234．644693，645285 ，645331，編542，6価36，647315，
647507，723767，723898，724935，725864，725954，7269梨3，726952，727932，728424，728951，733132，734042，734121，
734265，735054，736172，737030，737096，7373〜9，738221，738267，738398誘，73914U39276，739363，82姻8，
830168，832158，839421，931346／コケー642809．731665，733638

〈（koke）＞koke都801，4畠769，72！920，721950，722975，72瑚2，72娼97，726614，727524，731288誘古，7鮒77，
735443，737497，738102，739405，822996，830029誘

，830466，831163，831295，831372，831452，832268，833160，

833242，833350，834143，834232，834328，835057，835175，835208，835261，835374，83543q，924994，931167／コケ

一296一

736209，736312，737331，7374重2，739070，830370

〈（koge），（koOe）＞koge832028，836231／koOe836142
〈（kokoo）＞kok6e：644693／koko9：646430／ココエー643450，645557

〈（kokwee）＞kokwe：644343
〈（kogcε）＞ko9ε：妬3720多／ko9ε・473059多

〈（kokjaa）＞kokya：830339
＜（kokii）＞koki：733681誘電，735443，736687／コキー732586，733397，734426，734694，734754，了36769
〈（koki）＞koki732456，733434，734553，737763，738504古，832440，832500，832595，833436，834556，835374，
835428，836382誘，836433，837247

〈（kokwii）＞kok》i：732374／コクィー735677，736613
〈 （kokwi） ＞kokwi831525

〈（koku）＞koku739563
〈sa＞ kogondogosa3醐2／kogosa274聯誘多，275456，277275，279038，36㎜2多，368956，3ア0681
誘少，372111新，372331誘，373138，374106新，375064，375389，378121，378311誘，378594誘少，379109，
379141，461963，462991，463969，465869多，465979，470113誘，471055，471132，471240多，472145，473059，473158
多，474143，475066，476053多，477212，478369，479123，571241／kokosa460953，468911少，477326，479238，

570430，571029多，572084，670097誘／k眺osa476311／kosa368882誘，376175，460927，細963誘引，
462823多，463969誘多，465869誘，4669属，470113誘，471055多，471132多，471240誘，473059誘，473158
誘，474093，474143誘，476053誘

〈sεε＞

kokosε

562侶4誘

〈Nsaani＞kokonsa：Jli665193
〈Nkai＞

kumaOkai116962，125059，126068，127026／？mmaOkai1261看6

〈nakai＞kumanakai126122
〈kai＞
＜kee＞

mmakai127105
kumake：125104

〈nake＞ kumanake125127
〈naka＞ kumanaka126192
〈Ngadu＞kumangadu207696，207698
〈du＞
kuma：du207625／umidu207220
〈（naru）＞naru209560
〈（kogoo）＞kogo：372668

〈無回答＞mami124149
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おれに

くni＞

areni765931古，765962／飢a∫ini5麟611／bokuni659044，740340上／d3ibunηi561328／

ge：Jli659398／oini725954，734121，83008ち931167／oi∫巨i655476，656387，657379，665754／ol．eni660352／

omani730522誘／onniO77榔，560299，561567，569547古，663018／onni564975，565333／on：i659300，
750332／叩♪i562394，563218，563又2，564229，567047誘古，568122，569895，662107，662354，664317／oNni
571029，673026／orani554932，637528多，640492，酔1355，654109，733904，73499で下，740510，740586，741461，
741574，742256，742771，743134，743361，743640，744072，744102，744245，744626，745019，746022，746039，746098，

746200，747138／oran雌1131，醐287，麟2049多，642293／orapi553777，730837／oreniO71750，072421，
072495，074669，077988，084033，089441，171871，173928，174381，175604，177072，177845，179454，179994，180180，
180712，183520，185185，↑86554，192005，194262，260890，270141，272025，273405，275110，282249，374746，459807，
妬3801，轍356，465279，鱒7219，468845，4689篤469811，469906，474295，475376，477326，478147多，478369，

479055多b479230，479238，546373，547149，551820，554855，555821，557480，558656，560954多，561848，563126，
563565，563649，564475，564543，564690，565308，565541，565664，565735，565780，566545，566851，566919，567406，
567526．567566，567644，567748，567904，568529，568667，568735，568806，5689麟，569305，569547，570140多，
570185，570235，570430，57で394，571410，572奪76，572351，573169，574173，57427霊，575161，576180，576282，578084
誘，578123，578225，579139，626709，628781，637458，637528，637711，639386，麟0743少，醐500，643151，649757，
651074，652289，652720，652795，652852，653251，653361，653618，653842，653922，654264，654733，654853，654951，

655280俗，655765，656816，657099，6571侶，657214，657294，660137，660368，660536，660781，661743，661788，
坐2070，662637，662847，663078，663814，670118，723898，726952，730256少，730522，732374，733269，733976新，
734177，734〜ゆ1上，737030，737399，737497，738398，73韻7，740180，740252，74嘱0，741634誘，742076新，742138，
742462，746022，750391，751205，830168／oreni192005，272267，372111，374791，375459，376624，378311，472340，
564897，567969，573134，573277，575178，577136／oreJ践464769，465366，465842，466642，466722，467657，467798
新多，468477，緬9472，妬9546，553915，560428，560557，561328，561496，561520，562219，562561，562911，563178，
563218，563867，564229，564727，565104，565274，565396，565912，565946，566177，566278，566718，567047，567177，

一297一

567289，5673窪8，568122，568179，568426，569028，5696零6，569662，569757，569961，574098，579374，62了712，6378〔〕6，

637890，638598，639807，656330，656387，657332，658330，659300，659420，660034，660736，661008，661115，661589，
662015，662107，662177，662297，662454，663432，663521，66363〔｝，664125，664232，664257，664317，664547，665006，
665072，665140，665193，665243，665544，66563『，665754，666249，666781，669759，6700〔〕4，730837，733681，760863／

oreη1275456新，562889，563917，566817，572012，573061／ore揖463720／or￠nT379626／oriηi834556／
ofa∫1i552789，554742，562022／ofeni671135／o｛・en1371070，465869，466944／ore∫1i553980・652598・
654612，655476，655506，656423，657543，657685，657743，658438，659501，750408，750472／otaini742706／

urani557552，640743誘少下，640948，641659，642649多，647483参／並asini633906，634834，634968，
635764，635843，636860，637711，64315▽Oatak荘s1n了642157疑／urani557511，558479，558509，559481，

651127／田ra垣555691／waeni658088，658145／wae算i277312／wae垣278515／waini731288，740766多，
740846／wanini124149／wanni115792，123199／wanuniO29466／waハ1274386，277197，278515，279157／
waOpiO22896，033080／wareni765931／wasini642537，642692，643705，644693，645424，646542多・646636・
647483誘，647507多／waslnエ641222／wa∫ini179994，640743誘多，641622，642339，643794・645729・
648241，649178，649696，649718，649850，650066，650496，651074誘

，651127，651215，651266，651324誘 ，652窪20，

652194，652232，653001，653251，653467，654079，654109，655280，655322，655945，6572莞4，659鷹47，660880，663078，

733976古，734991，740015，740252，740340多，740420，740766，741151，741634，742076誘古，742138誘，744626，
750046，750169，752116，752294，752393／wa∫iJli635938，635961，636932，637913，638920，639807，643053，644161，
645098，645136，645285，645331，646窪78，6470青1，647165，647237，648023，648〔｝89，648227少

，649031，651386，

651541考誘，652387，652467，653161，654337，654472，654531，657586／wa∬n1559074／wata∫ini174755，
734991上／wata∫ipi656514，656673／watt∫ini651735／wori，i568023古／ウラ：二556529，636625下，
643655，643802，647712誘老／オラニ551619，551775，552781，648549，648658，648848，649407，649507／オレニ459766，
469792，469894，550816，556746，556814，556910，557788，558774，558878，559589，559742，559768，559895，560881，
561785，566050，6409eO，642809，644842，644968少，645760，646977，647995，650649，650860，650907．，651579，
ラニ556695／ホ クニ656022／ワイニ643951，
644968，645839／ワシニ554666，556512，636625，640769，641910老恥，64柳8，642809，643504，643655多，643951，

651猷3，651909，651990，652655，655170，656022，736525，751369／キ

644968，645557，645996，646430，64756G，647712，648521，734754

〈nii＞

onnii661368／on∫li：569479／oreni：66040ち661512

〈nu＞

oren篭血376593，377464／or￠n〔0373577

〈n1＞

wa：n工027651

＜ne＞

onne463720多，467545，468651，469546誘古，469695，555819，561i95／orane555785，562484／
orene277521，561262／wane279304，360946，370152／wεne277521／ウラネ556637／オンネ557979

〈nee＞
〈N＞

onne：557912／wanne：123238，123352，127105
an215017／anun214152／a∫in647315／。reO662107／oreN478208多，546229，655824，670097，672023，
672133，830466／ofeO658735／oreN671135／ワシン646430

〈（WAN）＞ban2068G7／wan124226

〈（WAniN）＞banin208660
〈（WAnuN）＞banun208603，215151／wanuOO24688，024731，024801
〈（WAnfN）＞wan道〕024801

＜nTN＞
wannTnO27597
〈e＞
orae638762，6397！1，744102／oroma：ra：e638762／urae642649少誘，643300／wa∫ie648227多／
ウラェ643504黒黒

＜i＞

orei732291／ボクイ641910新

〈（oree）＞ore：637458，638328，638487，639386，639662誘，641570，721950，723767，723882，724897，724935，
7258餌，726948，726952，727932，730256多，731307，733132，734042，735054，737030，737096，739363，839421，

931346／ore・737497誘多／oree731128，732095／オレー733397／オレェ641910多
〈（ore）＞ore726614，728424，734265新，736138，738102，738221，738267，738398誘，739141，739276，739405，
822996，824818，830029誘

，830339，831163，831295誘

，831452，832028，832158，833160，834143誘

，835057，836142／

オレ736209，736312，737331，737412，739070，830370

〈（o「jee）＞ore＝722975
〈（ojee）＞oje：924994
＜（oje）＞oje833350
〈（oee）＞oe：728951
〈（orii）＞ori：732374，732456，733681誘多，736172，736687／オリー731665，732586，733638，734426，734694，
734754多，735677，736613，736769／オリ・834584

＜（WASii）＞ata∫i：732167／並asi：635843，644035／wasi：642692，643404，644343，644513，644693誘，646542，
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sonogan joka463720／sorejokaO72495，277312誘，279038誘，373331，375064，463720誘，妬3801誘
多，轍769，465279誘，妬5842誘，価642誘，467219誘古，妬7545誘多，467657誘多，467ア98，㈲477，
468651誘多，469472誘古，469546誘古，475294誘，554855多，557912誘，559481，560299，560428誘少，
560557多，561195誘多，561496誘少，562394，562轍，562561誘多，563342参，564229多，566！77誘新，
566545，566689誘，567647誘，568122，569028，569895誘，577136，651266，651386誘，651541，651735，652387考

誘，653161誘，653361，653618，654109誘多，654264多，654337誘，654472誘，654531考誘，654733少古
，657099，657214誘方，
誘，65給53，654951誘，655280，655765誘多，655824誘，655945誘，656387誘多古
658330古，660034方，661368誘，662015誘少，662847，663630多，663814，664317，721950，731288岬町，

734177誘，740180誘少／soreyoka736138，739141／sorijoka835428／soriyoka737399／
soruyoka830168／sorejoka371070，655506誘，657543，657685誘多，657743，658438，659501誘／
Oorejoka7編26／？urijokaO29娩／ソイヨカ739070，830370参／ソレヨカ643802，643951，645996誘，647995，
648521誘，麟8549古，麟晒8，655170，656022，751369

〈（sorrjoka）＞sor：joka626709
〈jokaa＞horejoka：660368
〈joga＞sorejoga274386誘，375064，563218誘
＜jokljaa＞soijokja：822996
〈juka＞

Φurijuka123172／？urijukaO27651，126116，126122

〈jukaa＞urijuka：127026／？urijuka：115792
〈juga＞ urijuga207625
＜jukka＞？urijukkaO24688／？urljukkaO24731

＜josika＞sorejo∫ika376175
＜joki＞ sorejok1377033
〈jorikamo＞sorejorikamo564229，653922

〈joikamo＞soijoikamo735054
〈jokamo＞soijokamo172535
〈joNkaN＞sogyaNtoyoNkaN739276
〈jukkamu＞ΦurijukkamuO33080

〈jokkeN＞soijokkeN831372，831452多，832440誘多／sott∫ijokkeN832440誘
〈jeekuNma＞？urije：kumma121388
一312一

〈jokkadaba＞horejo取kadaba372111／sorejo翼kadaba372111
〈jaka＞

？urijaka126068

〈jakaa＞？urijaka：116962，122148，125059，126192

〈jakaN＞urijakan208516
〈jakkaN＞urijakka！｝207696

＜jakaNna＞urija1｛anna208603
〈okka＞
〈eklka＞

〈ika＞

soreokka372242
soreekka378065
soreika465842多

sore∫ika379141／sore∫1ka376175
sores曲ka370283
〈sukamo＞sores｛血kamo370152

〈sika＞
〈suka＞
〈hokla＞

sorehoka657214方

〈nikla＞

？uO∫1iklaO22896／？ur1」1ikaO22896

〈hoga＞ sorehoga277197

〈（ukaniN）＞ukaniD207220
〈towa＞ soretona633906新上若，636860上誘，637711誘上
＜toO＞
soreto：636860
〈taa＞

areta：酔5098／se：ta：642692誘，644693誘，646636誘，647507／sje：ta：644343誘，646542誘

古／soeta：643300誘／soεta：642339誘多／soreta：633906，634968感心，635764誘多，635843
古多，635961，637711誘多，638娼7多，638762多誘，639386少，639662誘，641570誘多，641854，642649
古田誘，642692誘，644035，644343誘，6445i3誘多1645424誘，647507誘，648241少誘，665631，730522，
740015誘少／soreta：637913多，645331，647歪65，648023，648227／so：ta：641287古少／s6eta：

643404誘／セーター餌6430誘／セーター645557誘

〈ta＞

soreta633906

〈tona＞

soretona659044

〈（soreeta）＞sore：ta649031
〈gara＞ urigara207698
〈kaa＞

〈kaN＞

？urika：1241ら9

ΦuikaO124226／uriklan207469

〈kiNna＞kurikinna208660
＜（soizjaa）＞soi3a：725864
〈（saizu）＞safdz曲465979
〈（sorjaa）＞sorja：654337疑
〈（soNna）＞sonna368882

〈izjoo＞sottiid50：378745
〈無回答＞NR656673
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〈to

田中という人
juu＞tanagasantbju：∫ito565946／tanagasaNtoju：∫ito273405／
tanagatoju：〜｝ito375064，465842，479230，570235／tanagatoju：Cito472456／
tanagatoju：Φuto379109／tanagatoju＝∫ito172535誘，273405，562911，563867／

tanagatoj血：gfto472340共／tanagatoj曲▼gito471132／tanagatoj㎝：Φ写to462823／

tanagatoj艦∬to474143疑／tanagatoj曲・∬to272267／tana苫atoju：gito576180／
tanakasantoju：〜｝ito554855，750169／tanakasantoju：∫itoOa652720／

tanakasantoju：《｝ito180180／tanakasantoju：gitoOa657586／
tanakasaNtoju：qito177845／tanakasaNtoj田：〜昌to553915／tanakatoju：551820・
麟9850考共／tanakatoju：qito171籾4誘，轍769，妬鳳2，466722，467657，始8477，468911，560428，
561496，562219共，562394，563126，5働90，565664，565735，565780，566545，569305多，627712，628781誘，642293

電蓄，麟2649多共，醐16噺少，647237，備241，649696，6497！8共，649757共，麟9850考共，654109，
654337，654733多，657099少上共，657148，657332誘，658330，659420，662107，663521，663630，664232，664547，
665072，665631，672133，721920，723882多」723898誘，726948，734〜刃1，738398考，740015多，740252，740766，
740踊，741細，742138，742706，74鮒0，744072，744626共，7500妬，752116，752294，752393／

tanakatoju：gito：662297／tanakatoju：gitoga185185共，740180少，740586誘，746022少／
tanakatoju：gitoOa661589，663432，665243／tanakatoju：GitoN665243／
tanakatoju：劇to637890，638598，660880，662847／tanakatoju：Φlto641131共／
tanakatoju：Φuto463720／tanakatoju：Φりto＝〕a924994／tanakatoju：hito478147・
一313一

479238A,571Omp,571241,572351,635764,642157k,642537,642692,644513e>,6523871

tanakatoju:kata6S27201tanakatoju:mon547149,6412221tanakatoju:moN639711,

644695,7279S21tanakatoju:sito644693g,645424es2,646542ig,6475071
tanakatoju:s1'ga641287k1tanakatoju:fitoe72495,561328,564727,645729,649178F,
650066,650496,651541,652467g ,652720,6528522 ,653251,653sc1,653618,653842,655922,654079,65va53,
655824,65os16,659147,662el5,662070,663521,724897,7312gg,733681,756172 ss ,74051Og ,741151,743154,

75e391,839421#l1tanakatoju:fitoDa6650061tanakatoju:Jlto555785,557552,564897,
7420761tanakatojtu:gito171871,179454,180712,194262,473532,47mp5,555821,55en56,561567,565912,
569ed2,56op61,651127,651324,652232,652598,654612,656425,657543,657685,657743,6S8735,6711351

tanakatojtu:gito:459807/tanakatojur:gitoga084033,1835201tanakatojur:gitona

e71750,074669,173op8,186554,1920e51tanakatoj‑:gito5696161tanakatojtu:jatsdi4712151

tanakatojua:iito565912X1tanakatoyu:gito739363,83e08Vtanakatoyu:gitoN

7573po197hV>FzOVF""641918!9thF2VVb643951!Yt"Fx‑VF645655,645557,645760,6458391

Yt"Fz‑t5550816,554666,556529,561785,640900,643450,646977,647560,647712,6ca549,648658S,6495071

YthF2‑ebh"6ra521,751369

<to juwasu>tanakatojuwasuJito736172
<to juwareru>tanakasantojuwarerugito554855

<do juu>tanagadoju:gito5701401tanagadojua:gitoa378065!tanagadojua'gl'to3785941
tanagadojua:gito4706431tanagadojua:g1'to374598/tanagadojur:Ouatoea3747461
tanagadojw:J't'toa3752791tanagadojul:372549,3761751tanagadojut:g'i'toa5754591
tanagadojul:c1to4750661tanagadojul:￠utto3706811tanagadojtu:￠tpto3734141
tanagadoyul:￠epto3770331tanagaSojur:cito47462e!tanagaSojcu:no4752941

9t""F"2‑tM69894
<to ju>tanakatejugito660352

<do ju>tanagadojutgl'to57ed241tanagadojul￠utto2765131tanagadoyut￠tpto377e33
<to joo>tanakatojo:gito467545,469472,469546,561195,561520,562561

<to jo>tanakatojogitooa765931

<to iu>tanagatoiugito177072,2822491tanakatoiugito17S604,177845,564543,564611,S65541,
5689841tanakatoiugitoS666891tanakatoiuhito563565,563649,566851,5675261
tanakatoiuagito565396,6611151tanakatoiurcito56627819t"e>FlbltF556814,557979,
56605e,6508601Yl"FlbV">558878el>,651613S19t"F(btF556746,556910,557788,559742,651579,
65161311>,652655/Ythblb?,V558878

<do iu>tanagadoiugido462991
<to ii>tanakato1':￠'ito642049‑lt

<to eu>tanagatoeufito563218

<do eu>tanagadogulgl'to377464

<do ja>tanagadojagito37S213
<do e> tanagadoegito375213
<to zuu>tanakatozu:hito571394
<do zjuu>9t""F"V"2‑tF469894l
<to seu>tanakatoseugi'to563342
<tto juu>tanagattoju:gito567047

<tto iu>Sthv‑IOtF558774,5S9895'

<tu juu>tanakasaNtuju:gito731128

<te juu>tanagateju:fito2701411tanagatejul:g l' to276166!tanagatejul:c l' to4659791
tanagatejut'cl'to4711521tanagatejul:gl'to‑a'4701131tanagatejul:g'ito4751S8,

474145esS1tanakasanteju:gito758102es1tanakateju:gito6267e9,649696l,657379,
6594201tanakateju:Oito5463731tanakateju:￠uto5463731tanakateju:gaN560428‑F!
tanakateju:moN7258641tanakateju:1ito56e428ss,834S561tanakatejua:gito651735
l,656514,65950Vtanakateyu:gito758Zl
<(tanagaa te juu)>tanaga'tejul'g'I'to"3969
<de juu>tanagadejul:g'ito376242
<de ju>tanagadeJufito46e95S
<de ju>tanagade'"j'Sul￠1'to461963

<te
<te
<te
<te
<te

joo>tanakatejo:gito46ssOl,560557
jo>tanakatejogito765962
iu>Yl"Y(Ov">559589
eu>tanagateeurglto472145
u> tanagateurglto4710551tanagateur￠ptto3689561tanagateurodogo4710551
tanakateugito562394,564229,6557651tanakateufito655765
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'

<de u> tanagadeuglto460va7
<te o> tanakateo￠uto546229
<tee iru>tanakate:iruttJulnlng
<tte juu>tanagatteju:gito37ce49,"5ec2es21tanagatteju:gto575178es1
tanagatteju:JitoS740881tanagattejw:g1'to4743"1tanagattejua:JitoS649751
tanagattejul:q'i'tosc8882,4760531tanagattejul'g't'to4712401tanagattejul:g'ito
4730591tanaga'teju:g'ito3752131tanagatteju:￠uto372111il{1

tanaga'tejua:gitoa3733311tanaga'tejturgTto3n5121tanaga'tejut:g'ito3781211
tanaga'tejut'g1'to3744nltanakaQteju:hito478054,479238ges,&7ng5l1
tanakasaN'tejua:gito6697S91tanakat:eju:gito723767,725954,7269521
tanakat:eju:Jito72ng97esltanakatteju:5S18201tanakatteju:gito4os911esg,

477326,478sc9,560954,56nl9l,570185,57045el,57141e,572176es,662177,edsc30es,ed4232,ed50722,

665631,666249,670118,6za023,673026,751205*1tanakatteju:gitoBaed15891

tanakatteju:gitoNbo51401tanakatteju:gitobo26571tanakatteju:￠utova3720es/

tanakatteju:noNed42571tanakattejw:gito567177,576180,6624S4,ed5193,66S544/

tanakattejur:gitoae894411tanakattejur:gitoeae779os,5793741
tanakattejua:gito555819,573169,ed0736l1tanakattejur:gito4761e71
tanakatte‑jua'gito56029921tanakattejtu:kata5782251tanakattejua:fito6584ss1
tanakattejur:fl'to5730611tanakatteyu:gito830e811tanaka'teju:￠uto3720701
tanaka'tejua:￠uto3730431tanaka'tejul:Optto3740341tanatsattejtu:gito578123/
St"vYl‑tF55th95

<(tanakaa tte juu)>tanaka:t:eju:gito737030

<tte
<tte
<tte
<tte
<tte
<tte

iu>tanakatteiugito568806es1Yl"v7{OtF5S97as,650907
ijo>tanakatteijogito666781
u>tanakatteucito563178es
ii>tanagattel':gto577136
ee>tanaga'tee:g1'toS64973/tanagattee:￠epto364973
zuu>tanagatted‑zhul:c'ito474093

<tte soju>tanagattesoj's1'to3794n

<tte sou>tanagattesougito567047ts/tanagattesoul￠epto574106
<tte soo>tanaga'teso:ql'to57ecbo
<tte. sjuu>tanaga'tefu:fito3721111tanaka'teJu:gito3760571
tanaka'tefu:Outo376057
<cceu> tanagattseugito567047iS
<tte su>tanagaQtesul￠ulto2791571tanaga'tesut￠tpto374106

<tte hjuu>tanaga'tegul'g1'to374419
<tte heru>tanagaQteherul￠ulto277521ig
<tte hjeru>tanagattegerua￠urto3za331

<tte sjaberu>tanaga"tefaberu￠uto3731saltanaga'teJaberufito3721111
tanaga'teJabertu￠utto374106

<dde juu>tanaga'dejul:gito378121
<ti juu>tanakatijdi:gitoN66iL317
<ceju juu>tanaka'tsuju:gito835208
<ci juu>tanakatJiju:gito8sc232/tanaeatfiju:fito8sc231
<ci ju>tanakatJijugito836433
<tee> tanakate'gito37n421tanakate:￠'i'to6411311tanakate:mono6412221
tanakate:moN6413551tanakate:siga"1287
<dee> tanagade:g1'to575213/tanagade:￠uttosc49731tanakade:￠uttosc4973
<ttee> tanakatte:gito5ec229,56B806es,S741732,ed1589es,6662492/tanakatte:glto
569895,th1743/tanakette:gito557912
<tte> tanagaQtefito27511eltanakattegito18as21,ca754Sesg,467798,ito86Sl,5S7912,
565104es,5ed718,56nng,Sca9ec!tanakqttegitocass141tanakattecito560299,5ed177,569028!

tanakattefito561262,esOOsces

<ddee> tanagadde:￠uto3731se

<te> tanakasantefito566817
<teN> jamadatemmoN562484esg
<datte>tanagadatteqito5as025M

<cjuu> tanagaeju:hito479055,4ro1as/tanagatSu:gto5780841tanagatfu:Jito26e890/
tanagatfdi'￠'ito"5ac91tanakacju:hito478208,8506521tanakacju'hito739644,8315251
tanakacju'hitoga737497es,7sa5041tanakaeju:sito73n63,7394051
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tanakahant∫u：gito656330多／tanakasant∫u：gito738102誘／tanakat∫ju：gito
660368／tanakat∫ju：∫ito734265／tanakat∫u：gito465366，469811誘，567406，637458，637528，
638328，6脳87，638762，639386，639662，641570，642649誘古，654264誘，654472，654531誘，655280誘多，
657214老少，657332誘多，658088，660401，661368誘，661512，721950，727524，730522」34042，734121，734553，
736687，740586，740766誘少，740晩古，741634判型，830029誘，831372，832158，832268誘，832500，833242，

835430，836382誘，931167／tanakat∫u：g雲to566689，637890，639807，660781，730805，730837，831295，

834143誘，835175／tanakat∫u：Φuto833160／tanakat∫u：hit．0652387下， 730256，731307，732374／
tanakat∫u：jatsu734177，832595／tanakat∫u：moN639711，734177誘／tanakat∫u：∫ito
651386，652194，652289，653467古，653842，653922，655322，655945，657294，658145，659044，659300，659398，

731288誘古，7320951732167，732291，732456，733269，733434岬町，733681醗酵，734177，831163，831452，

833436，835428誘，839421誘／tanakat∫u：∫itoga740340，931346／tanakat∫u：∫itoN728424／
u：∫lto722975，724935，733132誘，735054／tanakat∫u、：∫u：642339誘／
tanakat∫
tanakat∫田：Gito465279，552789，554932，557480，558479，835374／tanakat∫uゑ：⊆昌to553777／

tanakat∫u：hulto824818／tanakat∫u盈：sito834328／tanakat∫

822996／
：∫ito750408誘，

タナカチュウシト641910／タナカチュウヒト651990／タナカチューシ735677，736613／タナカチューシト459766，551619，551775，

647995／タナカチュート737331参／タナカチューヒト552781，556512，636625，640900誘，642809，644968考，648658誘，
648848，649507誘，731665，732586，733638，734694，734754，735677，736209，736525，736769誘，737331，737412，
830370／タナカチューヒトカ

〈cju＞

、733397／タナカチューモン734426，736312，739070

tanakacjuhito738647，739563，830466誘／tanakat∫ugito750332／tanaka．．t．∫u∫ito

832440／tanakat∫ugito833350，837247／tanakat∫u且jat833350／タナカチュシト556637

〈cjuuN＞tanakat∫u：n《⊇ito831372
〈cjoo＞ jamad．at∫o：Φuto562484／jamadat∫o＝moN562484

〈cjo＞

tanakat∫ogaga561567誘

＜ccjuu＞tanagatt∫u：gto567969，573134，573277／tanagatt∫u：563917／tan昂gatt∫u：g；to

575161誘／tanagatt∫賦∫冨to572012／tanakaQcju：hito571241多誘／
tanakat：∫u：qito635938少，723882誘，728951／tanakat：∫u：moりga640743／

tanakatt∫ju：gitoOa569479／tanakatt∫u：652795，663078誘／tanakatt∫u：（3ito469906，
565308誘，567289，567566，567644，568667，568735誘，569305誘，57〜176多，649718誘古多，649850感嘆，

656387，658330多誘，664232誘，665631誘，738267／tanakatt∫u・qito662913／
tanakatt∫u：Cito726614／tanakatセ∫u：moN641854／セanakatt∫u：∫ito641659，645729誘，
652852，653618話，654951，662015誘方，662070誘，663018，740510／tanakatt∫ロ：∫itoN662354／

tanakatt∫u：∫毒to557552誘多，735054／tanakatt∫u：gita

555691／tanakatt∫眠gito

O77688，557511，558509，558656多，562022，568179，568426，574173，651074誘，651266，．651735少，652232誘多，

652598，655476，656423誘，660137，661008，663997，665193，665754／tanakatt∫u：gl．to569757，573169誘，

660736少誘，760863／tanakatt∫u：gi．to379141，649031／tanakatt∫u：Φuto379141／
tanaka￠七∫u且：（⊇ito467219／tanal〜att∫uユ：gito574271，578123／tana15att∫腿：￠毒to561848／
タナカッチュウヒト651909／タナカ

ッチューカ。ナカ。469792／タナカッチューヒト640769／タナカ

ッチューヒト560881
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<seezja‑‑>se:zjakara6466sc1se:zja:kara6466sc!se:3ake:6iL53311sje:zjakara646542

if!sje:zjake:"65421se:3ake:6442sc
<sozzja‑>sodd3akenga7sc1salsodd3asakainiS557851sod:3ake:6287811soQzjakai
7396441soQzjakara83D4661soQzjaki738cM･7l1so33ade652852
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〈soNzja一＞sond3ade652720誘／sond3akara562022／sond3aken744072／sond3鴫ara5618侶／
sond3asakai554742／sond3asakarai553915／son3aken734991考／soNd3akara468911誘
多，46981ち479230誘，560954／soN．zjakara4棚45誘，478054多，479055，479238多誘／soN3akeN

733976／eond3akeO7450↑9，746200／θond3aki741461／ソンシ、ヤカ
ソンジャテ、652655少
〈saNzja一〉サンシ

ラ469894／ソンシ、ヤサカイ556637／

ヤサカイ556695

〈sozja一＞sod3akara750332／sod3ake．n726614／sQd3akeN741151／sozjakara647483／
sozjakeni647侶3老／so3akara740252／so3aken麟9178／so3akeN740252誘／so3akini
740420，740510多

〈sezja一＞sezjakara646636
〈horuzja一＞horu3akeN732456

〈hoizja一＞hoi3ake648023多／hoi3ake：637806誘，637913，638920
〈heezja一＞he：3akara637528多／he：3ake：638762，647315／he：3akeN6471．65

〈hozzja一＞hodd3akai832595／hodd3akari832595／hod《丑3akai834556／hod33akara832500／
hoQzjakari831525／hoQzjaki738647
〈hoNzja一＞hond5akeO746039，747138／hond3asaka752294／hoh3ake648023少／hon3aken649696／
hon3akeN746022／hoNd3akara477212／hoNzjakarと478208，479123少誘／ホンジャキニ麟9407

〈hozja一＞hod3akede552789／ho3akeni741634誘／ho3akeN742138
〈hezja一＞he5akara638487誘／he3al〜in粥089
〈Nzja一＞nd3agafa466944／ンシ

ヤ力瓶ラ469792

〈assi2ja一〉？a∫∫id3aso：033080
〈zja一＞d3ajo：t：e659420再開／d3akara558656，639711共，659398古，735443，830081／d3akafa
652598少，659501／d3ake：637890，639711誘男，639807／d5akeN麟9031，722975／d3aki731288多／

d3asakai∬i659420照照／d3akai835428／d5akaT83粥6／d5aki：733434／zjakai．830652／
zjakara㈱513，働542誘上，麟7507考誘多，739405，739563，830466／zjakari831525／zjake
737497／zjake：644343誘，6 513誘，醒5424，編542誘多／zjaki・738504／3ade651735／3akara
6357酔，637458，637528，638328多，638487，639662／3akafa糾7237誘／3ake：638328俗，639386，645098，
麟5136，645285，647011，麟7315／3aken740180／3akeN麟8241，721920多，721950，726952誘古，727524，

734177誘，7側02考誘／5akeNga725脳／3akin7339隣古誘／ジャカラ557788古，566050，636625，
酔5557誘，麟7560，647712野趣，648521誘，酔8549，731665，736769／ジャキー732586，7謝26，735677／ジャケー
636625，643504，646430，736769／シ、ヤケン643504／シ甑ヤテ

、65緬↑3／チ

ヤカリ834584

〈sorezjaa一＞sore3a：ki：736687
〈soizjaa一＞soizja：de643705誘／ソイシ、ヤーカラ643655少新／ソイジャーケン麟3655誘多．
〈soozjaa一〉ソーシ

ヤーキー734754

〈seezjaa一＞se：zja：kara644693，646636／セーシ粘ヤーカラ645557考
〈soNzjaa一＞sond3a：kin．i744626／eond3a：keO746098／eo．nd5a：kini743640／ソ：ンシ、ヤーカ

ラ

469894多

〈sozjaa一＞so5a：ken740015

〈hoizjaa一＞hoi3a：keN733681考
〈hoNzjaa一＞hond3a：kini742462，743361／hond3a：kiO744245，744626
〈zjaa一＞d3a：ke742256／zja：kara644693考／zja：ke：642537／zja：keN647507／3a：ki：734553／
シ、ヤーカラ733638／シ蟻ヤーキー736613／シ

、ヤーケン734694

〈soizjaQ一＞soid3adde834143，835208／soi3adde833160，834328／soi3akka：931167／soi3adde
835175

〈soozjaQ一＞so：3atteN728424
〈sozzjaQ一＞sodd3akkeN727524／so3：ak：eN726948誘
〈zjaQ一＞d5adde831295誘，833242誘，8醐43，835175／d3add3e836231／d3add3i｛B5433，836382／
d5akkeN724935／d3adde831372，831452，832440／5adde832028，833350，834232，83526ち835374，837247／
3ak：eN728951

〈soozjaN一＞so：d3ande750472
〈assizjaN一〉？a∫∫id3aOkaraJliO33080
〈zjaN一＞d5aOkaraOO24688

〈sogeNzjaru一＞sogeN3arukeN737030誘
〈soreja一＞sofejade654612
〈soija一＞soijakafa656673／soijak壱730256多／soijasakai553777
〈soojaL＞so：jade656514／so：jakara555821，651215，653467／so：jakafa657685考／so：jake
730256／so：jakeN732095／so：jasaka750046考，750169／so：jasakai651127，651541，652232／
so：jatte657743／ソーヤサカイニ551775，556529／ソーヤテ、651579
〈sONja一〉ソンヤラ＝、559589

〈soja一＞sojade658438誘／sojageN655476／sojajot：e657379誘／sojajot：eni658330誘／
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sojajotte658088l{>1sojakara558509,65e496,651S24,651ss6,652120,653eOl,655161es,653561,
654264,6S4337,655280,6571vaes,750332,752116ig,7523931sojakaca6587351sojakeN742706!
6S.s:,il6e.lii:iii:,165iZSoZgl!,ls,i4;,e,tS7,ea2lj;:,i,i65i:8iSo,L,6ilg,l2ti86isige,Zs.esss,.l,6i7S,57,i,itap,,i?,il8i,ls9,i,g,il,2Ss6tl,:,2illii,iii,,7ig6gigi,ii8ii

ff1sojasakaL6512151sojasake555691,654472X,6580ssi,6590441sojasake:6570991
sojasakepi6575431YVh7550816A,559895,643802,6459Sl,64ng42,6449os,645839#,65517e,6560221
YV""(459766,554as6,556512,644968,646977,655170es,6560221YVtr"l=6449osss,645996,6560221

YV)=6477121IYaPE>7"6S19091Y?Hv76488ng
:S,".].g:;gg]:?･g"9.g6nsls6sS23125,i.j.kara6s4o7g,6s63s7l1sejakaca6ssso61sejasakai6575321

sejasakaini65633e,656387ss
<sija‑>sijasakai65642Sss

<heeja‑>he:jakara637458
.
551619,&7op51*?v"l=550816es1*?gyY6ng848 .

<hoja‑>hojasakaini5575521hojasakaL557511,55N79!hojasake5584791*?tr:5527811*Vtr"l
<ja‑> jagutu123238,12S0591jakutu116962,126e68,126116,1261n,l26192,127026,127105/jaturu

<sjaa‑>Ja:keni74034e}1Ja:keN740340S!fa:sakai6S5522
<soijaQ‑>soijakka:931167
<sojaN‑>Y"t,)t7"751S69

<soijai‑>soijaide:8n996

<jari‑>jariki207625,2085161jariki:2076981jarikidu207469,2e7696

<jee‑> je:kutu1251271je:tidu123199 .

<sore‑>sorede569e28,633906,652795,6621771sorefeN723882!sorefeNka:72ss981Yl/)"640900,

65eam
<sori‑‑>sorike733269esg1sorikeN7sc177esS,7342651soriki:7323741soriteN7257671
soriteNka723767
<soru･‑>sorukeN7279521soruSeN736172es1Y)Vlr;t756209,7S6312,739070

<suru‑>suruJeN724897
<soe‑> soede832158

<soi‑>soide830029es,831163,833242,834143es,855057,8352e81soigeN7289511soike7315a71
soikeDga7sc1211soikeN725954,733132,734042,735054

<soo‑> so:keN732095#1so:sakenja'467219
<see･‑> seeekaraM57mp

<soQ‑> sodde7ssn1,7ss267,739141,8501as,83e3391sodden7266141sod:eka:7381021Yyii'"556746,
830570
<soN‑> sonde555691,557912pa,7431scleonde7415741Y>7"557979,559742,650"9

<hoi‑> hoide659147

<hoN‑> honde652467,6534671‑T ,6621771,7539041*)t7"5S9589

<he‑> hekeN730Sn

<sogaN aru‑>sogaNarukeN737096es
<sogaN suru‑>sogaNsurukeN737096
<assi aN‑>?affi?aekana022896
<?ugasaaN‑>?ugasa:ekl'027651
<?ugassuN‑‑>?ugassuDkara024801
<?ugasina‑>?ugaJinatl'027597
<gassju‑>gaJfukutu121588
<gaN‑> gambo:024731‑F
<aNsu‑>?ansuturu123352
<aNsi‑>anfibadu21S151
<aSSi‑>assipatu214152
<asi‑> aJibadu20ca07
<a51'‑> as'ibadu215121

<ai‑> aituridu20866e

<iSS1'‑>iss1'badu215017

<Nni‑> nnibidu207220
<ijuju‑>ijujugara209560
<(gaNsiidu)>ganJi'duOrv4fo
<(gaNsiN)>ganJie024731‑lt
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〈（aNzi）＞and3i208603
〈その他＞ho：rjamiro：737030／ja：115792／ja：ja：124226／ja：uri1241ら9／miesora832268疑／
mitemiro739276疑／soremina651266／so：rjamiro：737030／？ure：jaO24688／？uri125104／
ソレミヨ650907／ホレミヨ556910，651990

〈無回答〉？ani：t∫ano：？arani123172／ju：kotokikanke：636860考疑／j眠tabatt．e824818／
so：jul：kotoittanonijarωkara194262／オレカ。ヤルナトイッタノニマタヤッテマッタヤナイカ558878／NR
559姻考

35

だから

く一kara＞q6dakara372331／dakaraO71750，07242㌔074669，07768臼，077988，089441」71871，173928，174381，
174755，175604，177072，177845，179454，179994．，180雪80，180712，183520，186554，192005，270141，272025，282249，

465糾2共，4鮒2共，46肌77共上多，469546多雨，469695，479238共，555821，561328，562219多，562394，
562561，563565，563649，564475，564611，564690，564727，564897，565274・，565308，565333，565396，565541，565664，

565735，565780，565912，566278誘，566545，566718，566817，566851，567047．，567289，567526，568122，568426，

568529，568667，568806，569305多，569616，569757，569961，573169，576282，578084，634脳，634968共，637806疑，
麟2049，642339共，643151疑共，二二04，652720，653161，654733，657148，660034上，660736，660781，660880，
661115考，661368，661589，661743，662107，662297，662354，662637，662847，662913，663521，663814，664125，
664547，665072，665140，665243，670004，670097，672023，672133，673026，726952節気，731288，734177考，734991

考，736172共，7鋤47，740180少，740340，740586新，740766誘，839421，924994／da：kara569662，6617｛B，
663630，663997／dakarana：670004／dakara643794，646178，657586，657685，750408／dak11｛ara565946／

d3akara558656，639711共，659398古，735443，830081／d3akara652598少，659501／Φundakara
561328古少，569479，5720脳，660401，665631誘／he：jak：ara637458／he3akara638487誘／

he：3akara637528多／hod33akara832500／hondakara185185，．47晒3，569305少，660368／

hondakafa553980／hoNdakara571394／hoNd3akara477212／hoNzjakara478208，479123少誘／
ho曜dakara471523／ndakaraO77688，568984，569895／n：dakara665631／ndakara！86821／
Ndakara468845，4689質，479230，570185，570235，570430，571029誘，571241，571394，571研0／s鐙色kara

645729／se：dakara663521誘老／sejakara654079，656387多／sejakara655506／sezjakara
646636／se：zjakara646636／se：zja：kara644693，酔6636／si．takara4儲5多，571394多／
sje：zjakara働542誘／sodakara470643古老，564229／so：dakara27脚5，566689，567566，
567醐，568735，572084，574088，651541疑，660536，661512，663432，665072，665544／soddakara464356，

563342，670118／sod3akara750332／so：d3akara659398新／so：d3akafa658735／soidakara
O72495／soid5ak昂ra931346／soijakara656673／soizjakara647483／sojakara558509，650496，
651324，651鋤，652霊20，653001，653161誘，653361，654264，654337，655280，657148誘，750332，752116考，752393／

so：jakara55582ち651215，65粥7／sojak：afa658735／so：jakafa657685考／sondakara467798，
561262多，561328古謡，5酔229，5677総，573061，669759，760863／sond3akafa562022／sonnakara
578225／soNdakara478054，570140，571029多，572176／soNd5akara46891i誘多，469811，479230誘，

560954／soNzjakara4儲5誘．478054多，479055，479238置場／soNdakara272267／
soQzj．akara830娩／soredakaraO71750，28224ウ，466722共，563178新，564543，5麟727，566278，567318，
567406，568179，569305少，569547，637711共，｛め2454，663521，665006，665544新／sored3akara638598／

sorezjakara麟7銘3誘／sottakara579374／sozjakara647侶3／so3akara740252／
suidakara5鰯73／∫itakara173928誘，重77072，272025誘少，465842多／？ugassuOkaraO2給01／
undakara661368誘／zjakara麟513，6価42潮上，畿7507考誘多，739405，739563，83働6／
zja：kara踊93考／3akara6357麟，637458，637528，638328多，638侶7，639662／3akafa647237誘／
ジャカラ557788古，566050，636625，645557誘，麟7560，麟7712老誘，6侶521誘，6鰯49，731665，736769／
シ、ヤーカラ733638／セーシ、ヤーカラ酔5557考／ソイジャーカラ麟3655少新／ソヤカラ550816共，559895，643802，
643951，64鱗2，｛淋968，麟5ε39考，655170，656022／ダカラ556814，557788，558774，559768，641918，645760多，

麟8521共，648549，650907／ホンタ、カラ備658多，畠9507
＜一gara＞dagara172535，372242，374419，378745，379506，妬9906，472456，474620，476311多，479123，562銘9，

579139／daxara566919／ΦeNdagara374422／Φudagara462991／hOdaxara574271／hodagara
471598，473335，474295／hodagafa463969，465869多，465979，474093，476053／hondagara5麟975／

hondagara470593／hoNdagara378603，470445／h6dagafa475066／ijujugara209560／
ndagaraO84033，376175，376242，378594b379141男，471460，472145，472340誘，474329，475376，476311誘，
567969，573悩，573277，577136／ndagafa462823，465869誘，473059，473158誘，474093多，474143／

ndaxara576180，578123／nda】〜afa476107／nd3agara466944／ndagara373138，376593，376686，
377464，379109，475294／Ndagara477326，572351／Ndal〜ara478369／僧dagara379626，473532／
Sodagara375064，471215／sondagara563218，563867，563917，572012，573061，575161，575178／

sonda：gara376624／sond3a暑〜ar．a561848／sonnaxara578225／sondagara374676，378311／
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soNdagara478147/soNdatsara469906S es /so"dagara37846S!soredagara273405S ,
277521,375064,562911,563867!sddagara379422/fitagara177072S1Y>V
"v"")4698941
y'vs"v‑h")46989421>)":t,""74697921>Y""")560ee1

<‑‑hara>hondahara665754

<‑karani>?aJJid3ankarapi055080
<‑karaN>dsagkarap0246os
<‑kana>?affi?apkana022896

<‑kari>hodd3akari8325951hoQzjakari831525!zjakari8315251J"t,]b"J834584

<‑kai> dakai671155/d3akai835428/hodd3akai8325951hoddsakai8345561soQzjakai7396441
zjakai830652
<‑kat> dsakaT8S3436
<‑deoai>daddeoai8sc142
<‑kee> dake:6549as,635843ss,635958,655961,640492,640743,641500,641570,641622,641659,643151,

643300ss rt ,ec4055,646178,738398es 1d3ake:657890,639711es S ,6398071he:3ake:638762
,647315/

,h,g,Lia,kje,:,6g7e.O.6,es.;2ilg21?6,3g9,20,i.n,d.a,k,k,,2,:,3es'77]9,1,s,e,:,d.a,k.e,:,g4,l,i16/,64.3e.O,4?.Age,g,?,g,kste:i

,6430531soid3ake:730805!
soedake;5462291soedake:6433001soidake:635843g
soid3ake:7308371soizjake:6426921soi3ake:6441611sondakke:3777191soredake:
635843,6440351sorendake:63695251sore3ake:6426491soce3ake:6482271so: 3ake:

642649l1se:3ake:6442341zjake:644343es,644513st,645424,646542ssg/zja:ke:6425371
sake:638328rs,639ss6,64S098,645136,645285,647el1,6473151)"vtr‑636625,643504,646430,7sc7691

S"tr‑‑640769,64g900es,645450 ･

<‑ke> d3a:ke7422561hoisake6480231lhon3ake648023el>lso:d3ake627712eslsoedake
5462291soijake730256Slsoike7313071so:jake7302561sonnake7332691sorike733269st

91so:3ake7302561zjake757497
<‑ke> da:ke466642
<‑keni>ho3akeni741634ss1soedakeni546229/sorezjakeni647483es1sozjakeni647ng3
Z/Ja:keni740340l/M?tr:552781
<‑kene>dakene554932
<‑keN> daken642157,642295,739363/dakeN64135S,7302561dakeN6420491d3akeN649051,7229751

dsakkeN7249S51(fakeN732167/hekeN73e5221he:sakeN647165!hodakeN649718,6497571

,740510st 740846!hond3akeg746059
t> ,
,7471381
hoi3a:keN733681g 1honakeN649850g
hon3aken6496961honsakeN7460221horu3akeN7324561ho3akeN742158/so?daken5471491
6412871soddakeN737399/sodd3akkeN7275241sod3aken72fo141
so:daken641n2,
sod3akeN7411511soedakeN5462291soedakeN642559fi1sogaNarukeN757096es1
,733132,754042,735054/
sogaNsurukeN7370961sogeN3arukeN737030ss1soikeN725954
sojakeN7427061so:jakeN732e951so:keN732095X1sond3aken7440721sonnakeN732095!
son3aken734polg/soNsakeN7339761sore3aken7420761sore3akeN7219201sorikeN
7sc177es ,7342651sori3akeN721950sclso:rlraken6411511sor:jakeN626709!sorukeN
l
7279321so3aken6491781so3a:ken740015!so:3aken740180g1so3akeN740252es!
so3:ak:eN7269nges1so:sakeN7322911fa:keN74034091eond3akeo745019,7462eO1
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475376共，565912／uetanoni564975，565396，565946，567177，568426，569616，569757共．．，569895，569961，
579374，654612，655506，656423，656514，656673，657543，657586，65768〜，657743，658735，660736，661115，669759，

670097，750408，750472／ue：tanoJli466642／uetano∫1冗573061／㎝ete∫imattanoniO74669，179454／
uetanoni575161／咀e願no．ni379422多／田edanoni372242，378594／．u￡tanoniO89441，183520／
田etanonf192005／田itanoni564897，566718／腱．edanoni272267，470445／面edanonτ374791，376593，
462823，471240／『edanon1473059共／medano頭275456，2773！2，278515，279038疑，370448／
medanon1378745／皿edanon1373603，374419，374422／wedanon了371648，373414／イェタノニ559742／
ウウェタノニ560881／ウ曜日ノニ556746，556814，557788，558774，559589，559895，566050，640769，640900，641910，

641918，酔2809，643450誘，643504，643655，643802，64395ち麟4糾2，645557誘，645760，麟麟309647560，647712，
647995，648521，648549，648658，649507，650649，650860，650907，651579，655170，656022，731665，736769，751369／．
ウエタ

ノニ469894／ウエトイタノニ651613

〈（uetaNnoni）＞uetannoハi639711／uetan：oJIi659398／ウエタンノ：＝644968，646977
〈（uetoNnoni）〉ウエトンノニ645839，648848

〈nonu＞

熾edanonm476107／｛勧edanon〔血377464／w農danon1血470593

〈none＞uetanone鰍77誘少，557552
〈noNni＞uetanonni467219／田etanonni465279／ウ工タノンニ655170，734426
〈noi＞

ウエタノイ736525

〈noe＞
〈nON＞

uetanoe642692／uetan6e643404／ウェタノェ643504
ウエタノン640900

〈nani＞曲edanan1471240，475066多／血＾edanani465979
〈toni＞ uetatoni628781，723882誘多，723898誘，726952誘，727932誘／we：tatoni835374
〈toi＞
〈tON＞

uetatoi834232／ウェトルトイ731128
uetatoN721920，721950言舌

〈doni＞ uet∫oddoni726614
＜soni＞ uetasoni637458，637528，638328，63脳87多，639662誘新／ウェタソニ636625
uetasoe638328，638487
＜soe＞
uetase：639386
〈see＞
〈（uessee）＞ujeSqe：83623雪

＜（uesseemo）＞ujeqqe：mo836231
＜〆honi＞ uetahoni730522
＜hoe＞
uetahoe639386

〈ni＞

juetaρi662297／juwetani546373話／nabeto＾a∬i．765962／uetadani655945／uetani

5箱229，547149，554855少，566689，567566誘，633906誘，63銘灘，635843誘多，637528，638侶7古，641570，
麟2339方，麟3151多，644035，652852，653618，654733誘，655765，655824誘，655945，656816，730256，741574，

743361，7赫245，744626古／ueta＝ni660781／uetan5a，i粥023／uetaJli563178誘，563342参，566177
多，567318誘，568122，569028，651735，660034多，662015誘，662107，662354，662913／uetoita∬i643176／
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727932，738398／ky：nagara652852／tabenagaraO77688多，171871多，183520上，186554多，194262，
272267，465279上，468477上，560299，561520，564727，566689，567748，568806，628781，638328，639386，639662，
643705誘 ，644693，645098，646542，647507，652120，653922，654733，654853，654951，655280，655765，656816，

657148多，670097，721920新上，730256多血，730805，732374，733904，735443，737497多，740180多，740252

少，740340，740846，741151，742076多，746022少，836382新／tabenagafa647237多，6偲023上少／
tamoinagara831295，834143誘，834232上／クイナカ ラ636625，641910，641918，643450，643951，644842，
645760，646977，655170，734694，734754，736525，751369，830370／クィーナカ ラ6ら6430／クサガラ834584誘／
タヘサカ

ラ561785，64G900，647712共，648658，733397

〈naOara＞k￠田enaOara374746／kenaOara379422，471460／k￠naOara376593誘多／k。岨naOafa
462823，473059／kΦ＾｛血1naOafa463969／k＾φ＾｛血1naOafa471240／k＾o＾加naOafa473158／

kφ如TnaOara461963／ki：naOara924994／1｛fnaOara368956／kuenaOara568984／kuinaOara
O72421，↑72535，174381，175604，177072，177845，260890，270141，272025，2734・05，282249，375064，376057，377261，
379109，460953，462991，464356，467798，468911共，469811，478054，557552，560954，561262新，562219，563867，

567047，567289，568667，568735，569305，569479，569547，570140共，570185，571029，571410，572176，572351，
574088，578084，645729，650066，652194，652467共 ，652720，652795，653001，653251，653618，655945，656330誘 ，

658145上少，659300新論，660034，660368，660401，660536，660781，661512考，661589．，661743，662177，662354，
662454，662637，663078，663432，663521，663630，663814，664125，664547，665072，665140，665243，665631，666249，

670118，740510新，750169／kuinaりgara740420／kuin崩ara650496，651386，652387，654531／
kuinagara746200／kuinaUara379141／kuしnaOara563218，564229，567318，567969，573134，575178，
577136／kulnaOara375213，468845，469906，る77212，477326，478147，478208多，478369多，479055多，479123，

479230，570235，570430，571241／kunagara373138／ku：naOara372111，375213，832028／kunnaOara
375213／kunnaOara372070，372111／kut∫iuOo1｛a∫ina竃〕ara175604／1｛臓enaOara471215，472456，
473335，474620，475294／kuena翼〕ara472340，476107／kω∈｝naOara372242，372668，374598，378311，．378594，
379249／k田inaりaraO89441，173928，180712，373331，375279，459807，470643，471055，472145，473532，555819，
555821，557480，558479，558656，559481，561848，563126古論，564897，564975，565104誘，565274，565333，565396，
565946，566278古，567177，567904，568179多，568426，569616，569662，569757，569895，573169少，574271，575161，
576282，578123多，579139，579374誘，651074新，651266，651324，652232，660137，660736，661008，661115古多，
664317，665193／ku且ina＝〕ara371070，552789，562022，652598，654612，655476，656673，657685考L，657743，

658735，750408／ku畳inaりara378065／k斑lna竃〕ara566919／kuしnaOara557511／ku鳳1na夏〕ara377312，
378745，460927，562889，572012，573061／kunaOara372331／klu塁：na竃〕ara475376／ku髭na｛〕ara373043／

k田nnaOara375389／k〔血enaOara360946，474329／k薗enaOara373577，374676，374791，376593，376686，
377719，379626，470593／kmlnaOara372549，374106，375459，376175，376624，378121／k憩fnaりafa465979，

466944共，470113，471132，474093多，476053／krfnaO．ara368882，475066／k酬naDara374034／
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272025，273405上，275110，282249，375718，471598，478054，553777，553915，554855，554932，558509，562394，
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568984，569961，571394多，573277，576282，578225，652467共，649850共，653161，654079，654109上，655322，
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752116／tabenaOara553980，554742，652598，655506，656423，656514，657586／tabenaつgara740420／
クイナカ。ラ459766，469894多，552781，556637，5567妬，556814，556910多，557788，559742，559768多，559895，
560｛妃1，644968，645996，650649，650860，651613，651909，651990，652655新多，656022／タベナカ。ラ550816共，
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640900es,642809,64ss02,646977,647po5,6ng521,6488ng,649407,649507,656022,7sc769es/YA"{y7645839,
"7560,647712,648521,648549,648658es l
<mote> kuimote648241,6S3467,6570po,657mp4,658ess,658145es l ,659044,659S98,740340l es ,75e046,
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<sama> kwe:sama562484

<sani> P‑‑":559589
<gatera>kuigatera654733es 1ky:gatera652852st l 1tabegatera654951 es eS>
<patera>kuiBatera652795,655945!tabepatera652720su!c7Jr""iì)559768est{>,652655'EIIG>

<gaeura>kuixatsura662297ss

<o acura>kuipatsuraed2177es tr ,662354eS> a ,663078st ?tr ,663432es ,663521 es ,664125es ,664232,

664257,ed5140ss,ed6249ss1kuaiBatswra6643172,665193es1tabepatsura662070es,6"257

<Baccura>kuipattsura663018
<gacina>kamagattina1251e4/kamigatJina1241491kamjagatfina0247511ke:gatJina
1271051kwe:gatfinalnlngiS

<gaciina>kamagatJi:na126068
<gaciinaa>kamagatfi:na:116962,1261221kamigatfi:na:125059
<gacunaa>fo:gatsuna:21S151
<gacunaN>fo:gatsunan215121

<gasl'na>fazl'gasl'na215017
<gacjana>kamigatfana029466!kamja:gatf̀ana024688!kaogatJ̀ana022896/ ‑
korengatfana121se8
<gacjaN>kio:igatfaNe27597
<cjagena>kamitfagena027651
<gaci> kwe:gatfi125127
<gacii>ka:gatJi:1231991kamagatJi:124n6,1261celkwa:igatfi:1221ng
<gasii>kwajagafi:1261161kwe:gafi:127026
<gaNna>kamaganna02ngOl
<gaNnaa>kwa:ganna:123352
<gaNsaa>kwe:gansa:1232ss
<gatana>kame:gatanal15792
<gata> kame:gatal15792
<tanaa>eoitana:207696
<taana>vvaja:ta:na208660
<taanaa>￠aita:na:2e8S16
<taNnaa>eaitanna:207698
<ttanaN>￠aittanan20eee3
<datana>haidatana207220
<taanidu>￠ainta:nidu207625
(cana> hentsana209560
<ciinja>ke:tJi:nja123172
<sirja>kami:firja024688
<dunaa>￠aiduna:207ca9

<kaejeeN>fukatJe:n20as07
<ssjeeN>faufJe:n214152
<keeN> fuke:n20ose7

<(kuikui)>kuikui"ssOl,4655boS ,465ec2,467657es IEIf ,"9811es ,478054es g ,S462299 ,546373,
547149,551820,557552 es S ,571029 es 9 ,571394 es ,5720at,5M351 as 2 ,628781 as ,6339e6,641500,

"1570,M2649es 2 ,"26ceas ,643176,"3300,"3404,"4035,"4161,6442sc,"4513es S ,6iva693‑IC ,
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645285，645331，645424多，646542誘，646636，647237誘，647315，647483誘，648023多下，648227，649031，
651541，655824立山，657214多，657332誘多，661368，661788，662297，663432，721920少，723898，736138，

737763酒盃，739563多／kuikui662107／kulkuT468845多義，469906多，477326，478147誘多，478369
誘，479055古；479123少，479238，570235多聞，570430多気，635843／k面kui470643誘，555691，575161，
578123誘古，640492多，657543，665754，666781，760863多／kmik岨641287／k鵬kmT465979多，642049誘／
km＾TkΦ雪466944多，474093，475066／騨1ゆf465869多／クイクイ469792，469894誘，556529，556695，560881
知多，561785，636625，646430誘，736312

〈（kuekue）＞k田ek田e476311
〈（kwiikwii）＞kwi：kwi：644343考，839421／苓i：墳：931346
〈（kwikwi）＞k》ik》i641355誘方，642339
〈

（1【i

il｛i

i

）

＞ki

＝ki

：724935

〈（kuukuu）＞ku：ku：634834，635764，635938，636860，636932，637458，637528誘多，637711，637806誘，637890，
638328誘多，638487多，638598，638762，639386誘，639662多，639了11誘，639807誘，642293，642692，644161，

644343誘，644513誘，644693誘，645098多誘，645136，646178，646542誘，647011多誘，648089多誘，
721950，727524誘多，728424，730256少，730522誘，730805，730837，731128，732167，734991古方，738102，
743134誘古，743640多，744102，744245古，744626古，746039，746098／k ：kU：641131／kω：ku：824818／
クウクウ739070／クークー643504，643655感，645557，731665，736769古

＜（tabetabe）＞tabetabe551820，554855，573169多，574173，574271誘，576180，577136，578123誘少新，
578225，628781誘，644693多，647237誘多，647507，648023多，746022多／タへ、タベ550816古．

〈（taberutaberu）＞taberutaberu638328，638920，644693，730522，734991古方／taberutaberu
637913，647165／taburutaburu730256
〈（kuikuina）〉クイクイナ737331参

〈katade＞kuikatade738647誘／kukatade831295，831372誘，832268，833242，833436，836382誘古／
ku：klatade831163／kサkatade835175／k川katade833350，834328，835374／tamoikatade831295／
クイカタデ737331誘，830370参誘／クーカタテ

733638，736769古誘

〈kadade＞pukadade836142
〈kataze＞kuikata3e832595
＜katazi＞ku

katazi738504／kukata3i834556，835428誘古／ku：kata3i73踊34，734553，736687／

クイカタジ737412古／クーカタジ732586，734426

〈katazii＞クーカタジー734754古，735677，736613

〈katasi＞kuikatasi739644／ku7katasi831525／kuka．ta∫i832440

〈katasu＞kukatasu832440
＜kadaN＞kukadaN836231
〈kattosju＞ku▼katto∫u831452
〈kacugo＞kuikacugo739405多考
〈katakeni＞ku：katakeni652720，653618誘
〈cucu＞ kuitsutsu657148
〈cuu＞ kamja：tsu：033080古
〈ruu＞

kamja：ru：033080

〈（kutte）〉クッテ558878
〈（tabete）〉タへ、テ551619

〈（kuttede）＞k田ttede471055

〈（kuttamama）＞kut毛amama375064／kuttamama379109

〈その他＞ku：taranaNtara∫iteikuna739276疑／ku：teikaNdemo739276疑
〈無回答＞NR734265
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買物がてら

〈gatera＞kaemonogatera637528，641355，麟2293／ka￠monogatera546229多，741151／
ka皇monogatera642049／kaεmonogatera643300／kaimongatera56娼97少，652289，655280新，
657099，663997／kaimonogateraO89441，171871，179454，183520，186554，463720，465366，465842，466642，
妬7219，469472，555785，561520，563565，563649，564543，564611，564690，564727，565308，565541，565664，565735，

566689上，566817，567406，567露，568806，6粥68上，635764共，635961，636932，637806，6詔328多，638598，
638920，麟0948，641500，64！570，641622，酔2339，642537，642649共心g643151，醐睾61，傭93考，645424，647483，
備24重，649178，652120，653922，654733少，654853，655765，656816，657214，658330古謡，659300誘少，672023，
672133，723882，726948，730805，730837多，7312銘考，732374，733904多．，悩991，735443，738398考証，740015
多面，740252，740340，740420，740766女，740846，743134，744102多，745019共，746022共，830081／

kaimonogatera637913，麟3794多，麟7165，647237，6侶227少，65細2，656514，658438，658735，750472／

一354一

kaimonoxateraS590741kaimoDgatera560428,639711,656ss7steb,657332,657379,659398,
659420,722975,733681,742771,746098A1ka1'monogatera376242,6412871ka1'monogatera471132
es1kee:monogatera642692,643404g,643705,644513X,644693es,6tL5424es,646636,650e661

ka):monogatera6455511kee:moNgatera6418541ke:monogatera6549511kemongatera

833160,833242,834328,83S1751ke:moNgatera727932,7361721ke:monogatera647507g1

hl{7""7)64e900,641918,645760,647S60,6ng549,649407,756769,751369/"(E>""7)64ss02,643951,
644842,647995,649407,659044‑lt,731128,7574121"x‑E7Jl"77643450,643504,6436551*?‑f7h"Y)

6455571"7‑E>""7)6455571iv‑E>""77737331,739e70,850370/V‑‑f;t""777325ee

<natera>kaemonooatera469811S1kaemonooatera563218g,564Z9‑lt,5704SOel>es1
kaimodooatera1801801kaimonoatera6532Sl,6553eees,6S8145,74270611
kaimononatera074669,077988,175604,177e72,177845,179994,180712,192005,260890,270141,5S48S5,
555691 es ,557912,561262# ra g ,562219,562911,563126,564975,565104,565333 es ,565912,5ed278,566939,

568122,568179es,568667,569028su,569305l,569895,S740gg,645729,652194,65n32,652467ig,653001,
654079,654109,6553za,655945,660157,660536es#,660736,660781,66e880,661115,661589,662070as,662107,
662847,664547,74051O‑t tl" ,742706,7512e5,752116,752393A !kaimononatera652598,655476ilf ,

656423,657543,659501,7504081kaimonoOatera654531ll>1kaimop:atera656330,750352!
kaimoopatera557552,650496,651074,651127,651541,65173S,652232es,654337,6S4472,662657,750391,

9311671kaimooDatera552789,562022,655506,657743!kaimopOatera652ss71
katmonooateraS58479,558S09,5586S6,SS9va1,651215,6512ed1kaLmouDatera557480,557511g,
6513241ka1'mononatera374034,378121,562ee9!ka'i'monoDatefa37107e,5730451

kee:monooatera6527201ke:monoDatera662354,6656311ke:monoeatera464356!

ke:moBnatera579139ll>,6527201kjte:monooatera6S27201"‑E7)10J)459766,551775,556746,
556814,55691O,557788,557979,5S8774,55ee78,S59589,559742,5597os,559895,566e50,6̀UL9os,645996,650649,

65086D,650907,6Sl579,651613,651opO,656D22/"･(E>JIO7̀)550816,551619,552781,5546ed,5565",6560221
trx)7‑E7)JO7̀)65265S/tr‑E7JIOJ̀)560ee11tr‑E.,"eì)469792

<gadera>ka1'monogadera379506
<uadera>kaimonoeadera3791091kal'monoeadepa46S869e,47el131keemonopadera5781211
tr‑E7"OY")469894

<katera>kaimonokatera185185
<Batara>kaimopnatara653467
<gaterani>kaemonogaterani63966221kaimongaterani654264es!

kaimonogaterani194262$,546373,6404eq,655361,7305ee,753976'i!lg,7sc991,7sc158#,7441e2

g1kaimonogateraJii561328,645136,6490311kaimonogatecaJii657as5g1
kee:monogaterani65eOaslke:monogaterani641659!ke:moNgaterani7219201

ke:mopgaterani465279!"(E7""J ):6495071"lf>t"" ii "):647995,649507

<Daterani>kaemonooaterani46po061kaimonooaterani65sc181kaimoo:ateraJii656387
S,7503521kaimoeuat,･erani4,598e7

<gateraa>ke:moNgatera:737030
<gateree>"r‑‑E2""7)x‑643504
<gatarani>kaimonogatarani6440351kaimonogatararii646178
<daterani>kaimonodaterani741634
<gacura>kaimonogatsura627712lkaimonogatsurra6667811kja:moogatsura727S24,
728424

<oacura>kaimonoDatsurath2070esel>,662177,662454,ed3078es,663521esZ,ed4232es,ed4257,
665006,ed5072,665140,665243,6ed2491kaimonooatsurra6651951kja:monogatswra6645171

"({7"O V7559742N

<naccura>kaimononattsura665018
<gacjura>kja:mongatsura726614
<gacira>kaimonogacira7391411kaimonogattira72ss98,752e951kaimoegatJira730256
2,732095as1kee:moNgatfira7370961ke:moNgacira7377631kja:moNgatJira725864
<gacirja>kaimoNgacirya738nl
<gacurjaa>kja:mongatsurja:735054
<gaciraa>kaimonogatJira:7as767,726952
<gaecjaa>kaimonogat:Ja:728951
<gaeire>kemoegatfireesOO"es
<gasira>kaimonogafira670097!"v‑E>"'"))736S12
<gacu> kaimonogatsua765962
<dacura>kemondatsura835430 es ilf

<dacira>kemondatfira835374

<dacure>kemondatsure831295es,832158,83n68,833242esl,854143es,835261,es6382es1

‑355‑

kemoNdatsure835208
<decura>kemondetsura831452
<daciree>ke:mondatJire:824818
<daziri>kemonda3iri852028
<dacide>kemundatJide832440
<dadde>kemundadde83244gili
<gaddee>ke:moNgad:e:721920i!f
<daci> kemondatfi835057
<sigatera>kaimonofigatefa658438
<sinatera>kaimonoJinateca657586

<siigatera>kaimonSi:gatera654109A
<siBacura>kaimonofiDatsura664232l
<(kaeDatera),(keeeatera),(kjeenatera)>kaelatera652795!kee:patera6527951
kjee:natera652795

<seegacina>ho:imuNJe:gatfina122148
<saagacina>ko:imunsa:gattinal25104
<sjaagacina>?akip6fa:gatfina024731
<(koogag1'na)>munuko:gats1'na215151
<siigacinaa>ho:imupJi:gatSina:1271051ho:munufi:gatfina:124149

<soogacinaa>ho:imunso:gatJina:123199
<sagaciina>ko:imunsagatSi:na126068
<siigaciinaa>ko:imupJi:gatii:na:116962,125059
<sagaciinaa>ko:imunsagatfi:na:126122,126192
<S1'gas1'na>ka1'munus1'gas1'na215017

<siigasiinaa>ko:imuofi:gafi:na:127026
<siigacjana>ho:imunfi:gatfana029466
<sjaagacjana>kwe:muoJa:gatJ̀ ana024688
<(haigacjana)>xaigatf̀ana022896
<siNnja ?ikjurugaNcjana>he:munufinpa?ikjurugantfana121388
<sjuNgaNcjana>he:munufuDgantJana121ss8
<(keNcjana)>srnamunukentJana209560
<(koogacunaN)>ko:gatsunan215121
<(kooigacja)>ko:igatia027597
<(kooicjagena)>ko:itJagena027651
<(kaukacjeeN)>munukaukatJe:n206807
<seegatana>ko:imunse:gatanallS792
<Sl'ragaNna>kaimuoslraganna024801
<saagaNnaa>ho:imunsa:ganna:125352
<seeiciina>ho:imueJe:itfi:na123172
<seegaci>ko:imunse:gatfi125127
<saagacii>￠o:imunsa:gatfi:124226
<hagacii>ko:munhagatJi:126116
<siigati>￠o:imunfi:gati125238
<sutanaa>kaimunusutana:208516
<(kaidatanaa)>munukaidatana:207220
<(hajataanaa)>munuhajata:na:2e8660
<suutaaraa>kaimunsu:ta:ra:207696
<sittanaNdu>Sinamunufittanandu208603
<Sl'taNnaadu>kaimunus'itanna:du207698
<suNtaani>kaimonosunta:ni207625

<siidoonaa>kaimunuSi:do:na:207469
.
<cuideni>kaemonotsuideni6375281kaemonotsUl'denl'641151,641222esgl
kaemonotsuideni468911,570140S,570185,639ed21kaemonotsu'i'deni477212,5702351
kaimonocuideni739S65,8306521kaimonotsuideni1756e4g,272e25,2734e5l,27511O,373138,
567526,5675ed,5osSpa,5os73S,5os98tLes,5693e5,6267G9es,628781,633906es,6349as,635ec3esl,639ss6,
M9696,"9718,649757l ,6S2852,653001 g ,65576S,660401,6613os,663814,670118ig ,733976ff lb ,737399,

73op76,74051O,7405as,740846,7421389,744072,744102l1kaimonotsuideJii467657,46ec77,563867,
5ed718,647011,6nge23,652467ig,653161,654531g,6595eO,8334361kaimonotsuideni372111,3760571

kaimonotswideni559074S,574271,S781251kaimonotsurideJ)i567177,569757,569961,ed9759

g,76e8631kaimonotstu;deniS752791kaimontsuideni649696g,649850es,6S71ng,659147,

‑356‑

733269,738102,74051Ossl1kaimontsuideJii6513861kaimontsutdeJii562394/

kaimoNcuideni7ss6471kaimoNtsurideJii5537771kaimuntsuidepi833436es!
kaLmonotstuideniS54952/ka1'monocu1'deni4782081ka1'monotsutiden'i377033#1
ka'i'monotsut1'deni5761751ka'i'monotsdi1'den1'374106,ca5979,4669441keeemonotsuideni

6ss7621keemonotsul1'den'i374106'EIf!kemuntsuiderii8334561ke:monotsuideni4698111
ke:monotsu1'deni4773261ke'monotsur1'den1'376466/kemonotsul1'deni576175'iS1

kemonotsul1'den1'374106ilf1hl{7'P(7"=636625,640769,6409eO,656022,7536ss,734754,7365251
I)Jt'E7h.f'i":7316651))Jt'E;t,Y･f'YNN=556512,656022,7sc4261"‑E7V(Y":63ed251tr‑E7VJt'F"=561785

<cuiNdeni>kaimonotsui"deni7460221kaimonotSuTdeni7462eO

<cuedeni>kaemonotsureden1'476107,4763MlkaemonotsutedeJil'27S456,277521,279415es,

3706811kaemonotswedenl'578311stlkaemonotsuledenl'3766861kaemonotsuledeni'

376593,4705951kaimon'otsuleden'i373577es,37ed241ke:monotstugden'i377464/

ke'monotsuleden1'3744n

<cue"deni>kaemonotsule"dep1'278515ese{>,371495
<cuNdeni>kjemonotsulNdenl'2784SlstlmonokauttsutNdeJtl'279304

<cu"deni>kaimonotsu"deni372111,379141/kaimonotsua"deni3752791
ka1'monotsdi"den1'576242,377033

<cu"deni>kaemonotsul"dej)1'277197

<cuideN>kemoNtsuideN835208

<cuudeni>ka't'monotsul:den'i3770331ke'monotstu'den'i37ss03

<cyydeni>kjEe:montsy:deni652852
<cjuudeni>kaimonotJu:deJii567047
<ciideni>kee:monoci:deni64434Sl"7‑E71‑7"=645557
<cideni>kaimonotsideni6557641ke:monotsideni721920ff
<ceedene>ke'moNtse'dene562484
<cuidede>kaimonotsuidede8324401kemuntsuidede832440
<cuidee>kaimonotSuide:7313071kaimoNtsuide:7302561kaimoNtSuide:732456
<ciidee>kaimoNtJi:de:732167
<cuide>kaemonotsutl'de4712401kaimonocuide757497X1kaimonotsuide46e9S3esg,

465801,562561,649718,7ss598es1kaimonotsuride56ng97,574173es,661O081kaimonotsulide
5547421katmonotsw'ide5584791ka'i'monotsul1'de4740931kee:monoeuide646542/

kemontsuide8342321kemontsuride8333SOIkemoNtsuide83S2081ke:monotsuLde5771S61
kja'monocuide7394051kja:montsuide735e54ss1kya:montsuide830339ee!
"(E7ViY"7se769es
<cuede>kaemonotsulede274ss6eel/ke:monotstuede472340
<cu"de>ka1'monotsua"de460ce7
<ciide>kaimontfi:de9311671kaimontJiide4637201kee:monoci:de646542es1
kja:montJi:de724935as,733132,754042g
<ceere>kaimonotse:re467545
<no cuideni>kaemononotsuideni6387621kaemononocuideni4780S41,5710292,571394
ges,5723511kaemononocu'i'deni4790S5,S712411kaemononotsuideni5ton9es1
kaemononotsul'deni47eq301kaemononotsUl'deni'642157/kaimonnotsuideni649718
es,64985ees,65528021kaimonnotsuideJii464769,56119SlkaimonnotSuideni741"11
kaimononotsuideni"2ep1,547149,564475,56578e,S66689,567644,6ss528es,659586,642649,649850,
654264,edOss8,665078,672023,7312zzes,83e1as1kaimononotsuidepi469695ee,569028'EIr,M5098,

662Dl5!kaimononotsuideni573169,6437941kaimononotsuaideJii565912,565946,5es817,
568426,5696161kaimononotstuiden'i471055,4721451kaimononotsulidepi579374,6700e4/
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paNdar 'i gohaNdar 'i 372668es l ,375577es g ,374676,374791IS ,377719,379626es iS ,4705931

paNdar1'mamadar1'3786031paNdar1'mesi'darl'3716ngglpaNdar'i'mesuldarl'370448,
3766861paNdarl'mesulNdarl'570592/paNdarrmefl'darl'3773121paNdarl'omamadarl'
470445!pa"dar1'mamadar1'372532

<‑dano‑‑dano>pandanomesl'dano471523
<‑daa‑daa>panda:gohanda:ed4257pa
<‑datte‑datte>pandattegohandatte476311,565274g/pandattemeJidatteed56311
paNdaQtegohaNdaQte478054es ,479e55,571394es g /paNdattegohaNdatte5702351 es

<‑zjaate‑zjaate>pand3a:tegohand5a:te741574

<‑zjato‑zjato>pan3atomefi3ato740180l{" 'iS

<‑zjaaci‑zjaaci>pand5a:tgigohandSa:tgi743640

<‑zjaci‑zjaci>pand3atgigohandsatgi741461,742462,7"245,744626'iS,745019,7fo039,7"200,

7471sslpand3atgiomefid3atgi743sc1

<‑dera‑dera>panderamamadera375213
<‑deja‑deja>pandeJamamadeJa575213
<‑daja‑daja>pandajamamadaja378121
<‑‑recja‑recja>paNdetfameJirfetfa732167
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<‑decjaa‑deejaa>pandetfa:gohandetfa:732095esS
<‑tacja‑tacja>jNO>91v.X)SY?737331
<‑‑cja‑cjaa>pantJameiitfa:726952

<‑daroga‑daroga>pandacogagohandacoga643794lS

<‑darooga‑daaga>JNO>9"M‑"")"JN>Y"‑""640900
<‑‑daraato‑daraato>paNdara:togohaNdara:to641854/JIO>Y")‑F:"JN>9")‑F640769

l

<‑zjarooga‑zjarooga>pand3aro:gagohand3aro:ga6490311
paN3aro:gagohaN3aro:ga638487g1JNO>V"vO‑""z"JN>)"?D‑""642809
<‑zjarooto‑‑zjarooto>Jle>i,"?B‑5o"]N)iSi"?M‑F642809

<‑jatiN‑jatiN>pap jatingu￠aD jatiN1260681pag jatiogohao jatig123172,125059/
pao jatipme:jatiD123199,124226,126116,1261221pao jatiNgohau jatiN126192/
palj jatiNme:jatiNl15792,116962,127026

<‑jat'i'N‑jatlN>p'ap jatTo?ubap jatl'lje24731

<‑atiN‑atiN>paD?atinme:?atin124149
<‑aitiN‑aitiN>pag?aitiogohae?aitig123352

<‑atl'ma‑atlma>paN?atl'magohan?atl'ma027651
<‑at1'm‑at1'm>p'aD?at1'm?uban?at1'm024688

<‑‑jeetiN‑jeetiN>me:je:tiNpaD je:tiN1232381pan je:tipme:je:tip125127/
pao je:tiomiJije:tie125104
<‑jataNciN‑jataNciN>pae jatantfinme:jatantJiD127105
<‑jareN‑jareN>paNjareNgohaNjareN027597
<‑jarabaN‑jarabaN>pan jaraban i:jaraban208S16,208603/
pan jaraban uwan jaraban2074691pan jarabanmal'jaraban215017,2151511
pap jarabanmboD jarabap207698!paD jarabaNmainuopou jarabaN207696
<‑jarapaN‑jarapaN>pan jarapanmal'jarapan214152
<‑jarawaN‑jarawaN>pap jarawaNme:jarawaN122148
<(paNnjeribaN maijeribaN)>paJiperibaNmaijeribaN1213ee
<‑‑jabaN‑jabaN>pau jabaN'i:jabaN209560
<(paNnarabaN iijarabaN)>pannaraban i:jaraban208660
<‑arabaN‑arabaN>pan araban 1':araban20as071pan araban mpon araban207625
<‑arubaN‑arubaN>pap?arubap?i:?arubao207220

<‑mai‑‑mai>panmaimal'mai215121
<‑mo‑mo>pammogohammo5558211paNmogohaNmo275405,571394
<‑ka‑ka>pankagohanka642157pa1pankagohaNka559ng11paokagohaeka555691,578123,
6543371paPkamamaka5556911paNkagohaNka7315071paNkamefika7302561JNO>h)e)"566050
<‑ga‑ga>paNgagohaNga3701521paNgamesiga5712411paNgamesutga370152es
<‑‑ja‑demo>paNjagohandemo654079

<‑ja(MESI)>paNjamesi479238
<‑gaeeka‑gaeeka>mefigae:kapapgae:ka649178
<‑eega‑eega>paNe:gagohaNe:ga476107
<‑nisuruka‑nisuruka>pannisurukamefinisuruka649178S es

46 it gsTs
<demo> akaNbodemo646542g/gagidemo579139,5793741gagirademo5781231gagl'demo278515
'ilf,572532,37see5,376as6,378121,379506,472340,4742951gag'i'demo3689561gag1"dodemo37e592"tf1

gakidemo175604,5653351gakja"dodemo3786e31jaro:demo66ss141ko:demo658145,6587351
kodobirademo3780651kodomdemo7440721kodomodemoO?175O,O72421,e72495,O74669,O77688,
OR9ee,084033,089441,171871,172535,,175ep8,174sa1,174755,175604k,177072,177845,179454,179994,
180180,180712,183520,185185,186554,1ee821,1opO05,194262,26e890,270141,272025,273405 es 2 ,276481,
2n521,2790sa,282249,368882,3704ng,370681,373331,459807,46372e,464356,465279,4653ed,465ec2,466642,

4ed7ee,"7219,467657,467798,468477,468651,4os911#,469472,"95",469695es,469906A,470643,471215,

473059,4731S8b,475532,474329,474620,478147l,478sc9SX,479230A,5462",5"375,551820,55391S,
554742,55va55,555691,555785,555821,557ngO,557511,557552,557912,55ec79,558509,55ac56,559481,560428

g,S60557,56e954X,56119S,561262g,561328,S61496,561520,562022,56n19,562394S,562561,562gg9,
S6pa11,563126,563178,563218,563342,563565,563649,563867,5642pa,564475,564543,564611,56469e,564727,
564897,565104,565274,565308,565541,565664,565735,565780,565912,565946S,566545,5bo718,5ed817,
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566851，566919，567047，567318，567406，567526，567566，567969，568023，568122，568426，568529，568667，568735，

568806，569028，569305，569547，569616，569662，569895，569961，570140共，570185共，570235共，571394共，
571410共，572351多言，573169，573277，574088，574271多，575161，575178，576180，576282，577136，578084，
627712，633906，634834，634968，635764，635843，635938，635961，636860，636932，637458，637528，637711，637890，
637913，638328，638487，638598，638920，639386，639662，639711，639807，640492，640743，641131，641355，641500，
641570，641622，641659，641854，642157，642293，642339，642557，642649，642692，643053，643151，643176，643300，
643404，643705，643794，酔4035多，644161，644234，麟4343，6445歪3，644693，645098，645で36，645285，645331，

645424，645729，麟6178，酔6542誘，646636，647011，647165，647237，647315，647483，647507考，648023，備089，
648227，648241，649031，649178，649696，649718，649757，642850誘多，650066，650496，651074，651127，651266，
651324，651386，651541，652120，．652194，652232，652289，652387，652467，652598，652720，652795，652852，653001，

653361，653467，653618，653842，653922，654079，654109共，654337，654472，654531，654612，654733，654853誘，
654951，655280多，655322，655476，655506，655765，655824，656330，656387，656423，656514，656673，656816，
657099，657148，657214，657332共，657379，657543，657586，657685，657743，658088，658330，658438，659044多，
659147，659300共，659501，660034，660368，6604m，660536，660736，660781，660880，661115，661589，661743，
661788，662015誘，662070，662107，662177，662297，662354，662454，662913，663078，663432，663521，663630，
663997，664125，664257，664317，664547，665006，665072，665窪40，665243，665544，665631，666249，666781，669759，．
670004，670097，671135，672023，672133，673026，723882，724897，726948，726952，730256，730522，730805．，730837，

731288，731307，732291，733681，734991，736687，737497共，738398，740015，740180多，740252，740340，740510，
740586，740766，740846，741151，741634，742076，742138，742706，742771，743134，750169，750332，750408，752116，

752393共，765931，822996，830466，833160，839421，924994／kodomodemo642049／kod．omondelno640948／

kodomorademo651215／kodomora：demo639662／kodomoratsidemo547149／
kodo modemo740420／kodondemo723898，72娼97誘多，726614，931167／kodondomodemo553777，
554742／kodoNdemo830081／kodora：demo659420／koma：kodemo637806／komerademo4688ら5，
479055，561848／kondomodemo376593，733976，裾102上田／ko〜domodemo461963，462823，465869，
472456，476107，750472／mbogodemo471055／mbokodemo474143／obogodemo471132，476053／．

obokodemo474143／ob碗odemo463969／o■bogodemo474093／rbokodem．0475294誘／
waga〜dodemo372242／warahandodemo276166，277197，279225，360946，370283／

warahaNdodemo276纈古，370237／warasa

dodemo277521誘，278451／warasaNdodemo

378603／warasidemo377261／waras＾τ＾a＾ndemo379626／warasldemo372549，373414，374791，

375718，37831ち378594／waraslkodemo379422，473335／warasudemo478369古／warasωdemo．
375389，377312，379506，470445／warasmadodemo372668／waras血idemo274386，275456，276481，276513，
277275，278515，279雪57，279304，279415，370448，371495，371648，373577，373603，374419新

，374598，375459，

475376／waras山demo470593／waras耐kodemo3744で9古／wara∫idemo275110，277312，372糊，
375279，379109，379249，570185誘／wara∫itemo374746／wara∫1demo374034，374422，376175，376242，

376466，378465／wafa∫Tdemo373043，466944／wara∫写demo470113／wa∫adodemo374106／
》ara∫idemo372070／コト モテ モ459766，550816，551619，551775，552781，554666，556529，．556637，556746，
556814，556910，557788，557979，558774，558878，559589，559742，559768，559895，566050，636625，640769，6ら0900，
641910，641918，642809，6鰯50，643504，643655，出3802，643951，644842，644968，645557考，645760，645839，
645996，646430，646977，647560，647712，647995，648521，648658，648848，649407，649507，650649，650860，650907，
651579，6516像3，651909，651990，652655，655重70多1656022，731葉28，731665，734754，736769，751369／
コト

モンテ嵐モ646977／コメラーテ、モ469894，560881／チーシャコテ、モ556695

〈Ndemo＞kodomondemo746022考／kondomo〜demo471460／kσdom6回目mo742256／．waras血ndemo
377464／waras亡血階demo372331

〈deNmo＞gagld6mo364973

〈remo＞ kodomoremo轍769，467545，560428誘多／kod omod emo732167／koromoremo562484
〈zemo＞ kodond3emo931346
〈zimo＞ kondomo5imo744102多聞
〈demu＞ kodomodemu738504／kodomudemu739563／kodomΨdem 721950／コト モテ ム56！785
こ口OodondeN836142／koden733434／kodomideN737763，835428／kodomoden733434，736138，
〈deN＞
，830168，830339／kodomodeN628781，721920，722975，725954，726952誘，
739141，739363考誘，830029誘
，
，
，731288誘古，732374，733269，734042，734265，734553，735443，736172，736687誘，
727524727932730256多

，
，
，
，738102，739405誘，739644，830652，831452，833436，834556／kodomondeN
737030737096737399737497古
626709／kodomudeN831525／kodomサdeN732456／kodonden831163，831295．，832028，833242，834143 ，
，
，
，
，
，728424，733132，736172誘，738267，831372，
834328835374835430837247／kodondeN724935726948誘
832268，832440誘

，833350，834232，835057，835175，835208，835261，836433／kodoNdeN738221，832158／

コトwムテ、ン737331参
737412

，

，739070／コト

830370， 834584／コト

ンテ

モテ「、：ン732586，733397，733638，734426，734694，736312，736525，737331，

ン736209

〈deNga＞kodo．modeOga734121／kodondeOga735054
〈zeN＞ kodomizjeN737763誘／kodomod3eN832500／kodomozjeN738647／kodomo3eN832595，
834556誘／コドモジェン735677，736613

一371一

<datte>anokodatte5539801gagiberadatte5760571gakidatte569757!gakidomodatte
5as179/kodomodaQte478054esg,479123,479238,5710mp,571241g,571394st2,572351ss1

kodomodatte460953,469695,469906l,471240,473158as,477326,554932,5S9074,560299,560428st,
560557,561262es,561567,562394,563218as,564229,564975ss,5652741,565333$,565946,566177,5ed278,
566689,567047,567177,567289,567566es,567644,567748,567904,568179,568529,568735,568984,57141OS,
572012,5720ec,572176,573061,573134,574173,574271tS),655945,661O08,661512,662297as,662354,662637,

662en7,663018,663630ss,664125ssS,664232,664317,665193,665631ss,665754,666781l,670118,
672023

es1kodomodatte460927/kodomoda'te272267,375064,379141,462991/komeradaQte468845

Sas/ko‑domodaQte4782081ko'‑domodatte471523,4715981mbogodatte4710551
obogodatte471240,47S0661obo}sodatte465979/warasidaQte571241eslwaraJidatte

3791e91warafida'te373138,5791411waraS1'datte375215,376175/waraf1'datte3710701

wafaf1'cadatte471240/waJadoda'te374106/)XVY"y7469792
<dadde>ko'‑domoda'te476311!warasdidatSe377719
<date> kodomodate475059eslkodomodate472145
<daatte>kodomoda:tte6657541ko"domoda:tte376624
<ratte>kodomodAratte560428es
<dattemo>kodomodattemo373331,469811,561328es,66e157,662015JEi

<datete>kodomodatete6412875

<zjatte>kodomod3atte6397111kodomozjaQte6474831:F"ES,"?'yY648549

<zjattatteaa>kodomo3at:at:eAa:723767
<zjademo>kodomodsademo659398

<zjaddeN>kodond3adden8363821kodondsaddeN832268,832440
<jatte>kodomojatte751205
<jattemo>:F"{V'tif645po6
<jaddemo>kodomojaddemo824818
<zjaceje>kodond3attfe836231
<zjaate>kodomod5a:te741574
<zjaaci>kodomod3a:tgi742462,743361/kodomod3a'tgi744626S!kodomod5a:tgi743640
<zjaci>kodomod3atgi742462,744245,745019,746039,7471381kadomod3atgi741461,746098,746200

<jaci> kodomojatgi744626

<jatiN>waraba:jatilj126116,1261221warabijatie123172,1242261warabijatiNl16962,
126e68,126192,1271051waraijatiN1241491warantia:jatie1250591warapka:jatiN127026

<jat1'N>warab1'jat'Tee24731

<jetiN>warabijetip1231op/warabijetiN1232381warabintfa:jetiN115792
<jeetiN>warabije:tiN1251041ware:ntJaje:tin125127
<jatl'mba>ware:jatl'mba027597
<jajeN>waraijajeNlnlva
<atimu>warabi?atimu0294ed/warab'i?atimu033080
<at1'm> wara:be?at1'me24688
<at1N> warabe?at'ip022896,024801/wareggwa?at1'o022896

<aitiN>kwaekwa:ta?aitip12S352
<at1ma>warengwa?at1'ma027651
<jataNtim>agamitijatantim207220
<taNtiN>￠a:na:tantin208603
<jarabaN>￠a:jaraban2e74691ha:mamajaraban2076251jarabiOa:ma:jaraban2085161
jarabijarabaD2076981jarabijarabaN2076961utaman3ijarabaN209560
<arabaN>ha:mamaaraban2Q76asljarabiaraban206807
<jeribaN>warabijeribaN121388
<(jarabeerabaN)>jarabe:raban208asO
<jarapamai>fa:jarapamai214152
<jaraamai>jarabijara:mai215121,215151
<jaramaNmaidu>jarabijaramanmaidu215e17
<decja>kodomodetJa73209S1:F"Ai7"ifJ?7ss2e91nF"E7"EF"t,737412

<decjaa>kodomodetfa:732e951kodomodetJja:730256
<cjaa> korontta:728951

<ccja> kodomottfa8300"es
<ccjaa>kodomottJa:754177

<kate> kodomokate653161,653251,6S41091 ,654264,65S28e‑S ,6555Zes ,656sa7es ili ,657099es ll> ,
6571nges ,657214es ,657332es M ,659044‑iS ,7500",7SZ94,752395as iS 1)F"Ehii 644968g ,646977as ,

655170#
372

＜katte＞kodomokat：e659300誘／kodomokatte657294，750391／コト
〈jattakate＞コト

モカッテ647995誘

モヤッタカテ656022

＜naate＞kodomona：te578225
〈tate＞kodomotate638762，639386誘古少，730522誘
〈doote＞kodomodo：te661368誘

〈doottemo＞kodomodo：ttemo660352
〈jajuutemo＞コト犠モヤユーテモ644968

〈mo＞
kodomomo765962／mldz血疋｝owara∫；mo470113
＜sae＞ kodomosae633906誘，634834，637711誘，638328，641222，644035，649850共，760863／

kodomosae478054
〈sεε＞
＜sε＞

kodomosε：469811，570430／waraslsε：374676
kodomosε463801

〈sεεmo＞kodomosε：mo469811多

〈saja＞kodomosaja733904古轍

〈desae＞kodomodesae641287，662015誘

〈desai＞kodomodesai568023新
＜desee＞kodomodese：563917，565396

〈deesee＞kodomode：se：569479
〈desεε＞kodomodes紀：646542，651735／kodomodesε：477212

〈desjaa＞kodomode∫a・568023誘古
くdesjaga＞kodomode∫aga725864
〈resεε＞koromoresε・562484誘

〈sεdemo＞kodobγrasεdemo377033／kodomosεdemo377033

〈sekamo＞warasf6ekamo378745

＜dakeredomo＞kodomodakeredomo273405上
〈dakedo＞kodomodakedoO72495
＜dageNdomo＞kodomodageNdomo478147
〈daNdakedomo＞kodomodandakedomo273405
＜dakitto＞kodomodakitto．564975

〈zjakeNdo＞kodomo3akendo740180少
〈zjakiNdo＞kodomo3akindo733904新多
〈jakeNdo＞kodomojakendo559481
〈jakedo＞コト

モヤケト

556512疑

〈jaredo＞kodomojaredo555819／kodomojaredo552789
〈dabatte＞府ara∫idabatte372111古
くdabate＞waras曲dabate370152
〈batteN＞kodomobatteN739276

47

皮だけ

〈dake＞

Φut∫idake740586／ga：ppadak6563178／ga：tadake567289／ga並adake547149，637711，

643151，644035／gawadake565333多，637528誘，639662多，646636，649850，660401，731128，735054共，

737399，739405，740015，824818，830652，832595／gawatadake565333誘古／gawatandake835428／
heridake637528／kabadake562484／ka：dake567289，569662，661589，661743，662454誘，66又32，
663997，664125，664232，665544，730805，741461，743640，744626，746039，750472，83宅372誘／ka：pedake

479238／ka並adake633906上新，6348弘上，634968誘，635764多，635843／kawabedake573169／
kawadakeO71750，074669，077688，077988，084033，089441，171871，173928，174755，175604，177072，177845，
179454，179994，180712，183520，墨85葉85，186554，186821，192005，194262，272025，273405，282249，372549共，
376242共，379109，379506，459807，460953，463720誘，463801，464356，465279，465366，465842，466642，466722，

467657，僻798，鰍77，468651，469472，469546，469695誘，469811，472456，473532多，475294新，476053共，
4763119，477212共，477326共，478369共，546373，55，820，552789，553777，553915，553980，554742，554855，554932，
555691，555785，555819，555821，557480，557511，557552，558479，558509，558656，559074，559481，560299，560428，
560557，561195，561262，561328，561496，561520，561567，562022，562219，562394，562561，563126，563178，563342

多新，563565，563649，564229，564475，5醐43，56妬11，564690，5畠727，56靭7，565104，565274，565308，565541，
565664，565735，565912，566177，566545，566718，566817，566851，567047少，567177，567406，567526，567566，
567748，568122，568179，568529，56866了，568735，568806，568984，569028，569305，569479，569547，569616，569895，
569961，570140，570185，570430共，571029共，571394，572084，572176新多，573061，574088，578123，578225，
579374，627712，628781，635938，635961，636932，637458，637806，638328，63糾87，638598，638920，639662共，

一373一

639711,640492,64074S#,641355,641500,641570,641622,641659,642293k,642339,642649,642692,643053,
643404,643705,643794,644343,644513,644693,645136 l ,645285,645424,645729,646178,646542 st ,646636,
647011,647165,647237,647483,647507,648023,648089,648227,648241,649051,649696,649718,650496,651074,
651127,651215,651266,651524,651S86,651541,651755,65212e,652194,652232,652289,652387,652467,652598,
652720,652795,652852,653001,653161,653251,653361,653467,653618,653842,653922,654079,654109,654264,
654537,65"72,654531,654612,654733,654853,654951,655280,655322,655476,655506,655765,655824,655945,
656330,656387,656423,656514,656673,656816,657099,657148,657214,657294,657332,657379,657543,657586,
657685g,657743,658088,658145,658330,658438,658735,6S9044,659147,659300,659398,659420,659501,
660137,660352,660368,ed0536,660736,660781,660880,661O08,661115,661368,661512,662015,66207e,662107,
662177,662454,662637,662847,662913,663078,663521,663630,664257#,664317,od5ee6,665072,665243,
666781,ed9759,670004,670097,670118,671135,672023,672133,673026,721920,722975,725954,726614,726948,
726952,727524,7308e5,731288,732291,732374,733269,733434,753681,733904tS) ,733976st eL> l!3 ,734265,
734553,734op1,735054X,735443,736138,736172,737096,737763X,738102,738398,738504,738647,739141,
740015,740252,74051O,740766,740846,741151,741634,742138,742706,742771,743154,750046,750169,750332,
750391,750408,751205,752294,752393,760863,830081,832268,832500,834232,834556,835374,83942V

kawadake6420491kawakodake4706431ko:dake765931/kowadake76S9621k̀u:dake0246881

sotodake569547,649850,7S2116glsotogaUadake6440351xodake0228961"‑Y"tr646977
,648848!
"7Y"b459766,550816,551619,551775,552781,554666,556512,556S29,556637,556695,556746,556814,55691O,
5577gg,557979,558774,558878,5S9589,559742,559768,559895,566050,636625,640769,640900,64191O,641918,
642809,643450pt,643655,643802,64S951,645760,645839,645996,647560,647712,647995,648521,648658,
649407,649507,650649,650860,650907,651579,651613,651909,651990,652655,655170,656022,731665,733397,
756312,736613,751369/)J"79"tr644842,734754,736209,736525,7367691t7"MY"bL737331

<"dake>kawa‑dake471460

<dage> atarTdage4712151datse5618481ka:dage574746,568023,573134,5732771ka:dalse5741731
kawadage072495‑f el),172535,174381,260890,270141,272267,274586,277312,277521,279038,279157,
279225lb,279415,370285,370"8,371495,574676,374791,376466,376593,377261,377464,378594,378745,
379422,379626,461963,462823,463969,"5869,471523,473059X,474143,562889,562911,563867,563917,

564975,565946,567969,568023,572012,577136,578084,579139/kawadage3ca956,460927/kawadaxe

5ed919,574271,576282/kawada}se372668,575178,5761801kawapedage5751611sododage471O551
h79"b"469792,469894,560ea1

<dageo>kawadageo273405
<dakjuu>kawadakju:647315
<dahe> ka:bedahe665754

<rake> gawacfake7321671kawarake464769,467219,467545S,924994
<daake>kawada:ke559e74,641854/"7Y"‑tr644968

<dakee>kawadake:637913
<take> kawatake573169
<gatake>kawaxatake566919

<daki> gawadaki646656!ho:daki0294bo,1213881ka:daki743361,7460981kawadaki642537,

"4343es,644513,64469S$l{>,646542es,6466sc,647ases,649178#,663018,7339045,740252g,
740340,740420,742076,742138es,744102*1kawadalsi645331/sotodalsi6450981"PP"ep645450l,

643655 l ,645557,7325as

<Ndaki>kawandaki746eng
<daaki>kawada:ki640948

<bakari>kadabakari6368601kawabakari725882,72ng97,733976g,7ss6471kawabakar1'277275
eslkawabakaf'i471240es1)1!7JN"̀"'J8303701""7Jl""'J850370pt

<bagari>kawabagari972421,275110,3731sa,3750641kawabagar'i374419,471598A
<bakaru>"'71N'"re7sc209,7373318,737412

<bakkari>bakkari5618ng91gaUabakkar'i6431511gawabakkari7302S6,7320951
gawabaQkari739563!gururibakkarl734177es1ka:bakkari662354,664317S,72mp75sc,
741574,745019,7462eO,7471ss/kaifabakkari6539g6,6568601kaifabakkarl'64113121

kawabak:ari626709,643300,723767,72ss98,726948,726952es,727932g,7370961kawabak:aei
"5176,6442341kawabakkari462991,469811b,46op06,477212S,479230,570235,57141O,572176stik,
638528,es9386,649696,649757,649850 es l ,661788,663814,723gg2,750522,7senl,739276,739S63,7405ac,

7407odes,740846as,741634ss,744072,830168,830339,833436,9313461kawabakkari7541771

kawabakkarl'573g611kawabakkar'i465as9,465979,475e661kawabaQkari46884S,478e541,
478147,478208,479055,479123,571241,572351l,"0743,73426S,83e466,8315251Jl!7JN"iy"iJ648549,834584

<bakkaru>h7J"yh)V739070
<bakkar>kawabakkac738267
<bagai>ka:bagai20722e
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〈bagaidu＞ka：bagaidu207220
〈bakkai＞gawabakkai724935，733132，735054，836142，931167／guruibakkai831ら52／ho：bakkai
121388／ka：bakkai831295，831372，832158／kawabak：ai725864，728951／kawabakkai728424，
734121，822996，830029，830339，831452誘

，832028，832268誘

，832440，833160，833242，833350，833436，834143誘

，

834556，835057，835208，835261，835374，835430，836231，836382，836433，837247／kawabakkai835175／

kawabakka1476053多／kawabaQkai739644／kawavakkai834328／sotobakkai831452
＜bakkee＞ka：bakke：665631誘
〈bakkas i＞gawabak＝a∫i546229／ka：bakka∫i746200／kanabakkasi．634834／kawabak：a∫i
658330，727932／kawabakkas1641222／kawabakka∫iO72495・多，572176誘古，639807／

kawabaQkasi478054誘，479055多，572351誘老，737763誘考
〈bakkah i＞kawabakkag i7219与0
＜baka＞ kawabaka463720，565396，670097誘
〈bake＞ kawabal｛e670097誘
〈bakka＞gawabakka727524誘多／ka：bakk：a661589誘，662297．，662354，663432誘，664125誘，664317誘，
664547，665140，665193，666249／kawabak：a737030／kawabakka467545誘，468911，469695，557912，
560428誘，560954，561567誘，660034，665243誘／kawabaQka468845多，571029誘多，571394誘多

＜bakkaa＞ka並abakka：634834多，641131／kawabakka：642049誘

〈wakka＞kawawakka561195誘古
〈basi＞ kawaba∫i371070／kawaba∫1374034
〈basu＞kawabas山278451，370283誘
〈baari＞kawaba：ri379141
〈bεεri＞bε宏：ri376624／kawabε：ri375718／kawabε

〈bari＞

r1373603

aOkobarT474295／atarTbar1471215誘／gawabar1470593／gawabaf1473158／

kawabari372070，372111，372242，373138古，373331，375213，375279，378065，379109，379141，379422誘，

470643多，473532誘／kawabarf275456，276166，276481，276513，277275誘多，277312誘多，278515，
279038誘，279225誘多，279304，279415誘，364973，370237，370283誘，370592，371495誘多，371648，372331，
372532，373414，374422，374598翁375389，375459，376175，376242，376593誘多，377033，377312，378121，378311，
378465，378603，379249，460927，470445，471598，472145，472340，473335，474329，474620，475294古誘，475376，

476107，476311誘少／kawabafT368882，373043，462823誘多，463969多，466944，470113，471132，471240

多，473059誘多，474093，474143多／kawaba＾r＾1465869多／kawakobari470643／kawakobarf
374106／kaりabari376057／sodobar了471G55
〈barf＞ xobar了022896

〈bare＞kawabare277197，279157多，360946，370152
〈bεri＞
＜b6r1＞

kobξ…r了024801

〈baai＞

ka：ba：i208603

〈b6ξ…T＞

ko：bξ…：fO2473で

〈bai＞
くbee＞

・

kawab紀rτ373577

kawabai671135誘多
ha：be：123238，123352／ka：be：567644，568529／kawabe：377719，565780，566689，567566誘，

567644，567748，567904，569757
＜b6ξ∋＞

ha：bξ…：033080

〈bεε＞ kawabε：372549多，376686，568735
〈baa＞ ka：ba：744245／kawaba：6426〜臥644693，646542下多／カワハ
〈bξ…＞

ko：bξ｝027651

〈bc＞

kawabε370681

〈bξ茎N＞

一643504，646430

ko：b6NO27597

〈biklee＞ha：bikle：可23199

，↑24226／ka：bike：125059，126192．

ka：bike125104
＜bike＞
＜bikeeN＞ha：b玉ke：n可27105／kla：bikle：01〜6068／ka：bike：N127026

〈bikeei＞ha：bike：i123172
〈bikaa＞ha：bika：124雫49／ka：bika：116962，122148

〈bikaN＞ka：bikaO126116
＜bak：aaN＞ka：bakla：0126122

〈nozjoo＞kawanod30：731307／kawanozjo

737497

〈Nzjoo＞kawand30：736687／ウワッランジョー734426／カワンシ、ヨー732586多面，733397画面，733638，734426，
734694，735677，736613多

＜Nzjo＞kawaNzjo738504多／kawaN50732456

〈kkiri＞ka：kkiri567318誘／kawakkiri563178，563218，563翼2古，566177，56717ア誘，567318，568122
新，56糾26，569028，660034誘，662107誘／kawaヒkiri567047／カワッキリ561785

〈ccire＞kabatt∫ire562484誘
一375一

〈giri＞ka：giri742256，742462／kawagiri642692誘疑，648241誘，721920，733976誘少，734991考誘
古，740015誘，740180考誘，742138／sotogiri740180

〈Oisi＞kawaOi∫i665072貞観
〈gasi＞

kla：ga∫i209560

〈gani＞

kla：gani207469

＜gacaa＞ka：gatsa：115792
＜taNgaa＞．ka：tanga：207625

〈七aNgadu＞ka：tangadu208516
〈taNgaadu＞ka：tanga：du207698／ka：taOga：du207696

〈taNkadu＞ha：tankadu208660
〈utee＞ ka：ute：206807
〈uteeN＞ka：ute：n2窪4152

〈jutjaana＞ka：jutja：na215017，215121
＜jutjaanaa＞ka：jutja：na：215151

〈Ncjaru＞kant∫aru125127
〈NbuN＞

kawambun831295誘，836382誘／kawambuN734042，831163

〈dari＞

kawadari377261誘

〈hodo＞ga血ahodo637711，644035多／gawahodo638762，639662誘／kan．ahodo633906誘，．634834多，
634968，635764誘少，635843誘，636860上少，641131，641287，642157／kawahodo637890，638487誘多，
642293誘多，644161，645136誘少，730522誘，730837

〈無回答＞kawadakehoka650066／kawadake∫ika180180
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寝るだけなら

＜dake＞

ku：t∫ane：ku：t∫ane：surudake3attara741634／ned：akenara641570／

ne？dakenara547149／ne：dakenara642339，832158／neddakedaba671135／．neddakedara
663997／neddakejattara654109／neddakejattafa655476／neddakenaN835428／
neddakenara579374，739141，831452，832440誘，832500，832595，833436，83妬56誘／neidakenara
831372，832440，835208，835374／neludaked3a：660352／nendaked3a：．569757／nendakenara

661743／neNdakedara673026／neNdakenara570185，571029／neQdakenara738647，．739644／

nerdakenara546229／nerodakedara562484／nerodakedo＾ato765962／ner．udakeda：
661512／nerudakedaba463720，465842奇言，467545商民，468651／nerudakedara185185，463801，
464356，468845，468911誘老，469811，469906，477212考，478369，479123，560428誘球，560954，561262，562394，
564229，5653〔｝8，567318，567406，568529，568806誘

，568984誘

，571241，572084，572176，572351，575178，660034誘

，

661589，662454，663432誘，663521誘，663630誘多／nerudakedattara467657，641854，662913／
nerudakedewa665243／nerudaked3a：567644，567904，569305多誘，639711，660536／

nerudaked3at：ara750332誘／nerudaked3a：tara659398誘／nerudaked3attara
639711誘／nerudaked3attara638598誘／nerudakejaQtara739405／herudakejat：ara
656330，656387，657332，658330，733976若，746022上／nerudakejattara639662，645729，651386，651541，
652120，652194，652289誘，652387，652467，653161，653251誘，653467誘多，654109，654264，654472釦654531考
誘，655280，657214，657294，658088，658145，659044，742706，750046，751205／nerudakena：646636／

nerudakenandara563342／nerudakenara177072，179994，465366，465842，．466642，466722，467798，
468911，469472，469546，478054共，478147細柳，479055，479238考，551820，554855，555785，557552，557912，
560428，560557，561195，561328，561496，561520，562219誘多，562561，563565，563649，564475，564543，564611，
564727，565541，565664，565735，565780，566177，566545．，567047少，567289，567526，568122，568667，568806多，
568984，569028，569305，570185多，571410共，572084，626709，627712，628781，633906，634834共，634968，635764，
635843，635961，636860，636932，637528．，637711，6378〔〕6，638328，638487，638598，638920，639386，639807，640743，
餌0948，641622，641659，642537，642649，642692誘，643053，643151，643404考，643705，644035，644343多，644513，．

644693，645098，645424，646542，646636，647507，648241，649031，649178多，649718，650496，652120，652194，
652289，652467共 ，652720，652795，652852，653001，653251，653361，653467，653618，653842，653922，654079，
654337，654733，654853，654951，655765，655824誘 ，655945，656816，657D99，657148，659147，659300誘 ，660034，
660781，660880，661788，662015，662070，662107，662177，662297，662637，．662847，663018，663078，663432，663521，

663630，664125，664257，664547，665006，665072，665243，666249，670118，672023，672㍗33，722975，723898，730256，
730522，730805，732291，732374，733269，733鰯，733681，733904少，733976少若，734553，734991，736687，737497，
738504，739363，739405共，740252，740510，740846，741151，741574，742138，742462，743134，743361，743640，

744102少，744626，747138ゴ750169，750391・，752116，752294，752393，830466／nerudakenaru737763／

nerudakenokoNdara477326／nerudakerattara467545誘／nerudakezjaaQtara647483／

nerudake3a：566689，568735，643300，662354，665006誘多，665072多，665243誘／

一376一

nerudake3at:ara659420ss,746022F/nerudake3attara557912ss,637458,638328as,
638487es,638762st,649696,651735,730522es,744072!nerudake3ja:569479,660368,660401,661368/

nerttdakenara641131Alnerurdakedaba6700971nerurdakedar'a071750esg,077688,084033,
471598,475294K,565274,565396,566718,5730619,574271,664317,665544,765951ts1

nerurdakedaraba379506!neruadakedato4742951neruadaked3a:66S5441
neruadakejattara555819,6513241neruadakenara071750,074669,077988,089441,171871,173928
ig es ,l79454,180180,180712,186554,192005,194262$ ,4598e7,465279,470643es G> ,472456,474620,
553777,553915,554932,555691,555821,557480,557511,558479,558509,558656,559074,559481 as ,563126 es ,
564897,564975ig,565104,566278,566817,567177,568179,569616,569662,569895,569961,573061,578225,
579374,651074,651127,651215# es ,651266,6S2232,660137,660736,661115,664317,665195,666781,669759,

670004,760863,765931xx1nerudakenaraba574173,579374/neruldakenara2722671
necudakenara635938,657913,64S285,645331,646178,647011,647165,647237,648023,648089,648227!

necuadakedaba371070ssg,3730436>ss1neftudakedsattara750472/

nertudakejattafa656423,657S43,658438ss,7504081nefurdakenara643794,654612,655506,

657586,657685g,65873S,6595O1/neudakenara5547421neteirudakenara649850fi!

neteNdakedara570430g,572351sslneterudakenara5646901netorudakejat:ara
657379/netorwdakenarua6577431netforudakenara639386,732456/netforudake3a:
6387621ne:dakgnara642049/n1'mbjundake?a:t1'ka027651Z1nTprjuodakenarba
024688/nuddakena:9511671nuddakenara721950st,727524,734177,7382671nuidakenara'
8300811nuQdakena:7342651nurudakenara721920,722975‑EIi',725954,726952as,738221l

nurudake3attara7219501F"7"tt)L9"trV.yY)5588781Xy9"trt7759e701*vY"Vt783037081
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＜baasi＞ameba：∫i574088／ameba：∫工564975
〈basi＞amebasi571241／ameba∫i275110，379141女／ameba∫1371070，376175

〈Nbasi＞amenba∫1374034
〈basu＞ amebasm278451，370283
〈baari＞ameba：ri374746／ameba
アメハ

ri194262／ameba：r1371648，572012／am￠ba

rτ372532／

一リ469792誘，469894

〈baarT＞？a騎lba：rTO22896
〈bεεri＞amebεa：r1376624／amebε：ri375718／amebε：r1374676，374791誘
〈bξ…6rl＞？amlb6：rfO24801

〈baaru＞amiba：ru208660

〈bari＞amebariO77688誘，084033，172535，273405多，372070，372111，373138，373331，375064，375213，375279，
376057，377261，378065，379109，379141，379249，379422，460927，470643，473532，662913，672133，673026，723882／

amebar1275456，276166誘，276481，276513，277275誘，277312，279038，279225，279304，279415，360946，
368956，370237，370283多，370448，372242，372331，373414，374106，374422，374598，375459，376175，376242，
377033，378121，378311，378594，379506，379626，470593，471215，471460，471523方，471598，472340，473335，

474295誘，474329，474620，475294，475376，476311／ameba「Y375389／amebafT368882多，373043，461963，
465869，465979，466944，471132，471240，473059，473158，474093，474143，476107／amebar1272267，374419，

377312，378465，378603，470445，471055，472145／am＠baf了470113／anmebar1274386，370592／barT462823
誘／ア帰日

リ670097話

〈Nbari＞amenbarT371495，374034／ameNbari376466／ame〜barf364973

＜baru＞amebar邨77464多
〈bare＞

〈bεri＞
＜baai＞

〈bai＞
＜bae＞

ame．bare277197，279157，370152

amebaerr373577／am￠baer1373603
amiba：i208603／アメハ

一イ646977

？amibai121388
amebae67『135／amebae671135

〈bee＞

ameb鉛e643794少

〈bee＞

amebe：563565，563649，564475，564690，565664，565735，565780，566689，566718，567566，567644，567748，

568529，568735，569757，569895，660736／ameb皇：568806／amebe：567904／？amibe：029466，123238，123352
〈b66＞
？amlbξ…：027651，033080
＜bεε＞
amebe：372549，372668，376686，377719，568984

〈bea＞

amebea567526

〈bjaa＞

amebja：568667，569616，569662

〈baa＞． ameba：642537，642692，643404，644234古，644343，644513，644693，645285多，645331，645424，646542，
646636，647237，647315，647507，742256〃メ 、、一64粥0，6435041643655感1645557誘多，645760，646430，

647712誘導古，647995，6侶848

〈baaa＞
〈be＞
〈be＞
〈ba＞

〈b6N＞

アメハ

一一647995

amebe277521
aNmebε370681多
amiba207469
？amib6nO27597
一381一

<baaki>amiba:ki215017
<bi.kee>?amibike:123199,12S059

<bike> ?amibike125104

<bikeeN>?amibike:N126192,127026,12710S

<bikeei>?amibike:i123172
<b1ee1'>?arn'i:b'i'd:'i024731

<b1'her>?am1':b1'her024688
<bikaa>?amibika:124149,124226,126116

<bikaaN>?amibika:D116962

<bakaaN>?amibaka:n126068,126122

<nozjoo>amenozjo'737497

<Nzjoo>amend3o:734553,736687/ameN3o:7324561IPX:iSt"s‑731665,752586,733638,734694, 735677ts

l

<Nzjo> ameNzjo738504
<nozjooga>amenod3o:ga731307/7pt7)"s‑h"754426

<Nzjooga>amend3o:ga733434,7345531amend3o:ga7336811j'>(;tSx"m‑‑""734426ss2

<zjooga>ame3o:ga753434

<kkiri>amekki]i6603521amekkiri563178,563342

<giri> amegiri740015,740180,740252,742076st ,742138es ll)

<gasi> amigafi209560
<goro> amegoro640948
<gacaa>?amigatsa:115792
<taNga>amitanga2Q85161a:mitanga207696
<taNgaa>a:mitanga:207625
<taNgadu>amitangadu207698
<gamazii>?amigamad3i:122148
<teeN> amite:n206807
<nuteeN>aminute:n214152
<nutjaaN>aminutja:n215121
<nukjaa>aminukja:215151
<Ncja> ?a:mintfa125127
<keesu>amike:su208516

<k @ g >amebakkadde739141,830168/amega643705!NR654853

5O gN.<6vN
<kurai>gagdienkuara'i5628891gakuenkurai726614sslgakueBkurai557912,5681221,654733
S,od42321gakueNkurai177845,564611,564690,5675261gakuiokurai469472/gakuaenkurrai
563126,S65912!gakuaepkuafai657586/galsuepkurat5751781gjagtuenkuarai565946/
gjakueokurai653467/gjakueNkurai175604,179994,6530011gjakuaeekturai074669,089441,
179454,183520,5782251gjakureNkuarai65112710jaklienkura'i641131/hjakueNkurai7323741

hyakuenkurai5636491JagueNkurai072421!fakueNkurai272025aslt"t,tiil>Pi7(558878,
559589,559768,559895,644968,650907,651613,651909,656022

<kurae>gaguleNkulrae370237!caguaenkveea‑e4760531gagulenk‑'Atpcae465979/
cagute"kulrae272267
<kurae>gjakuenkurae6423391gagulenigtpca‑e474093

<kuree>gakuepkuree6665243 .

<kuree>gaguenkure:375718/gakuinkure:463720!gakwePkurfe:571070MlgaguaeNkurre:
4743mplhjakueNkure:468845,4689111sjakueNkurei479258
<kure> gjaguenkuree379141/Jakuinkure465842

<kuree>gakueokure:562394S,566177,567289,5675bo,568122,662354es1gakurjo:kure:5631781
gakuaenkuare:467219,566278es,6611151gjatstuepkCurre:476311

<kure> gakueOkure564229

<kurjaa>gjakueNkurja:723882
.
<gurai>gakuengurai546575,555785,564727,652289,207696X!gakuengucai646178st/
gakuepgurai561328,56S73S,627712,635961,636932,637806,637890,6ss598,6ssvaO,639807,64e948,
644161,645098,648241,649031,649178# ,652120,654733I{)‑ ,65485S,655765,656816,672133,7308eS,730837,
732095,733269,733434 st rm ,733681,733904,733976g ,754991,740015,740180,740252,740340,740420,742076,

‑382‑

742138,744072,744102,746022ssA,832500,832595g,834556,8354281gakueegurai635938,637913,
643176ff,647D11,647165,6480891gakueNgurai564543,565664,566S45,6720231gakuingurai561496,

561S201gakuipgurai469472l,5625611gakujeDgurai0228961gakuaenguarai5668171
gakuaepguarai5bo718,665754,666781,670e041gaktueDgtucai657543,657743,658438,6711351

gakueNguarai7659311gakuaeNguarai7504721gjaguengura'i3750641gjakuengurai547149,
633906,634968,637711,642293,644035,740846,741634,743134/gj,akueDgurai185185,6415eOxxL{>,
641570,649696,740586,7407661gjakueNgurai628781,637528,638328,639386,653001l,721920,730522/

gjaktuenguarai171871,640492!gjakuaeDxuarai6522321gjakureNgurrai1865S41
gjakulengtura'i6412871gaguaeNgtura13734141￠jagcueeguarai077688,194262ss1
￠jmkureeguarai071750,1868211gurai83S208!hjakuengurai634834,.635764,635843,6542641
hjakueBgurai568806,7322911hjakueNgurai642537,645424g,647483l,738647,739405,739563,
7396441hyakuengurai7361381hyakueNgurai739276/}:"t.tPi)t7'N)(640769ff,64090O,641918,
643951,644842,64576e,646977,647560,647712es,647995es,648521,648549,64ee58,648848,649407,649507,
655170,731128,736312,736525,736769,751369,834584

<nurai>gagueonurai562911,56ss67,5740ee,578084es!gaguaenourra'i562ee99!gagwepouarai
5649751gaguaeNljurrai5726681gakuenou1ai66e552/gakueoouraiS54855,561262,562219,567047,
568122 es ,569028 st xx ,572e84,652720,6S3161,653618,653922,65594S,660034,as2015,662070,662177,665018,

ed3432,663521es,664125,665006,665072,6701181gakueo:urai656387,658330,65930D#.!

gakueNuurai2822491gakueNDurrai3792491gakujep:urai656530#lgakurenpturai

565396$!gakurenDtura'l5730611gakuaenljuarai555691es,568426,569662,569961,6601371,6607361
gakureeourpai562022,643794,652598,654612,655506,656423,656514,656673,657685l1

gakuaepourrai5648971gatsuepourat5751781gjaguenpurai2608901gjagueNeurai2734051
gjagureDDwrai5731691gjaxweBDwrai5762821gjakuerrourai569305,650e66,653251,655322,
74051O,742706 ss 4> 1gjakueDpurai649718,6497S7l ,649850 es l pa ,651541,652467,653467,654472

g,660ggO,6628471gjakueeijurai652387,6S4531g!gjakueNBurai172555,174755,1770721
gjakuaenguarai077988,173928,180180,180712,1opO05,6510741gjakureljpwraL555821,557480,557511,

S58479,5586561gjalsurenouarai57618e1OjagueNnurai270141,273405,27511O1￠jakuaepnuara1'

3730431hjakueoourai568667,658145,750591,7512051hyakuengurai5668511JagueNBurai

07242VtvPz>Pe)l556es7,556746,556814,55691Ol,557979,558774,559742,6449689,650860,650907,
651579,651990,652655

<Durainotoko>gakueonurainotoko652720es
<DuraiNtoko>gakueonuraintoko652720

<gurae>gaguleNgulrae370592esglgaguleNgturae379626/gakureBgwrae56e299!
gjakueNgurae6374S81gjakueNgurae6ss487,6396621￠jaguteNgulrae277275,3702831
￠jaktiengttrae6421571￠jakulepgdirae6420491hjakue"gurae741151

<eurae>gagulenBturae3716nglgaguleNBtarae3747911gakueopurae5632181gjagtuenpuarae
4746201gagulennulca"e368ss2,4750ed1qagulenDulfae4712401gagutenpulra"'e470113,473059/

￠jaguleNDulrae274386,2761bo,2791571e‑jAagulenoulpae473158/hjakueNDurae478054g,
571029,571394

<gurae>gaktueeguarae473532
<ourae>gakujeo:ura￡7503321gagulenpulfaAe461963,465869,4711321eagulenljulraAe'463969

<Uurei>gakueeeurmi6527951gakujegeureei662107

<guree>gjakwepguariee08403S

<guree>gagtueNguare'4704451gagure"g‑re'376466,3795061gagulengulre:3777191
gaguteNgurre:3754591gagule"gutre'372532,374419,3744nlgakueDguree:6451S61

gakuepgure:4684771gakuepguree:6452851gakueNguree:641854/gakueNgure:560428,

bo2913,663997!gakureogture:465279,67e0971gakweoguace:5615671gaktueexuarac:665S441

gjakueNguree:546n91gjakueNgure:477526,479230,57023SS1gjakvaepxurree:5590741
hj akueNguree:642692,643705,644343,644513ig ,644693,645424ss ,646542ss
,
6466361

hjakueNgure:6475071hjakueNgure;469811,5609541fakueNgure:570235/t"t,tix:/P"̀)t‑

"sc50,643504,"sc55,645557 .

<D'uree>gaguenoure:573134,573277,5771361gagureneuare:473335,5791S91gaguleNoutre:3766ee/

gakuenpure:4ec5561gakuepguree:661589,6636501gakueunureee6457mplgakurenouace:
4761071gakwenljurreA"e:4706431giatsuaenDuare:4714601gjagureneuaree:3752791
gjagulenDulre:3765931gjakueNpure:4699e6,477212,478se9,570430!gjakuaeopuare:475376,
559ng11gjakdienpulre:3774641cagurenouare:475mp41qaguaeeDturee:3783111gagulenoutce:

4628231giakurengture:4715231OjaguleeMre:276513es1OjakuaeBnwre'373043st1
hjakueNnure:5714101hjakueNpure:478054esZ,478147,478208,4790551,479123es,570140,

570185,571241,572176,5723511tvPx>POta‑469792

<gure> gagureNguare5os956/gaguleNgulre370as11gakuengure464769,fo5sc6,4bo642,466722,

‑383‑

467657/gakuengure467545!gakuingure4696951gakuiBgure468651,469546,560557/
gjagulengulree376242/￠jaguleNgutre277197

<Bure> gagueBDure377261!gagdleppwre3794221gaguaeOpurre374598/gagtueNBurre372242,
460927es,4721451gaguagNDture4710551gaguleNgulre2785151gjaguenouree372111,375213/
gjagueneure372070,372111,376057t(fi/gjagtuenourree373331/gjagutenoutrte374034,378121/
gjaguleneulre374034/gjaguaenpuareS785941gjagure"pture375389/￠jaguleNDulre277312,
277521,278451,279038,279225/"gagtugnewre3723311faguleNpulre371495

<gurea>gakuaepgture'Sa765962
<guree>gaguae"gture'378465lgakuengure:56578e,567406/gakueDgure:641659,654853es,
654951,655765,655824$,734177,734553,736687,1261221gakueNgure:565541,566689,673026/

gakuaeggwre:669759Ll> /gaktueNguare:765931S st 1gjakuepgure:642649'ili S!
gjakueNgure:626709,721920st i!f ,7361721hjakueugure:567644/hjakueNgure:567748,

568529,734265/t?Px>P"V‑561785,642809,731665,732586,733397,733638,7sc426,734694,735677,736613

<Buree>gagueNnure:4629911gaguaenourre:5720121gakueBpure:566177ss ilf ,5672892,
5os122,655945es,6623549,663018ssg,663814,665140,665631,924994/gakueNpurre:5687351
gakurenDurre:565104,56S396es1gakurepouare:565274,566278es,568179,568426es,569757,569895,
579374,6601371{>,661008/gakuaeoDuare'66S193/gjaguaeeuuare:575169st,575161,578123!

gjaxueBguare:566919!gjakuennure:5693052,569479,569547,660368,660401,661368/
gjakuennure:660781,661743,661788,6626371gjaktuenDurre:563917/galjuaegowre:･5618481

hjaxuaegljtur9:5742711hjakuenpure:5653081fakueljoure:567318/tvP":>POV‑469894,
560881

<gure> gakueogure830029es ,832440as ,83250ess 1gaTepgure8324401￠agulengulpe4741431
hjakueNgure737763g,738504,738647IS),739405,830466,830652,831525

<Pure> gagueDBure5679691gagulenoulre3761751gakueueure460953,567047asf
gakueenure564229/gakueepure563218sslgjaguenDure379109/gjagueneture567904/
gjaguleneulre3741e61gjakuaeegurre5585091hjakuenoture563565

<gurjei>gakuengurjtei653842

<gurjee>gakuepgurjar:640948,652852,738267
<ourjee>gaguleNpulrje:3746761gjagutenputrjei572549/gjagdieNodirje:3766241
･gaguaeNUuarjE:374746

<gurjaa>gakuengurja:6472371gakueDgurja:7249351gakuepgucja:644234,64731Sl
gjakueljgurja:7341211gjakueNgurja:723898,725864,726952,737e30es1hjakueNgurja:
7370961hyakuengurya:7393631hyakueNgurya:735443/t?Pt>P"')?‑737331
<Ourjaa>gaguteNBulrja:3735771gakueenurja:663630,664547/gakuaeporurja:569616,6643171

gjakuenDurja:660536,6615121hjakueDpurja:568667sh

<gurja>hjakueNgurja7S74971hyakuengurya739141/tvt7J)tP"V"p736209,･83037Ots

<guraa>hyakuengura:736158
<Puraa>gakureDpuara:665193

<guNnja>hyakueNguNnya738221

<guae> gjakweeguaae474295
<garui>gakueggaruai6587S5
<gore> ￠akueegore562484ilf !￠jakueegore562484

<hodo> gaguJeNhodo5680231gakuenhodo546373,645331,648023,648227,653361,662070,733976it,
7441021gakuephodo7312gg1gakueNhodo55182e,557552,658530,659SOO,664232,733681,7349911

gakuOnhodo7460nlgakujeehodo656330l iS ,657332,659420!gakujeNhodo657379,659398!
gakurenhodo552789,553980,555691l,6564231gakureNhodo555777,553915,5S4742,555819,655476,

6576851gjaguenhodo3750641gjakuenhodo547149,643151,649850,652194,742706l,743134g/
gjakuenhodo650496,651386,654337,654472es,6545311gjakueNhodo638328,640743,641500i99,
641622,643300,654079,7305221gjakureNeodo651524!gjakuaeNhodo18e180,554932,641355,651127ss,
651215,6512edlhjakuenhodo63485tLl,654109,654264,655280,657099,657148,657214!
hjakueNhodo645404,643705st,644515,644693es,646542,647483as,658088,659044,659147,731307,
750046,7SOI69,752116,752294,7525931tvPx>*b"550816,551619,55177S,S52781,5546ed,556Sl2,556S29as,
55691O,557788,566050,656625,640769ts,64191O,643802,644968,645557st,645859,645996,647712,647995,

656022

<hozu> gakueNhodzu733434 ili 1hjakueNhodZu732456

<hoo> hjakueNho:657294
<gahodo>gakuengahodoS463731gjakueljgahodo6426499es
<Oahodo>gagujegpahodo5es025

<bakari>gakuembakari643053,663521,8325951gakdlembakari7608631gakwembakaci7504081

gakurenbakari459807/gjakuembakari724897/gjakuembakarl721950/

‑384‑

gjakuenbakari633906!gjakueNbakari723767!gjalsuaembakari5741731
hjakuenbakari6368601hjakueNbakari644693,730256,8315251hjakueNbakari571394es1
hyakueNbakari737399,830081/tvPx>JN""'J636625,644968,734754

<bagari>gakureNbalsari'471598Aeslgjaguenbagari373138/JagueNbagari072495
<bakkari>gakuembakkari722975/gakujembakkari9313461gijakilenbakkarl'641222LS)/
gjakuembak:ari7279321gjakueNbakkari6387621hjakueNbaQ.kari47912311
hyakuenbakkari8303391hyakueNbakkari830081/tvPx>JN"sy"iJ636625
<bakaru>tvOx>JN'""jL737412,739070,830370

<bakar>pakuinbaka1206807
<bagara>gakuembagara207625,2076981pjakuenbagara208516
<baharudu>pekuembaharudu208660
<bakasi>gjakuembakaii721950
<bakkasi>gjakttenbakkas1'6412221as/hjakueNbaQkasi4790551tt,7[)xA",y))S,636625us
<baakasi>hjakueNba:kafi732167
<bakai>gjakuembakai734042

<gatobakai>gjakueogatobakai734042
<bagai>gaguimbagai20722e

<bakkai>gakuembakkai733132,831295as,831452,832158,832268es,832440,833242,833436,834143,

835208,855430,8364331gakuenbakkai8363821gakueNbakkai839421/gakujembakkai831163,
832028,835057,835261,836231,9311671gakujenbakkai833160,8361421gakuJembakkai735054,
831372/gaktuenbakkai822996,834328/gakdljenbakkai824818,833350,835374,837247!

gaTembakkai8524401gjakuembak:ai7258641gjakuembakkai7340421gjakuembakkaT.
835175/hjakuembak:ai725954,7289511hyakuenbakkai8303391pjakujembakkai121388
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<dakeka>gjakuendakeka641622,649757

<dakekka>gjakuendakekka649757
<dakka>gjakuendakka649757pa
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<haNte>cagulenhante471132
<haNda>lt?Px>A>Y"556512
<bacci>gakuembattfi663814
<baccu>gagute"ba'tsul574419
<gate> gaguaeNgatg368956
<nate> gagutenBatesc8882
<eade> gakueNBade551820
<gato> gaguaeNgato4609272

<gatoo>gakueogato:460953lg
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<gatto>gagureNgatto469927,462991fgagulengatto4619631!i tY)

<nade> t?Px>t7"551619
<naNde>}1"pPt)tJ')t7"557788
:",l.l,.Z'2?.:;9ggkak.gll:g:d3sa2,L2si8ggtes,6s6si6,662o7est,66se7s/gakuennan3a6ssg4ses,66seis!

gakueNnan3a655824es t!>

<naNzjaa>gakuennan3a:666249
<dakenaNzja>gakuendakenansa665072
<dakenaNzjaa>gakuendakenan3a:665072
<naNdake>fg'yFt>9"tr556814

<tte> gjagueǹte379109
<< k?.
d

;i > Ilg̀k'r.hlllii5i598ii6s675isig7i5663432ig.kueNki.is666sgs ‑ei ,s6s73s,s6sgs4‑er ,662io7ss i

gakureBkiri563126IJ),569616,569662,569757,56989S/gakdieNkiri567177l1gjaguaenkiri
S65946/gjakuenkiri569547/gjakueNkiri4772121gja}surebkl'r'i47631Vgagulenk'i'rl'
475294ss!qagutenk1'f'i4659793,466944l/hjakueNkiri478208,567644,567748st,568529,
568bo7/hj akueNkiri478054fi ,4791231 ,570140st lb ,571029,571594as ,571410g

<kkiri>gakueoki kiri567289/cakuepkkiri566177ff1hjakueNkkiri568806

<giri> gjakueNgiri626709es lt"vP[>I"'J731128 ･

<kenja>gakueekenja644161/gakuenkepa644234}
<kenjaa>gakueDkepa:645136
<kera> gakueBkera740252}
<keN> gjakueNkeN736172
<dakekara>gakuendakekara646178
<nokoite>tvt,!:x7]KiF556637

<taNgaadu ARU>gakuentanga:duARU207696
<tjaanadu ARU>gakuentja:naduARU215151
<tjaaNdu ARU>gakuintja:nduARU21Se17
<teeNtu ARU>gakuente:ntuARU214152
<cjaru ARU>cakujentJaruARU125127
<gaanedu ARU>gakueBga:neduARU207469
<gamidu ARU>gakuepgamiduARU206807
<bagaidu ARU>gaguimbagalduaru207220

<du ARU>gakuenduARU122148,123172,123238,124149,124226,125059,126116,207625,208603/

gakuenduarl'207698/gakujenduARU123199,126192/gakujendu7ando0294661
gakujepdu?addo:0247311gakujeDdu?ai0330801gakujeodu?am024688/
gakujeodu?ap022896,024731S,035e80/gakujepdu?arba024688/gakujeDdu?a:ri022896/
gakujendu?aru024801/gakujepdu?att'o:02480Vgjakuendu?as1'ga027597/
pekuenduaru208660!pja:guinduARU2095601pjakuenduARU208516/

pjakujendu?airu12138891pjakujendu?ajui121388/pjakujendu?ajuN121388

<ru ARU>gakuenruARUI15792,1169621hakuenruARU127026

<bikeeNdu ARU>p̀akuembike:NduARU127105
<bikaaru ARU>gakuembika:ruARU125104
<beeru ARU>gakuembe:ruARU123352

<? O re >gakuendakeja6563871gakueokuijanja:o215121/gjakuaendake5584791
tvPx>:?jL7325861t?0x>i,yiV)"Nv558878/tvPx>7"tySi))"v55gg78
< tm an as >NR476107

s2 ‑i:fmsrA,
<buN> gaguembuN563867,575134,5740881gaguimbun207220/gagureNbtuN5649751gakuembun
646178,647237,74034e,2076251gakuembuD5575S2,645729,l23352,124226,125059,126e68,126116,126122,
207696,207698!gakuembuN560428?,561262,561328,562219,565780,567047l>,567566,569028,627712,
639711,640948,648241 st ,652720,653618,653922,654733 IS> ,6S5765 el> ,655824,655945,656816,661589,662070,
662177,od2354 es ,662454,662913,663078,66S432,663521 es t{) ,663650,6642S2 ss ,665006 l{> ,665072 9 ,

665243,665631,672133,750837,733681,734991,7401809 xx ,740252,742138,115792,116962,122148,2095601

gakuenbun466642,466722gX,652120,2e7469,2085161gakuenbup123l99/gakuenbuN546373/

gakueNbun5657351gakueNbuN177845,564611,565541,565664,566545,566689,567406
,672023,6730261
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gakuimbuN469546S,562561/ga:kuinbun20860Slgakujembue022896,024688,024801/
gakujembuN659300#,924994,126192/gakuaembuaN565912,566718,569895,573061,652598,654612,
655506eL,,656514,656673,6S7543,657685g,657743,658458,658735,660736,661115,664317,665193,665544,

666781,669759l,671135,760863,7659621gakureNbuaN565104es1gakurembcuN5648971gialstuenbulN

4714601gjagueNbuN27511Olgjakuembun649696A,741634,027S971gjakuembue653467g,
7460391gjakuembuN185185#N,626709l,628781,651541,660781,660880,661743,661788,662637,

6628471gjakuenbun633906k#1gjakuenbuN569305,653eOlasM,660368,74051O,740586,743134/
gjakueNbuN477326ff,570235g,5704301gjakuaemburn179454fflgjakuaembuaN074669,171871,
180712,557480,558656,559074,563917,6S22S21gjaktueNb‑N186554,651074/gjaigurembdi5669191

hjakuembuN5685291hjakuenbun563565,5653081hjakueNbuN567748‑lt ,642537‑lt A ,642692,
647483es lhjakueNbuN57018S,
571410st/hyakuenbun56sc49,S668511pekuembun2e8660!
pjakujembuN1215eaX1JakuinbuN4658421St"v･t7i;t7")tSS27811tt,Pi)t7">551619,579374,
640900,642809,643504,643655,644968,645557st,645760,651613,651poO,656022,7513691tvP",r>7NS>

469894 #

<buNdake>gakuembundake6430531gakurembtundake4735321gjakuembundake641500
<buNhodo>gakuembuNhodo6398071hjakueNbuNhodo642692
<buNmo>gakuembummo563178th
<buNni>gjakuenbuNni6603S2
<buni> gakueNbuni564475

<bu> gakuembu655765

<gabuN>gufiegwangabuN125104

<atai> gakuen atai464769!gakueNatai177845,282249es1gjakueNatai175604,177072es ll),
1851859lgjakdlep atai084033es1gjakuaeNatai071750,0746692,e77988,e89441,171871l,
179454'EIi,,18e180,180712esS,183520esg,1865S4esl1gjakuleNatai1920051gjatstueNatai
1759281￠jakuaeNatai0776881￠jeektueNatai186821

<adai> gagueNadai377261‑ltlcaguten adal'471132!￠jagueNadai2701411JagueNadai
072421,072495

<adae> gaguleNadae37479VgakuaeNadae4735321gjakdieNadae47121S,474620

<adea> qaguten adeha470113

<at￡e> gaguaen ate:4733351gakuaeNatae'he371070

<adee> gaguleNade:374676,47e5931gagute"ade'3744221gakueNade:4637201
gagul'‑e‑n ade'471240/gatstuen ade:4723401c'i'aktuen ade:4715251gjagtue" ade'

k
3753891gja}suae'Nadac:3747461￠jatsuaeNadar:374746

<adeede>gatsureNaSe:de471S98
<ade> gagueNade3772611gagweNade374598,5794221gaguaeNade4710551gaguten adee364973,
374034/gagulen ade3761751gakuen ade4667eetslgjaguen adee373138,375213,379109,379141
SC1gjaguen ad￡372e70,372111,375064,375213,3760571gjaguren adee373331,575279,578g651

gjagulen adee3781211gjagulen ade374106,3762421caguren ade3783111cjaguaen ade

37859410jagulen ade5770531￠jaguleNade27S456,276166,277197,277275,277521,278451,279058es,
279304,360946,370152,370283/￠jaguleNade2794151fakuiNad￡465842

<nade> ￠jagute"nade276481
<aNdee>gaguagn a"'ds:372331
<a"de> OjaguleNa"de277312,279n5

<wate> gakuinwate463801
<adee> gagurade:"2991
<ate> gjagueNate174ss11￠jakuaeNate373043

<ade> gagueNade372242,5792491gagure"ade378465,3795061gaguae"ade3773121gaguleNade
3702371gjagtuen ade3765931gjakueNade1725551gaguaen ade465869/gagulen ade461963
as 91gagulen ade3as88211qagute"ade2722671￠jagueNade275110/￠jaguleNade276ng1

<na ataidake>￠jakuaenna ataidake194262
<gatai>gakuaeDgatai6437941tvP=>""Sl645760
<katai>gakuinkatai214152
<gadai>gakuingadai215el7,215121,2151511pakuingadai206807
<dai> gjagueNdai2734051gjakureNdai472456
<dae> gatsuleNdae3735771gjagulendae376593
<dee> ,gaguende:3757181gagtueNdee:372ed81gaguae"de'376466,4704451gagutendeae3754S91
gaguleNdee:3716ng1gaguleNde:S766ac!gagule"de'372532,37se03,374419/gagulende:3777191
gaguleNdee:3796261gakuende:464356,465366!gakurende:4652791gatsuleNdee:37357711

gjagulende:376593ssSlgaguaeNde:3734141qaktueAadeA":'470643aslgakurende‑ae'
470"31gjaguleNds:376624,3787451gjatsutende:372549
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<de> gaguagNde46e9271gagtueNde278515,370448,370592/gaguleNde370681/gjagutende3774641
￠jaguleNde370448esgl￠jagtue:Nde2765131faguteNde371495

<dee> gakuende:46095S!gakuaende:467219
<de> gagureNde378603

<ga> gakuenga546373,7266141gakueDga655961,636932,637806es,644234,645098,647315,654853,
655824es ,728424,730805,730837,7339e4,735976st l ,734991,742076,744102,746e22,832268,8352e81

gjakuenga643151,644035,7431341gjakuepga640743,642339,741574,7422S6,742462,743640,744245,
74SOI9,746098,746200,747138!gjakueNga638762,639662,730522es,7361721gjakuaegga6413551

akuleoga6420491hjakuenga635764,6358431hjakueNga6425372,

24Ji6?2kestie,n6g439o6s4i1654741sl￠Y6"6g3es,646s42es,646636!lt?g.>h‑64ogeoes,6434so,64sss7es2

<na> gakuenoa567289es‑ili'1gakueDna554855,567047es9,664547!gakurjo:pa5631781
gakweena554742,555691,562022!gjagweeoa5679041gjakuaenpa555821!t?t7r;t"
,554666,
o 551775
556512,5565mp,556637,650649,651579

<gaa> gakuenga'555785/gakueoga:640948ss,644161,645285,645331!gakueNga:6418541
gjakuenga:642649!gjakueoga:643300asll",743361,7446261gjakuaeoga:640492ss!
hjakueNga:643404,644343,6454241l"t.P)L:i)1"‑64643e‑

,6497181,649850,740766,740846/
<no> gaktuenno659501,7504081gjakuenno649696S
hjakuenno659044
<noo> gakurennoo657S861gjakuennoo740766

<noN> gjakuennon740846

<toko> gakueotoko649031 ff lgjakurentoko651324/hjakuentoko657099,657148Sl
tvPr>F1646977es
<doko> gakuendoko653842,654733glgakuaendoko6610081gjakueNdoko479230/
hjakueNdoko57141Og ,5723511sjakueNdoko479238Z ts st 1t?Px>F":6495G7

<gatokoro>gakuengatokoro564727es
<gatokoo>gjakueogatoko:641570

<gatoko>gakuengatoko652120ss1gakuepgatoko467545,648023Z,649031xx,649178,652289,
652852,653361,654951,655824es ,753976ff ee ,742138st lgakuingatoko4696951gakwepgatoko
561567/gjakuengatoko547149,641222,6440351gjaktueBgatoko559074'EIi"ltvt?)i:/""F]641910,
641918,647op5,649407

<natoko>gakuenpatoko7440721gakueo:atoko656387‑i!f!gakueonatoko572084,655945,
ed3650,665072es,666249/gakujeo:atoko656330,657332/gaktueDpatoko655476,656423,658438

Z1gjakuenoatoko650066,652194,653251‑tf,6553221gjakueDpatoko650496,651541asIS>,

,652ss7# ss ,654531 es Z 1gjaktueppatoko
654079,654337,654472/gjakueDijatoko651386
557511‑i!i',651127,652232eclb1gakueoljatoko566177G>'itr1hjakkuenDatoko654109S/
hjakuenoatoko6552801hjakueNpatoko571241l,5721761t?t?t>"OF:559768

<gatokodake>gakuengatokodake641659
<naNtoko>gakueopantoko653161

<Oatogo>gagujeBpatogo5ose23/gjaxuaenpatoxo578123‑EIflgjaxuaenoatoxoS762821
gjakureenatolso578225
<gadoko>gakuengadoko6547331>!gakuiggadoko560557/hjakueNgadoko646542ilf

<Dadoko>hjakueNnadoko570185esgl

<padogo>gagueBpadogo567969,5771561gag‑enBadogo572012!gjagueDoadoxo573169
<gagoto>gakueDgagoto740180itf t{> fi

<eaDodo>gjaxweoDapodo576180
<notokoro>gjakuennotokoro741461

<notoko>gakuennotoko652795,653618,74034e,740420/gakurennotoko657743a!
gjakwennotoko6512661hjakuennotoko75239Sas ll) 1t"eP]i ;i7F:649507,651909

<dakenotoko>gakuaendakenotoko657745

<gato> gakuepgato724935,7312ea,732095,834556,839421!gakujengato9313461gakujepgato
7350541gak‑engato8229961gakwjengato82ng181gjakueegato734042,734121!
gjakueNgato6267e9ss,723767,723882,726952,727932!hjakuepgato730256,732291,732374/
hjakueNgato725954,728951,7381021hyakueNgato8300811tt,9];t""b7Sl128,739070

<Pato> gaktueDoato65S506,656514‑i!l lgjakuenoato655322 .
<gaho> gjakueNgaho659se6
<gano> gakueogano7308e5es
<goto> gakuepgoto648227

<gata> gakuengata830029es 1gakuepgata733132,734177,738398ss ,831452k ,832500,852595,

,723882,723898,724897,72S864,726948!
833436,8545561gaTeegata832440X1gjakueNgata638328S
hjakuengata7321671hjakueNgata737096,737497,737763,738504,738647,7394gS,759563,739644,
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830466,830652,8315251hyakuengata739363,830168,8303391hyakueNgata755443,7373991
tvPr>h"Y636625,736312,736769Mk,757331,737412,850370,834584

<gaci> gakujengatfi024688

<gag 1' > gakuj eogats i' 024731/gjakuepgats 1' 027651

<gacu> gakueogatsu722975,733269,734177es L{> ,738267,831452,853436,8354281gjakueogatsu

7219501gjakueNgatsu721920,7370301hjakueNgatsv7342651hyakuengatsu736138,7391411
hyakueNgatsu738221,7392761tt.Pn)i)1"'Y734426,736209

<eacu> gakujeoDatsu931167,033080
<gat> gakuenga?85129Ses,834143,8354301gakueoga?833242,836382ss,8364331gakueogat
832158,8342521gakueljgaT831372,8324401gakujengat831163,8361421gakujeugat833160,
835057,
8352611gak‑engat8343281gakuaepgat8372471gakuajengat8353741gakuajeegat
833350/gaTePgaT8324401gjakuepga?727524,835175/k"t,7r)i)i"ty739070

<Pat> gakujeepat836251

<gana> gakuengana736687/gakueogana562484,7345531gjakueNgana6384872/
gjakueNgana4783691gagwengana476107es 10akueegana562484es 'i!l lhjakuengana
657214ts!tvPx>""t561785,734694,7347S4,735677,736525,736613,736769it;

<nana> gagueoeanaS732771gagurepnana4721451gakuep:ana6583501gakujeo:ana657379,
6S9300S'E!f,659420,75e3321giatsuaeneana471460'EIflgjakueNnana469906,477212,477326‑EIi,
570235st,570430ll)'st/gjakureoDana474295,475376,5741731gagdieneana474329,4752941

cagulenoana465979,466944,474093,475066,47605Slcalsuaeopana5618481qjals‑eoDana47631V

￠agulenoana4639692,473059,4741431o"̀J‑agutenBana4731581hjaxurepDana5742711

hjakuepoana657294I6es,750046,750169,7512051hjakueNeana468845,468911,469811,478054,
478147,478208,47905S,479125,560954,570140,571029,571241 l{> es ,571394!sjakueNeana4792381

Jakuenoana4677981tvPx>"ei5608811tvP"x>"Ot469792,469894es
<gaN> gakuemgaN560428ssilflgakuengan740015illlgakueogaN639711es,649031ilfl,
7334541gakuingan5614961gakuingaN561520/gakuiogaN4694721gjakuengaN653eOl ili li l
gjakueogaN7427711hjakuengan6542641hjakuepgaN731307,7324561hjakueNgaN647507ig
e1hjakueNgaN741151!}t,c7x)i"":!643802,643951,644842,647S60'S,647712,648521,648549,648658,

648848 ts ,731ed5,732586,733638 '
<naN> gakujenea8320281gjakuenoaN649718es4>lgjakweepaN651074'ilflt"pPx)t"O)t
644968,645839,645996,6560anfi l{>

<gamunu>gakuengamunu125127
<gamunuu>gakueogamunu:124149

<gamuN>gakuengamuN1232ss,1270261gakueegamup123172

<dake> gakuendake551820,561195,562394,565342,567e471,567566,S68984,572084,637890,645136ff
el>,6fo178st,647237,648089,656387,662015,662177,663997,664125,as5006,670118,753976#,7440721

gakueNdake566os9!gakuendake5642291gakuindake468651,469546es,562561di21
gakujendake662107/gakwembuandake473532,6700041gakuaendake553777,553915,560299,
563126,565274,565396,565912,566278,566718,566817,568179,S69961,579374,654612,657743,edO137,665544,

669759,67113Ses,760eo3,765931lgakuaeNdake555819,5651041gakuagndake564897g1
gjaxuaendake5781231gjakuendake179994,S695052es,641622,642339,649757,652fo7pa,653251,

660536,740586,742706!gjakueNdake6396621!gjakueNdake477326ililgjakuaendake183520,
6404921hjakkuendake654109/hjakuendake567644,635ec3,657214rn,7521161hjakueNdake
6474831!fakuendake567318!fakueNdake1770721t?l7[:/Y"lr550816,556695,559895es4>,
640769M,645557,6469n,"7560M,as848,649507,650860,753397

<take> gjakuentake569547
<daki> gakuendakiedZ97,74e252g
<dage> gaguendage56rv11,S75178!gagujendage5680231gagurendage562889,5791391

gagurendagesc89561gaguaeNdage564975/gakueNdage2822491gjaguendage5791411
gjagueNdage2608901gjaguaendage575161!gjaguaendaxe5751691cagulendage368882,
4628231ojaguledage279a38n1OjaguteNdage2743acpa,279157
<gadake>gakueogadake643053eslt?Px>""S"tr640769rt,640900es

<dakenoo>gjakuendakeno:6497571

<hodo> gakuenhodo466642,6359ss,643176,647011,64716S,653sc1,734po1,740015ff!gakueNhodo
557912,63789e2,657913,6sa598,6593981gaktuenhodo6584sslgjakuemhodo6S3467/
gjakuenhodo6349as,6ssceO,643151,644035g1gjakueNhodo6374S8,657528,6ss328,638487,64S300

elgjakuaeNhodo554932,558479,558509,6512151gagulenhodo4628231!cakueNhodo5di1771
hjakuenhodo63ng34,635764es2,636esO!hjakueNhodo6426ce,6580sa2,65914791
t?Px>*F"556814,55691O,5577ss,566050,6tL3504

<gahodo>gjakuengahodo633906,637711,642293,6431511gjakueNgahodo639662,7305221
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gjak田engahodQ641287／Φjakuengahodo641131

〈Oahodo＞qjakueNりahodo546229
〈gaahodo＞Gakuenga：hodo645136古多
〈nohodo＞hjakuennohodo750391
＜gurai＞qjaku且eりguraiO84033／hjakuengurai657148

〈Ourai＞gakueNりu・ai567526／gaku・eりOu・ai662107／gak嘲卿r§i569616／h」akueOOu「ai
657294多，658088上野，658145，659147少，752294，752393多／ヒャクェンク。ブイ558774

〈Ourjaa＞gakueO＝｝田rja二569616
〈gureε〉《⊇jaku昆eOgu」rae：084033／hjakueNgur紀：644693

〈Oureε＞qakueO加rお：651735
〈ku「εε＞9akueNkur跨：664257

＜guree＞hjakueりgure：568529

＜kuree＞hjakueNkure：567748
＜ku「e＞ qakueNkure663814
〈bakari＞qak田embakari459807，566278

〈bakkai＞gakuenbakkai831295／pjakujembakkai121388
〈bakka＞gjakuenbakka569479
〈baka＞qjakuenbaka661368誘
〈barl＞

gakujembar了022896

〈bξ｝§rT＞qakujemb6：rTO24801
〈bjaa＞ gakueNbja：567526多／hjakuembja：568667

hjakueNba二6ら4693

〈baa＞
〈bεε〉

qakuembε：568984／（⊇akueNbε：568735

〈bee＞

hjakueNbe：567748

〈buri＞
〈puri＞

gakuenpuri467657

gakuemburi665140／〜｝aku二embu盈ri569757，664317，665754

〈ppuri＞hjal｛uemppuri568806
〈jano＞

〜｝al｛ueNjano750472

＜saama＞《⊇akuensa：ma127105

〈（HYAKUEN）〉〜｝aguem578084／qakueO563342／《⊇akueN468477，557912，562394，564543，564690，564727，
，664232多，665631誘，666249／gaku￠N563218，
567289，568122，660034，661589，662297，662354，663521多
564229／gak田eN4598。7，552789，565333，567177，568426，569662，652598，665193・670097／qak田e・．553980／

〜｝jagu二eN565946／gjakuen569305，661512／gjakueN174755，177072，272025，273405，654079，660401．，

661368／gjaku釧479230／gjak田eN180180多

，559481／gag加en461963／￠akueN566177／ヒャクエン459766

疑，556746，557979，558878，559589，559742，559895多，650649，650907・652655・655170

〈その他＞gakujemmutiO29466
〈無回答＞NR663018
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皮ごと

＜90to＞kabagoto562ら84／ka：goto567644，568529／kana．goto635764少，635843，643151，644035共／
kawagotoO77688，171871，179454，183520，185185，価842共，466642多共，468651共，469472，469695，
478369．557912，560428考多，561520，561567，562561多，563565，563649，564475，564543，564611，564690，564727，

llll麟器，1鞭謬1欝鵜凹型霧5瓢，麟5総Olδ・懇㍗辮0辮饒，
652120，653922新，654109西新，655765，656387，657214上多，659398，662913，670004，670097，672023，731288，
732374，733681，733976堅磐，734553，734991少，736172新，738398共，739141，740180多考，740420，742076

二二，742協，743134共，746022共，750408，760863，830081／ko：goto765931／カーコ

ト646977，648848／

カワゴト559768，640900誘，643450，643951，644842，647995，655170誘新，734754，．736312．
〈・・t

梶C160無難鷺，1懸1編垣濾7，隻麟嶽欄謝1爆霧醗謬
共，478054若，555819古，555821，557480，560954，561262共新，5622玉9，562889，．563126，564897，5麟975，
568426，568667，568984，569305，569547，569616，569757，569895，569961，570140考 ，570235，570430共 ，571394，

571410共，572084，573061，573169，579374，649850共，650496，651074，652598誘少，653001誘，656514，656673，
657685，659044，660536，660880，662637，662847，663521，663630，663814，665006，665072，665243，670118，752294／

kawa加to654531誘少／カワコ。ト551775．共，554666，556746，558774多，559189，644968誘某，麟5839共，
650860，6515了9，651613，656022

〈godo＞

kawagodo174381
一394一

〈ηodo＞kawaOodoO72495上．177072，260890，461963新
kawaOoto576282／カワコ。ト

，465869，562911，563867，574088，577136／

469792，469894，560881

＜gotoni＞kawagotoJli645136
＜gocu＞
＜got＞

kawagocu830652／kowagotsu鳳765962
kawagot837247

〈Ngocu＞カワンコ

〈9UCU＞
〈OUCU＞
＜gutu＞
〈goci＞
〈guci＞

、リ734426

kawagutsu655765
kawaOutsu655322
ho：gutuO29466
kawagot∫i467219，666781，727524

ka：beg賦∫i665754／ka：gut∫i663997／kawagut∫i464356，653361，654109新，65ξ264誘，

655280，657214下，657332，672133，673026／kawagut∫i465279，656423，669759／カワグチ641910，647712

〈Ouci＞kawaOut∫i561262古少誘，651541誘，652467，653001多，656330，656387古／kawa卿t∫i
459807古多，564975多
誘，

〈uci＞

〈guzi＞
〈Ouzi＞
〈gote＞

，565912，567904誘，655476／kawaOut∫1566919，573061古／kawaO．ut∫i650496

651386，652387，653467，654337，654472，654531多／カワタ。チ645996

kawaut∫i561328
kawagud3i578084

kawaOud3i567969／kawaO略i565946誘

kawagote555785，561567誘多，567526，649696，651266，654853，725954，740252，74脳0／カワゴテ
647560，648521誘，648549古 ，648658，649407，649507，830370参
kawaOote559481，649718，649757多，649850誘，651324，740510誘多／カワコ。テ556695
〈Oote．〉

〈goNde＞ka並agonde547149
〈90tee＞kawagote：738398誘
〈gosi＞

kla：go∫i741461，74雪574，742462，743361，743640，744245，746039，746098，746200，747138，750472／

kawagosi737763，738647，739563，739644／kawago∫i626709，627712多，628781，639662か648227，649696，
653842，657099，657148，657294，657379，657685晶晶，657743，658088，658330多，658438，659300，659398古多，
727524多，733904多古，733976多古誘，734〜η1多，736687多，740586，740846多，741634，742771，744072，
744102，745019，750046多古誘，750332，751205，834556，835057，8弼33／力」トゴシ646977誘，648848誘古老／
カワコ

、シ647995，736769，751369

〈ηosi＞kaaりgo∫i746022古謡／ka：Oo∫i569662少／ka7go∫i744626／kawaOo．∫i649757誘，649850．
誘多，651127新，657586，658145，659044多，659147，659501，742706，750391，752116．，752393

＜900si＞kawago：∫i822996，824818
＜Ooosi＞kawaOo：∫i651127古，750169
〈gusi＞ kawagu∫i726614，728424
〈Ousi＞ka：Ou∬573134，573277／ka：りu∫i574173／kawaりusi571241，572351多／kawaOu∫i570185，
572176／kawaOu∫∬75178，577136誘／kawaO田s∬79139／kawaりu∫i573169誘，574271，．575161，576180，
578123，578225，651215

〈gisi＞

kawagi∫i654733

〈りocura＞ka：竃〕ots田ra37474，6

〈Oozura＞kawaOodz山ra374676
〈Oucura＞kawaDutsura477212
〈guzura＞．kawagudzura467657
〈Ouzura＞kawaりudzura375718／kawa加dz町a372668／kawaOmdz曲ra276細，277312誘多古，
376686，377719

〈gocira＞kabagot∫ira562綿4四方／kawagotsfra194262／kawagot∫ira468477誘．古下多
〈gucira＞kawagut∫ira467545誘多，468651誘多，469546，560428誘古，560557古老，561195，561496，．
5625α誘古／kawagut∫ira560299

〈Oucira＞ka：peOucira479238／kawaOucira㈱45誘古老，478054誘老，478147，478208古，
479055，479123，571394誘多／kawaO叫∫ira477326誘，570140誘多，570235多誘

〈guzira＞kawagmd3ira186821
〈Ouzira＞kawaO四dzira561848／kawaOu3ira563917
〈gacira＞カーカ、チラ561785

＜りusira．＞kawaりusira571029

〈Ootera＞kawaりotera563178古
〈Oota「a＞kawaOotara551820

〈90teOa「a＞kawagoteOafa552789

〈gocja＞kawagot∫a轍2誘古
〈90ccja＞kawagott∫a465366
〈guccja＞kawagutt∫a67可135
〈Oossja＞kawaOo∫∫a570430

一395一・

<mozura>kawamodztura372549,373577,376624g
<mo"zura>kawamo"dzulra373414,3754S9

<moNzura>kawamoNdzWra276513
<mozira>kawamodzl'ra371648
<mo"zira>kawamon3'rra373331

<muzura>kawamuzura072495S S ,272025,273405S 1kawamuldzutra272267,374419
<muNzura>kawamtu"dzurra374598,375389eslkawamut"dzutra274386,277521
<muNzura>kawamulNdzulra370681

<muzira>kawamu3ira2701411kawamulsl'ra1920051

<mazura>kawamadzuara378311,378603,470445,471598fi,473532ig/kawamadzulra377464iS,379422,
470593,472340,473335,474620/kawamadzulfa368882S,465869i!il,4712401kawamazura172535,
4647691kawamazuara084033

<ma"zura>kawama"dzura466722/kawama"dzulraS70448,376593esS!kawama"dzurraS78594/
kawama"dzurra377312
<maNzura>kawamaNdzutra278515es
<mazira>kawamad3Tra3741061kawamaj'i'ra3762421kawama3ira375213,465842esgl
kawama31'ra364975E,374034

<mamazira>kawamama3ira463720es2
<maziri>kawama3iri372111g
<maNzjo>kawamand3o463720"Eti

<macikara>kawamatJikara372070
<maNcikara>kawama'"tsTkafa373043
<mazikara>kawama3ikara372070
<mazukara>kawamadzukara377261
<macikura>kawamatJiktura378065

<macikure>kawamatfl'kutre377033/kawama'fikwre375279/kawamatfl'kulree378121

<maNcukera>kawama"tstukera2792251kawamaNtstukera279157
<maNcikera>kawamaNtsl'kera372242
<muNcukera>kawamul"tsutkera276166,370283

<macirake>kawamatfl'rake374106
<maNcuke>kawama"tsulke360946es
<macike>kawamatJike372111"af
<maNcike>kawama"tfTke364973ili
<maNcuka>kawamantsdika371e701Il
<macika>kawamatJika372111itf
<muNcuke>kawamin"tsinke275456/kawamulNtsutke277275,278451,279038,370152,370237

<mucuke>kawamultsutke279304es iS

<muNcuke>kawamulNtsulke277197

<gurumi>katiagurumi654968J ll> ,6440SSI lkawagurumi467545,557912sc xx ,567748'Etr ,652120
st,65ss42es,6S4853,655765,722975es,724935,731128ss,733132,734121,735054es,737030es,737497,
7385041"7P")V:‑55es78,559742,736613

<gurumi>ka:ourumi6623541kawaourumi651755,653618,661788,662454,663630es1kawaDuarurmi
5653961"7POJV:‑556746ss,558774ssl{>,559895,650649,650860,650907,651613,651990,652655

<gurumini>"7it7")L:‑:640769#ma

<gurume>kawagurume640948,6S2852,734177,7342651"51t7")L)t736312,737331ts

<purume>kawanurume6527951kawapuacurme655506
<garami>kawagarami46ssOllkawagaraml'sc8956/kawagacami476107!kawagacaml'462823,
4730S9
<narami>kawaearami173928,460953es,462991,470643es,4724S61kawaparam'i460927,471055,
472145,4742951kawap afam's' 368882ss ,461963as S ,463969ss S ,465869,46S979,466944,470115es ,
471132,473158,474093,474143,47S066,476053l

<mama> ha:mama125199,1232581ka:mama753434,125127,127026,20722elkawamamae72421es,074669
g ,0776881 ,177072es g ,180712es S ,273405es ,277512es ,364973,371e70ff ,373ass,3741e6,37S064,

376175,376242",378121,379109,4701132,635961es,643404ig,646542l,647011es,"8241,649178,
7321679,741634est{),742138iit,832158,9249941ko:mama024731,024801lk̀u:mama0246881

xomama022896

<maNma>kaUamanma63as601 ,644035S !kawamamma072495,174381as S ,177845,282249,465969,

4658691kawama"ma3791411kawama"ma3705921kawamaNma479230,6ss4871
<maama>ha:ma:ma124226
<maamaa>ka:ma:ma:122148
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〈nomama＞kawanomama372331，376057，376175，377033，377464，553980，558479，562022，572012，637806，643053，
652720誘，660401，730256，733976誘新少，734991誘少，740510，742076多古b750046少／カワノママ636625

〈nomaNma＞kamomamma663432／kawanomam：a642339，733976誘古多／kawanomamma174兜1，
174755，470643誘，473532多，558479，560557，565274，636932多，638920誘，639807，643053，647165，661512／

kawanomanma275110，467798，471598／kawanomanma277312，371495／kawanomaNma279415，478208
新，638762／カワノマンマ556814，556910，733397

〈numama＞Φo：numama121388／ka：numama207625／ko：numamaO27597
＜Nmama＞kawammama732374古／カワンママ731665，734426誘，735677少誘

〈NmaNma＞ka亘anmanma634968／kawam：am：a727932／kawammamma563218，727524誘少／カワンマンマ
732586

〈maN＞

kawamaN721950

＜moto＞ ka：moto567318／kawamoto568735，651541，660736，660781，661743
〈mote＞ kawamote554855，558509／カワモデ557979
〈motera＞kawamotera459807新，557511，557552，558479，558656，562394，563218誘古，563342古，564229／
カワモデラ459766，550816，551775誘，552781，556512，556529誘

〈moteOara＞カワモテカ。ラ551619

〈gome＞ka血agome633906誘，634834考，635764誘多，635843誘，637711誘，641131誘，642157，644035誘
少／kawagome635938，636932多，637458，637528多，637890，638328，638487誘，638598，638762古，639386
多誘，639711，639807誘，641355，641500，641570，641622，642293，642537，642649白猿，642692，643300誘，
643794誘少，644234，644343誘多，644513，644693誘，645098，645424博多，646178，646542誘，647483，
647507誘少，酔8089，649031少，730522誘多，732291，733976誘多古，736172古，739363，740015，741151，

743134，830339，830466／kawagomC642049／カワゴメ636625方誘，640900誘，642809共，麟3450誘，643655
誘，645557誘，645760誘，646430誘，830370

〈gomeni＞kawagomeni640492，640743，641659，642339多，643705／kawagome揖645331／カワゴメニ640769
古

〈90meN＞kawagomeO647315

〈gomi＞ka：gomi730805，835428／kawagomi546373，658330少，730256多，730837，731128，731288誘古，
731307，732095誘爆，732167多，740180考多，831452，831525，832500／カワゴミ648521
〈gumi＞

カワタ

ミ640900

〈gokume＞カワコ クメ739070
〈tomo＞kawatomo553915，554742，554932，555819，627712，653161，654079，658735，662107古，662177，721920，
728951，931167

〈tomoni＞kawatomoni553777
＜domo＞

kawadomo460953考

〈tome＞ka：tome836142／kawatome736172古，737096，830029誘少，831163，831295誘，832158誘多，
833160，833242，833350，834143誘，834232，834328，8351759835208，835261，835430誘，836382誘

＜tomee＞kawatome：641854，725864，839421，931346

〈dome＞

kawadome832028

〈tomi＞ka：tomi831372誘多，835428誘／kawatomi734553誘，7謁102，739405，831452多，832440，
832595，833436，834556多，835374，835430／kauatomi831372誘／カワトミ834584

〈te＞
kawate835208
〈tee＞
kawate：835208
〈nari＞kawanari546373話，555691，642537誘，642692誘，643705誘，644513誘，644693，645424誘，645729，
646542誘多，646636誘多，647483誘，647507誘，649696，650066，652194，652232，652289誘，653251，654109
誘多古，659420，732095，732374多，733269，736687，7獅47，740846／kawanafi643794多，65輸2，655506，
657543／カワナリ640900，641918，麟3450誘，643504，酔3655，644968多，645557誘，酔5760，645839誘爆，6輯30
誘

〈narini＞kawanarini5尊6229

〈Nnarii＞カワンナリー733638，735677多，736525

〈nagara＞ka並anagara633906／kawanagara723767，723882，72詣98，724897多，726948，726952．，7粥42，
735054多，830029誘

〈nagaru＞kawanagaru738221／カワナガル736312誘，739070萩
〈nagari＞kawanagari735443，737399，739276／カワナカ

リ736209，737331，737412

〈nagar＞klawanagar738267
〈naga＞ kawanaga736138

〈sara＞ka：sara662297，662354誘，663432誘．，鳳125誘．207469／kawasara565274誘，566177，566278
誘，567047誘多，567177，568122誘，568179，653〜麗，654853誘，654951，655824，655945，656816，660034誘，
660137，661008，661115，661368，662015，662070，662107誘，662177誘，663018誘，663078，663521誘，6麟232，
664317，665qO6多，665072誘多，665140，665193，665243誘

〈saara＞kawasa：ra662177多，664257，666249

一397一

<sera> ka:sera567289/kawasera565104

<made> ka:made661589,663630,664547/kawamade279038ee,279415,372532,373138,374422,374791,
375279,376466,376624,378465,379506,379626,467545,468477es,47064S,471215,471523,474329,475294ss,
475376,S57912,563178,563342,565333,569305,569479,645424g,660368,721950#5,724935,737030,83el68/

h7?7"566050,651909

<ma"de>kawamaae564973/kawama"de3765931kawama‑"de379249,471460

<madi> ha:madi124149
<mede> kawamede378745
<sui> ka:sui214152,215017
<suisui>ka:suisui215121,215151
<sjuisjui>ka:fuifui206807
<zui> kawazui832268/kaWazui831372/ka:zui831372
<sja1sja1>ka:JalJal206807
<suiti>￠o:suiti121388
<siiti>ka:Ji:ti116962,125104,126068,126192

<eiiti>ha:ei:til27105
<siizi>ha:Ji:d3i123172
<siizjaa>ka;Ji:sa:1250S9
<sjesse>ko:Jesse027651
<katake>kawakatake740420
<katakeni>kawakatakeni6457292/kawakatakeJ)i6490312/"7"Sitr:643802
<takeni>kawatakepi648023
<takii>ka:taki:115792,126122

<taagee>ha:ta:ge:125352

<c1'kina>ka:ts'i'kina208516

<sikeena>ka:fike:na207698
<bar'isikjana>ka:bar'ifikjana209560
<cukineera>ka:tsukine:ra207696
<k1'Tna>ha:k'i:na03308e

<kkina>ka:kkina208603

<to issjoni>kawatoiJ:oni724897,733904el) S,733976ra 1kawatoif:oJii637913,643176,
645285,6471651kawatoiJJoni180180,185185,654264,732374,7440721kawatoifJoni567047,652598
l1)J7FJf'ty)H:557788,645557g,7336389,734694

<do issjoni>ka'doiJJon'i3736e3
<do essjoni>kawadoeffonl'476311
<moissjoni>kaamoif:oni746022xelkaUamo1'ffon1'641287*lkawamoif:oni72S954ig,
734991esth,7420761kawamoiJ:opi638920

<ba issjoki>kawabaiffoki722975
<Nba maziN>ko:mbamad3iN027597
<mo mina>kawamomina373138
<mo miNna>kaUamominna6339061kaUamornlnna641131
<mo namo>kawamonamo278515,360946
<mo> kawamo375064,74e180Zlh7E65S170ilf

<N> kawaN732456

<no mukkii>"77h'ytV‑642809

<masi> ka:mafi568023,665544!kawamaJi563178st ff ,568023,569028,660054es ,660352

<maasi>ka:ma:Ji665S44,665631es

<muru> ka:muru126116
<zeNbu>kawa3enbu641222
<mo hutozini>kawamoOtptod3'in'i374106
<saaridu>ha:sa:ridu208660
<darake>kawadarake559074
<gadari>ka:lsadar'i374746l
<usura>kawausura556637
<zjucju>kawa3utJu836231
<deN> kawadeN737030
< wt pa g >NR740766
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傘なんか

〈naNka＞karagasananka563917／karakasanaOka474295／kasananka174381，175604，177845，．
179994誘，270141，282249，373331，463720共，465366，466642，467657，467798，554932，555821，557娼0，557511，
557552，558479，558509，558656，559481，561195，561496，561520，561848，562219，562889，562911，563565，563649，
563867，564543，564611，564727，565541，565664，565735，565946，566545，566851，567406，567526，569305，569479，
572084，579139，633906，634834多，634968，635764，635843，637711，641222考，642157，642293．疑，643151，644035，

649757，649850，651324，652120，652194，652720，652795誘，653618，653922，654109新共，654264，655280，655322，

655765，660352共，660368，660536，661368，661512，662070，726614誘，740510，743134／kasanaりkaO71750，
072421，072495，074669，077688，077988，084033，089441，171871，173928，177072，179454，180712，183520，185185，
186554，186821，192005，194262，378311，465279，467219，467545，468477誘，468651共，469472，469546，470643，
471055，471460，471523，472456，473532，．474329，475294誘，475376，546373，552789，554855，555819，557912多，

560299，560428多，560557多，561262，561328．562022，562394，562484，562561多，563126，563342，564229，564690，
564897，564975，565104，565274，565333，565396，565912，566177，566278，566689，566718，566817，566919，567047，
567177，567289誘 ，567318，567566，567969，568122，568426，568667，568806，568984，569028，569662，569757，
569895，569961，573277，574271，575161，575178，576282，577136，578123，578225，579374，627712，635938多，
635961，637913，638598，638920，640492，641355，641500，641570多，641622，641854，642049，642339，642649，

643053，643300，643794，644161新畑，645285少，647011，647165新，647237，647315，648089，648227少，648241
多，649031，649178，649696，650496共，651127，651541疑，652852，653161，654612，654733多，654853，654951，
655506，655824，655945，656514，656673，656816，657543，658145上，658330新畑，658735，659501誘，660137，
660736，660781，660880，661008，661115，661589，661743，661788，662015多，662107，662177，662297，662354，
662454，662637，662847，663432，663521，663814，664125，664232，664257，664317，665006，665072，665193，665243，
665544，665631誘，666781，669759，670097誘，67011．8，671135，672133，．731288，73368ち733976新少，734553，

734991，738398誘少，740015，740180多，740252，740340，740766，742076少，744102多，750169，752116考上，
752294，752393多，835261，836231共，837247／kasanaNka360946，468845，468911共，477212共，478147共．，
478208新多，478369共，479055，479230共，479238，560954共，565780，570140上，570185共，570235共，
570430共，571241，571394共多，571410共，572176新多，572351多共，628781，637458，637528多，638328，
639386，643404考，644343考共，647507共，653001，672023，673026，721920，721950誘少，723767，723898，
725864，726948，726952誘，727932考，730256，732374，734265共，736172多，737030誘，737497，738102，739405，
830652／kasanaNka741151／カサナンカ554666，556512，556529，556814，556910，557788，558774，558878，559589，
559742，559768，559895，566050，636625，640900，641910，641918，643450，643655上，643802，64395．1，644842，

644968，645760，646977共，647560上戸，648658考共，650860，651613，651909，655170，656022，731128，731665，
732586，733397，734754，736525，737412，751369彩〒

，834584

＜naNkawa＞kasanaOkawa653467

＜naNkaa＞kasananka：569547／kasanaOka：653842／kasanaNka：644513
〈naNga＞kasananga172535／kasanagga563218，568023共／kasana眺a460953共新
＜naNke＞kasanaつke368956

＜naNkai＞kasanankai633906／kasanankay641287
〈njaNka＞カサニャンカ556695

〈nail｛a＞kasanaika832G28
〈naka＞ kasanaka468477
〈aNka＞ kasaagka662913
〈janaNka＞kasajananka633906．誘．，634968誘，醐131，653922，662070誘／kasajanaOka562394誘，
567047誘，567289，568122，643176，644161古多，645285多，652852誘，654951誘，655824誘，655945誘，
656816誘，658438，662015誘，662107，733904／kasajanaNka637458，638487，639662．／カサヤナンカ656022

〈janaNkεc＞kasajanaOk鎗：644234

＜janaka＞kasajanaka642049誘
〈jaNka＞kasajaりka742138

〈naNte＞kasanante177845誘，260890，275110，282249，468651表割，469546，476311，560428誘少，560557，
561328誘多，565274，566177，572084，650496，651386，654264多，660034，663630，664547，666249，732095疑，

736172／kaSanante476053／kaSanaOt．e653161参／kaSanaNte277275，279225少，478054誘i，478369
多感，479123，479238誘，571029，571241多誘，571394誘，．572176誘古，639386少，641854，730522，738221／

klasanaNte272267，372532

＜naNde＞kasanande466722誘

〈danaNte＞kasadanとnte464356／kasadanaNte277275，278451，278515，279157，279225耐震
〈nado＞kasanado183520，368882，375064，378065，378311誘多，378465，378594，379422，379506，460953多，
妬5979，466944，470113，471598，473158，473335，474093，475066，551820，634834誘少，723882，732374，750046／
カサナト

、648521

〈nadoa＞kasanadoa377719

〈naNdo＞kasanando374034，375213，376593，377464，462991，470593，472145，476107／kasanaNdo374419，

一399一

377312,378603,470445/kasanaNdo461963,474620

<na"dowa>kasana"dowa375459
<naNdoa>kasana"doa277197
<naNdoo>kasana"do'373603

<naNdo>kasanando460953Sg,472340,562484,567748,567904,568735,572012,578084,639807,645729,
648227g,657294,733976S‑EIi',751205tY)̀,9311671kasanaNdo371495,469811,637528klhtri>F"
469894,560881,561785,642809,6449689,645996

<naNto>kasananto573061,577136/kasanaNto477326,478208‑ilfl,57e14eg

<naNtowa>kasanantowa379626
<nadaa>sananada:207625
<nada> sananada208516
<naNda>kasana"da376466

<naNdaa>kasananda:374676,567644,568529,639711,660352ec,839421
<naNda>kasananda466722S,574173,832158,83S242,833350,834143as,854232,835057,835175,856142

<naadaa>sana:na:da:207696
<naNta>kasananta574088
<nazo> kasanadzo4658691kasanazo657099

<naNzo>kasanandzo562484,564475,565308,569028di,573134,641659,649850#2,653on2,6620151
kasananzo635938l{),637806es,644161Sll",645098st,645136es,647165rt,648241thas,649178
l{> es ,654733l{> es ,734991,742138st ,74410211) ,746022es 1kasanaNzo640743,641355es fi ,641570

S,6426491lhVt>Y"469792,640769,640900es

<naNzowa>kasanandzowa573169

<naNzaa>kasanandza:567289es lkasanandza:5696161kasanaNza:643300st tf ,64451Sl
hVt>tt"‑&3504
<naNza>kasanandzaS61567,567047es/kasanandza573169

<naNzu>kasanandzu463720l
<naNcja>hlj)')iJt,737331ts

<naNro>kasananro562484
<nara> kasanara471055
<naNra>kasananra924994,931346

<nano> kasanano376057,377033,379109,379141,460927,463969,468845g es ,468911S ,469906,471132,
47124e,473059,474095ss,474143,478054S,560954ss

<naNno>kasanaNno738647/kasana'ino462823
<NnaNno>kasaNnaNno738504

<janaNdo>kasajanando6583301
<janaNda>kasajananda636932
<janaNzo>kasajanandzo563178
<janaNzu>kasajanandzu563178
<naNnotenja>kasanannotepa738267es
<danona"do>kasadanona"do370S92g

<dano> amagurdano3780651kasadano372111,374034,374106,375064,376057,376175e{>,377033,378121

<Ntano>kasaNtano370448

<naN> kasanaN469695,563218as,565333,5bo177ss,655842,655824es,655945,660352l,660401

<naa> kasana:378121
<na> kasana46ssOles,464769,465842ss2
<janani>kasajanani557912or
<janaN>kasajanaN563342esl,564229es,566177ss,655824es,655945es/)IV±'J';t556746

<jana> kasajana557912or
<jananija>kasajanapija5681791""Vt=V557979
<jananja>kasajananja373331
<jananjaa>kasajananja:655945as,662070st,663078
<janaNja>kasajanaNja5462mp,727524es g
<janaNjawa>kasajanan jaUa547149
<janaNzja>kasajanaN3a626709

<ja> hasaja1242261kasaja186821,641659S,6496962,6497181"V?647S60,648521es,648549,
648848,649407,649S07

<jakoso>kasajakoso740586
<jakoto>"VV:F647po5
<jakosi>""?:V648658es S
<jakoi>kasajakoi742771
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<jakoo >kasajako:6426494> ss ,642692es ,644343ss 2 ,644513st ,644693,6fo542es ,646656,647507

as !"tr?:‑6455572 ,646430

<jakoowa>Jltr?:‑7645557ig
<jako> "V?)646977?,647995

<(kasaajaako)>"tt‑V‑)736769
<jakai>kasajakai7408461""?"l647712
<jakaa>kasajaka:644345

<jaka> kasajaka647483,740420,7427061""?h645839
<jara> kasajara7302561,732095,732167,732291,733269
<ra> kasara658088,658145esg,659044,659147,659420esill,744072,7503322,750391,7512052,
752116ss l ,752593es eS) itr lkasafa659501,75e4721kaeara746039/"V5751369fi
<raa> kaeara:742256,743640,744245,746098,746200,7471ss
<dakja>kasadakja276513,279504,360946,370152,370237,646178

<dakkja>kasadakkja372070,3721111kasadaQkja276166
<dakkje>kasada"kje373138
<dake> kasadake279415,370283

<daaccja>kasada:ttfa665754
<da aNtedakja>kasadaaNtedakja276166es

<daba> kasadaba274386es ,275456,2790ss,364973,37107ees ,372111,373043,3731ss,374034,374106,
375064,375279,3760S7,376175,376242,377033,378121

<"daba>kasaNdaba379249

<"da"ba>kasa‑daNba372242,372531
<doba> kasadoba370681es
<naba> kasanaba377033,377261st ee,379249

<ba> kasaba370681

<"ba> kasaMba374422/kasa"ba371495

<doma> kasadoma553915,652120ff ,753454,734553es ,737763,739405,739563,739644,8SOe29es ,830466,
851165,831295es,831372ss,831452,831525,832268ss,832440,832500,832595,833160,833242,833436,834143
es ,834328,835208,855374,835428es ,855430es ,836231,836382as ,8364331"!JF"' ?737331 st ,737412,

830370as
<domaa>kasadoma:724935,734042,735054st,824818

<domja>kasadomja834556
<doa> kasadoa277312
'<(kasaadoa)>kasa:doa571648
<daa> kasada:822996,835208

<domo > kasadomo553777,559074,561262ill ,640948,650066,653251,654109iS ,662297es 1"trF"E550816,
551775,552781

<domoraa>kasadomora:375718

<katake>kaeakatake741461ss,741574,742462,745361,744626S,745el9

<nukjaa>sananukja:215017,215151

<nukjaai>sananukja:i215121
<Nkjaa>hasaljkja:053080
<Nkjaja>kasapkjaja0246zz,0247311xasagkjaja022896
<kjaa> kasakja:207469
<Nka> kasaDkaed3po7,024801

<nukwaa>kasanukwa:127026

<Nkjagad1'ja>kasankjagad'L'ja024731

<Ndee> hasande:122148,1231po,1233521kasande:1232ss,125059,1260os,126192!ka:sande:
125104 es

<Nree> kasanre:116962es
<"Ndeja>ka:sandeja125127
<Ndaraa>sanandara:20en03
<mitainamono>kasamitainamono459807,654337es,658330es9

<mitainamonowa>kasamitainamonowa744102

<mitainamoN>kasamitainamon555785,65n89,654109es,6571ra1kasamitainamoN5os023fi,
652387,652467,65ec38,659420es1hlj:‑SltE:t645op6ss,6560za

<(kasaamitainamoN)>kasa:mitainamoN6sa762es
<mitainamoNwa>kasamitainamoNwa651127
<NteenamoN>"tr)tJx‑)'E:,651579

<mitainaN>kasamitainan6570op
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<mitaina>kasamitaina654472ges,655476,656330es,656387,657332,657379,659300

<miteena>kasamitee:na652795as
<miteena>"tr:‑7xt6Se649
<mitana>kasamitana653361,657214,659398

<mitai>kasamitai654531es
<mitee>kasamitar:6517S5

<nojoonamonowa>kasanojo:namonowa6S5467ig
<nojoonamoN>kasanojo:namoN653001S
<njamoN>kasanamoN568023
<(kasaasoonamunoo)>hasa:so:namuno:125172
<soona>kasaso:na126116
<NgocjamoNna>kasapgotfamonna727524

<Ngotatta>kasaNgotaQta7342651))lj>i" ,syS,7373318
<Ngutatta>"V)･t?" YtyS,830370$

<Ngotattaa>kasaNgotat:a:725954
<Ngotaataa>kasaogota:ta:734042
<monanimo>kasamonanTmo374598
<monaNmo>kasamonammo372668
<monamo>kasamonamo276481,371070
<naNmo>kasana"mo279157es

<mo> kasamo663018
<teNnaniteN>kasatenna"iteN7S3132

<teNnaNteN>kasatennanteN734042,734121,734177

<nagoo>hasanago:1213ee
<naga> hasanagaO"466st
<Ntana>kasantana027651
<NtaNtiN>sanaminu ntantin207220
<Nta> "";iS7652655

<Nra> katsanra209560
<noccja>kasanot:fa728951g
<zjaN> ))!tSi"̀t,)t734694,735677

<(sanaajarabaN)>sana:jarabap207698
<jadoke>kasajadoke657743
<Nsijaajowa>kasaNfija:jowa76S962
<Nseewa>kasaNse:wa765931
<kariko>htr"'J:7sc613

<karikoowa>kasakariko:wa736687
<(kasaanu atai)>hasa:nu?atai124149
<nu uree>sananuure:208660

<nuree>kasaeuare:665193
<gamee>Janagame:2e6807

<gaN> kasagaN027597

<ga> kasaga730837

<made> kasamade546375,650066

<marija>hasamarija1271e5

<wa> ' kasa"a634834,63os601kasawa174755,179454,180180,183520,273405,469546,47105S,471215,

565912,5659",576282,627712,641222,642S37es,643705,651074,652598,654337es,655322,657543,666249,
6700e4,723767,72S864,726952,730256,735054,73S443,7sc138,737030,737096,737399,738102l,738267,
738398,739141,73op76,739363,740252,7405acg,741634,7420769,744102,824818,830081,830168,830339,

8313721""P6S0907,736209,736312,737331,739070,830370 ,

<haa> kasaha:377464

<ha> kasaha375389

<(kasaa),(sanaa)>kasa:372549,373414,373577,374746,374791,37ed24,37ed86,577719esg,379626,
474620,6378e6,637890,638762l,6396625,642293,642537#,642692,644693,645331,645424,646542,652795,
ed3521,665140,odS631,72195e,7Z975,724897,728424,730805,730837,732095,732456,733132,738398,740420,

746ean,76e865,115792,1261221sana:2141521"tr‑64365S,64&SO,73sc58,754426

<(kasoo)>kaso:839421

<(KASA)>karakasa474"51kasae72421,077688,175604,194262,272025,274386pa,277521#,279157,
360946,3714959,577iL64,378745,463720,465801,465279,465842,4706452,55182e,553980,5S4742,555691,
57618D,637711,648023,649031,651215,651266,652252,654079,656387 as ,656425,657586,657685,658tLsa,

‑402‑

731307，740340，750332，750408／がナ459766，551619，556637，651990，830370参
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安いほど

くhodo＞

jaqikahodo727524／ja〜｝茎kahodo824818／jagikahodo726614／jasehodo562484，563342，

564229／ja：sehodo467545，467657，468651多／jase：hodo563917／jasεhodo465842／
jase：hodo479123／jasihodo547149，830466共，830652／jasi：hodo635843，644343，644・693，645424
多，646542，646636，647507，739405／jasi・hodo737497／ja．sエhodo368956，641131，641222／

jasl：hodo642049，642293／jas1・hodo368882／jaslihodo192005／jassuhodo460953／
jassulhodo460927／jass繊ihodo472145／jass曲ihodo554742／jass薗了hodo473059／
jassy：hodo651735／jasuehodo741151，744072／jasuhodo172535，466722／jasu：hodo375718／
ja：suhodo463801，464769／jasuiΦodo660536／jasuihodoO72421，072495，174381，174755，175604，
177845，179994，185185，260890，270141，272025，273405，275110，282249，377261，462991，．464・356，465366，466642，

467798，468477，468911共，469472，469546，妬9695，469811共，478054共，546373，554855，557552，557912，560557，
560954共，561195，561262，561328，561496，561520言置，562219，562561，562911，563178，563565，563867，564475，
564543，564611，564690，564727，565308，565541，565664，565735，566177，566545，567047，567289，567318，567406，
56ア748，568023，568122，568529，568667，568806，568984，569028，569305，569547，570140共，570185共，571029共，

571394共，571410共，572084，572176共，572351共，574088，578084，627712，628781，633906，634834，634968，
635764，635938，636860，636932，637458，637528，637711，637806，637913，638328，638487，638598，638920，639386，
639662，639711，639807，640743，640948，641500，641570，641622，641659，641854，642339，642537，642649，642692，
643053，643151，643176，643300，643404考L．，643705，644035，644161，644234，644513，645098，645136，645424，
645729，646178，647011，648023，648089，648227，648241，649031，649178，649696，649718，649757，649850，650066，
650496，651386，651541，652120，652194，652289誘，652387，652467考，652720，652795，653001，653161，653251，
653361，653467，653618，653842，653922，654079，654109，654264，654337，654472，654531，654733，654853，654951，
655280，655322，655765，655824，655945，656330，656387，656816，657099，657148，657214，657294，657332誘，
657379，658088，658145，658330，659044，659147，659300，659398，659420，660034，660352，660368，660401，660781，
660880，661368，661512，661743，661788，662015誘 ，662070，662107，662177，662297，662354，662454，663018，
663078，663432，663521，663630，663814，664125，664232，664547，665006多，665140，665243，666249，670118，

672023，672133，673026，721920共，726948共，730805，730837，732374，733681，733904，733976，734991，740015，
740180，740252，740510，740586，740766，740846，741634，742138，742706，74・3134，744102，750046，750169，750332，

750391，751205，752竹6，752294，752393／ja．suihodo560428／jasuしhodo562394，563218，567969，573134，
573277，575178，577136／jasulhodo468845，477326，478147，478208，478369，479055，479230，570235，570430，
571241／jasukahodo721920多，721950，723767，723882，723898，725954，726948誘，727932，728424，728951，
734042，734121，734265共，737030，737096，7詑267，738398，831163，831372，832158，833160，834143，835208，

839421，924994／jasサkahodo722975，724935，735054，835175／jasalhodo642157／jasuehodo471215・
472340，473335，474295，474329，474620，475294，561567誘／jasu＾ehodo470643共／jasuhodo374598，
375389，376466，378065，378311，378594，378603／jasurhodo377312／jasuiΦodo558656，651324／
jasuihodoO74669，084033，171871，173928，179454，180180，180712，183520誘，186554，186821，374746，
459807，465279，467219，473532，551820，552789，553777，553915，554932，555691，555819，555821，557480，558479，
559074，559481，560299，563126，564897，564975，565104，565274，565333，565396，565912，565946，566278，566817，
566919，567177，568179，568426，569616，569662，569757，569895，569961，573169，574173，574271，575161，576180，
576282，578123，643794，651127，651266，652232，660137，660736，661008，661115，665193，665544，666781，669759，

760863／jasu且ihodo671135／jasωしhodo557511，558509，651215／jasu1Thodo562889・572012・573061・
652598／jasu且kahodo822996／jasukehodo765931，765962／jas㎝ehodo374676，376593，379626／
jasm響Φodo374419／jas血hodo276481，277197，372070，372111，373雪38，374106，375213，375279，376242，
377033，378121，379109／jas〔血：hodo364973，372668，375064，376057，376175，3762尊2，376686，377033，377719，

379141，641287／jasm▼hodo373603，374422，470113／jasΦihodoO89441，376057，553980・561848・562022・
579374，640492，641355，654612，655476，655506，656423，656514，657543，657685，657743，658438，658735，659501，

670097，750408，750472／jas山ihodo373331／jasmしhodo379422／jas曲至hodo473158・474443／
jas曲lrh＾odo463969／jas面＾fhodo465869，465979，471132，471240，474093，475066，476053／

jas曲＾冨噌hodo373043／jasりi：hodo736687／jasy：hodo652852／ja｛…e hodo470445／
jaSeUhodo378465／ja6i『｝hodo546229／ja∫ihodo831372多 ，831452，832268誘，832440，833242，
833350，833436，837247／ja∫i：hodo177072，566689，566718，567566，567644，626709，638762，641854，645331，

647165，647237，661589，662637，662913，663997，664317，66563ち730522，733681誘多／jankahodo835261／

ja∫f

hodo272267／jaeuihodo741574／yasuihodo563649，566851，567526，830081／

yasukahodo737399，738221，739363，830339／ya∫uihodo735443／ヤシーホト

645557，646430，734694，

734754，736525／ヤスイホト覧459766，469792，469894，550816，551775，552781，554666，556512．556529，556637，556746，
556814，556910，557788，557979，558774，558878，559589，559742，559768，559895，560881，561785，566050，636625，

一403一

640769,640900,64191O,641918,642809,64S450,643504,643655,643802,643951,644842,644968,645760,645839,
645996,646977,647560,647712,647995,648521,648549,648658,648848,649407,649507,650649,650860,6S0907,
651579,651613,651909,651990,655170,656022,731128,733397,736769,751369/i,‑‑Jz.f'mF"5566951px･tr‑N"
640769,731665!aP.Z))*F"･83e3706

<hodoo>jasuihodo:569479

<ho"do>jas'iho"do277521/jas'i'ho'‑do372242!jasuiho"do746022ig/jasukaho‑do8320281
jas‑eho"do4710551jastueho"do471460,471523,472456,47S3761jasuahoNdo372331,379249/
jasuleho"do476107/jasuleho‑do4765111jasinho"do274386,275456,276166,276513,277275,
277312,278451,279038,279157,279225,360946,370152,570237,370283,370448,57e592,371495,574054,375459,

S78745/jastu:ho"do372549,376593dil,376624,377464/jasut:hoNdo371648,3735771
jasut'hoHdo461963/jasul1'ho"do3710701jasul‑1'hoA'do466944
<hoNdo>jasu1hoNdo4699061jasuaihondo665754/jasulhoNdo278515,2793e4,279415,370681

<horo> jasukahoofo7321671
<hoozjo>jasukaho:d3o738102
<hodu> VXK‑*F"or736613

<hozu> jasihozu737763,738504,738647,831525/jas 1' hozu739644 as !jasuihodZu732456/
jafihozu832500,832595,834S56,835428/jafi:hozu7345531?V‑MX"734426,7374121?)rkV"8345841

?Xl‑*X"735677!V‑7I‑MX"732586/?X"MX"737331
<hozi> VV‑*V"̀733638

<hod> jasuihod662847
<hot> jaJihot834328/jafihoT832440as
<hu"do>jafi:￠u"do463720
<hwudu>jasa:￠udu0276511jasanuoudu0294661jassar￠udue246881jassarufudu209560/
jassaru￠udu126068,126122,207469,2086601jassa:ru￠udu122148,125104,207696

<hwududu>jassaru￠ududu208516
<hwuduru>jassaru￠uduru207625
<pudu> jasl'kanpudu0228961jassaopudue330801jassarupudu121388
<hodoga>jasukahodoga726952
<hodooa>jasurihodona077988
<hozuga>jafi:hozuga733434
<hoo> jasuaho'379506

<hooga>jasiho'ga739644/jasuiho:ga567748,647483,731288,731307,732291,7420761

jasukaho:ga732095,732167,7361721jasuaeho:ga561567/jasuliho:ga6700e41jaJi:ho:ga
6475151jaeuiho:ga7332691yasukaho:ga739276/yaJuiho:ga735443/VX"M‑""736209,
7sc312,757331 ig

<hoopa>jasuiho:Da5os73S,6S2720,66201S,664257,665006ss,665072,6651401jasu1'ho:ea479238ee1
jasuaiho:pa57822S,651074/jasuleho:oa374791/jasuliho:pa656673,6575861VXI*D"O652655

<hoga> jas1'hoga830466/jasuihoga657332/jafi:hoga733434
<hopa> jasehoDa5633421jasuihoDa750391!jasuaihooa567904
<hoowa>jasuiho:wa740340,740420
<siko> jassarfiko0246ea1jasukaJiko725864,734265,830029es /jasukafiko834143ec 1
jasgkafiko7331321jafikafiko8350571jaJifiko834232,8353741jaflkaflko8362511
jaJiJiko836382ss1yasukafiko736138,7391411VX"):736312as,739070,830370es

<sikoo>jassanfiko:027597
<hiko> jaglkaglko831295es1jakkagiko8361421jafigiko83S2081jafigiko8364351
jaflgiko8354SO!jaflkagko836231

<baa> jasuiba:742771,743361,7471381jaeuib' a:741461,742256,742462,743640,744245,744626,
745019,746039,746D98,746200

<badu> jassambadu0247311jasukaribadu215151
<patu> jasutaikaripatu214152

<dake> jasi:dake635843!jasudake7595631jasuidake468651,555785,557552,561520,63771las

l,6378901jasukadake7248971jasuaidake077688,183S20/jasuldake3721115/jaJi:dake
6452851?X(Y"tr644968

<dage> jas'i'dag9368ee2l1jasinidage579139
<dakidu>jas1'ka1'dakidu215121g
<kuree>jasuaekurre:471598,4753351jasulkulre'372532

<Puree>jasuAepcureAce'4706tL3S

<kurja>jas1'kulrja3734141jasulekutrja470S93

<ga> jasukaga7341771jaJi:ga565780
<gga> yasukagga830168
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<noga> jasuinoga635961,652289
<9.uppi>jasse:nu?uppi123199
<?uppee>jattsa:ru?uppe:12S172
<?ussaru>jassanu?ussaru124149
<saru> jassa:rusarul15792
<?ussaa>jassanu?ussa:123238
<hwussaa>jassairuOussa:124226

<ssa> jassarussa123352
<suru> jassasuru125127
<siru> tJa:jasafiru127026
<c' ja> tJa:jassaN?tfa127105

<ganus1'>jassaeganus'i024801
<gaNS1'>jassaegans1'024801
<ganl'Nsi>jassaogani'nfi024731

<ganesi>jassapganefi121388
<naaka>jassaruna:ka125eS9
<nakadu>jas'isaganakadu20ose7

<gutu> jassanugutul261161jassarugutu116962,126192
<muti> jassa:dumuti207698

<buN> jassarubun208603
<nidu> datsadunidu207220
<du> jasl'karja:du215017
<koso> jasukakoso931167
<? O re >jasukajorikorejori uenokotanaka9313461jasukajoriuenokotanaka
931S461jasukattaranaNbojasukutemoe:4772121
jastukerebajasuaiho:kaettei:na:07175e!nambojasu:demo730256/
VXtTVJN"t),""jasul:temovr‑462823

<ne tw rg >jastuiho:kattekinasai1942621?XtrL7VXI7"gl5S1619
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<ka>

M b{ ge e6 "P 6
adannaruaka7659621aniBaokoruka568667,569547/apigaokoruka6721531

apigaokortukaed6781,7659311aJiiDaokonka5697571asiMaokorurka569616,5696621

aniokoruaka6700e41aogaokorukabopa131doga:nakotogaokoruka658920Sl
dogenkakotonookoruka7320951dogeekotonookoruka7320951
donnakotopaokooka5698951donnakotoeaokoruka661512g,6620701
donnakotookoruka6540791naigadejo:ka8522as!naigaokoika851295es,833242l,
834143,835208,835430,839421l1naigaoko:ka832158,853242/naigaokokka8342321

naigaokoruka850029es,8394211naigaoBikka8361421nailjaogoika8362311

naieaokokka8320281naigaokokka855175/nane'ogo"ka3795061nangaoko:ka6421571
nangaokoruka561496,635843,6377111nanigahad3imaruka5674061nanigaoki:ka6711351
nanigaokiruka742076l{> fi lnanigaokirtuka1942621nanigaoko:ka642339/
nanigaokokkaS61567es91nanigaokoruka185185,546373,56356S,564475,56S308,565664,
5ed851,567526,567748,568S29,5as8e6,63ng34g,635764as,636eeOg,638328,641500,643151,64403S,647507,
652120,653842,6539n,654853g,654951,655765l,655824,656816,721ceO,725954,731288es,732374,
735976

g,735443,736138X,738647,759se3,740180asg,740252,740766es,74207611)ff,742462,830466!

nanigaokorurkae776ss,171871,183520,1ac821,ca52791nanigaokuruka73956Sl

nanixaokoruaka5590741nanijaokiruka5548551nanikaokoruakaOec033
,1739281
nanin okoruka66e4011nanieaoggikka560954S1nanioaogikka468911,4773261
nanigaogiQka4781471nanieaogo}ska570140,570430,573169,5751611nanieaogoQka479055,
47vass,571029,5712411nanipaogoruka174ss1,270141k1nanipaogoruaka3747461

nanigaogikka5781231nanieaoxokka574271,S76282ut1naninaoxoruaka5762821
naniBaokikka4715981nanipaokiruka1778451nariipaokiruaka173on81

nanieaokkokka469811,560954e{),57g235,5714101naniDaokokka469906,477212,47ce3e,5721761

naninaokooka6617431naniDaokoQka478054rg ,571394ig es lnanioaokoruka282249,

464356,569479,571394,6500bo,652795,655945,660368,6605scl,ed0781,
661sc8,661788,6630181

naniDaokoruaka074669,180180,186554,473532,555821,6510741naniDaotsikka57822Sl

naninaols1'kka4725401naniBaotsokka47254091naniNokoruka663078
,7441e2L 1
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naniogikka474295,477326S/naniog1kka474329/naniogokka578e84ec/naniogoQka
468845,479123,572351/naniokikka478369/naniokokka473335,570185/naniokoQka4782e8,
571394ges/naniokorukaS68984,571394,659044,7403401naniotsikka561848/

nanigaokoruka7342651nan'(Aadekka466944elnanAl'‑aoggl'kka47el13st4/
nanY‑aog1'kka466944g/na'n1'AaogTkka475066/nan'iaog1'kka374791/nan1'deg1rutka

377464/nanTgaogokka47214S1nan1'Daog1'kka461965/nan1'paogokka377719,471240,471525,
476311,567969,573134,573277,575178,577136/nan'iDaokkokka4752941nanl'oaokokka374676/
nan'i'eaokorurka071750,192005/nan1'og1'kka378745,471132/na'n1'og'i'kka4740939/

nan1'og'ikka470445/nan1'ogokka465869,471240S,476053/na'n1'ogokka474093/

nan'iokikka475376/nanTokokka475376/nanja:deg'i'kka376686/nanja:ogokka470593/
nanjaokoruka7522941nanja:olsts'ikka3796261nannookoruka722975,738267S/
nan:ookoruka725954,737030/napaokiruka563342/nana:okiruka567318/
napaokiruaka5662781,661008/napaokoruka564229,568122/napa:okoruka563178,5661771

nana'okoruka561262S/nanidekiruka5672891nanigaohoDka6657541napigaokokka

464769,834556/nanigaokoruka560428,5605579,564727,635961,730837l,733681,754553,736687,

83250O1napigaokoruaka566718,566817,669759,760863/nanigaokuruka733434ra/

nanigaoigiruka6480891napixaokortuka6655441nanioaauka9249941napinadekiruka

567289/naJiipaogokka562911,563917/napioaogoruka565867,574088/napiDaokiruka

567318,662107,664232/nanipaokiruaka5653331naptioaokokka5S5691,572084,5793741
napinaokoruka467798,569028,658330M,661589,662015,662177g,662454,663521,664257,665e06S,
665072,66563Ynapinaokorwka564897l,565274,567177,568426,569961,6601371

naJiioaokoruka655506,656423,657743,658735!na:niDaokofuaka656673/naJ'iipaokouka

9249941naniijaokoruka6513861naJiiNokoruka662554,663432,664232,6642S7,6650729,665243
es 9 ,666249/na:piNokortuka665193/naJiiokocuaka65768SlnaJt l' "‑aogokka5720121

nan1'Padegirurka56S9461nani'Daogokka5628891nappaokoruaka5539151naegadejo:ka
931346/napgaoki:ka931,3461napgaokoika835350/naegaokokka834556esg/
naegaokoruka469472,731307,732095es,732456,738267,832595,835428es/naogaokocuka643176,

6473151napgaokuruka753434S!nangjaokoroka831452/napgjaokoruka8314521
naDDaokiruka662107/naonaokokka9Sl167/napDaokocuaka5547421naNgaokiruka
6287811naNgaokoika830081/naNgaokoruka626709,724897,727932,8315251na:Ngaokoruka
7269521naNnookoruka7S7399,738221/na"jaog1'"ka3786031nu:Ba?akka033080/

nu:ga?ukurjukka0330801okoruka1747551F"t>iF""t"JL"6485491t=nOt""yh469894,
56088Vt=h"tS)Lh64643e/t=""tPjV"732586!t=hOt:"･yh4697921t=""tr:jL"6409eO,64191O,646430,
647560,648521,648549,648658,731665,733397,733638,734694,734754,735677,736613,751369,834584!

t="Ot:)Lh559589,559742,651909/t:P"IPJV"732586S1i=:"FIP)Lh7356771t=vt‑)V"5569101
t:vt)JL"557979!t>""tSJVh646430sslt>"11jLh650907,7363121t>""t)JL"646430es,737331,
7374121 )':iy2tr]jL"736209,736312ss ,737331

<ga> nanigaogirurga3733311nanigaogoruaga3733311naninaogogga579139/

nanieaogoruga072495,26089el,270141/nanioaotsilslsa372668!nanipaotsinga5618481
naniogiruga3791411naniogogga4629911naniogoruga2751101nanhl'Aaogl'klsa368ee21
nanTgaogl'gga471055/nanl'gaogorurga374598!nanl'gaogorulga272267/nan'iDaderurga

4712151nan1'uaog't'gga473059/nan1paog'Zklsa379422/nan1'eaogorulga372532/
nan1'Baokofuaga4761071nan1og1'gga4609271nan1'og1'ktsa461963l,473158,474143/
na'n1''og1'ktsa463969/nan1'og1'rurga3764661na'n1'og1'futga4628231nan1'ogogga4609271

nan1'ogortuga3785941nan1'ogorulga3740341nan1'ogZ1'ruaga3783111nanjaog1'dekulbega
374106!nanja:ogo}slsa37771991nanulBaogordi}sa3765931nanutDodoaog1'rulga3734141

nanaogoruga567047es1napibaog1'gga4609531napipa"ogoruga5680231napiog1'gga
46e9531naniogoruga567047es!nap1'aogorulga277312!nap1'gaog1'rulga2791571
nanTog1'rulga27eq251nap1'ogordiga2771971nan1'og'i'rulga364973

<Pa> naniogonDa567904

<kaa>
nanixaokoruka:662297 ,
<Nka> nanigaokoruNka646636!nanaokirtuoka6610081napa:okoruoka6600341
t=?t]JL>h648848
<noka> napl'paogonnoka5730611nap1'paokonnoka573061
<begana>nanigaokoruabegana186821

<kajaro>naigaoko:kajaro836382
<kazjaro>naigaoko:kad3aro836382st
<gaja aroo>nu:ga?ukuggaja?aro:024731
<gara> naJil'Baogorulgara279038ne/no:gutunuukudigara2151511no:nugaidil'gara
21501'71no:nugaukudidigara2151211nu:nu?ukujungara029466
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<(ugurakugara)>nunduugurakugara209560

<gasa>nan1'boQpadzulgasa279304esilr1nani'oaogorulgasa277275ee!naJi1'og1'rutgasa
279304,5702851na:p1̀og1'rulgasa370152,37e237/nan1'ogorulgasa277275st! '

no:nduukuriegasa207696
<gasaa>nunduukurungasa:207469

<gana> nanigaokorugana566689,567566,567644,568529" st lna"n1'og1'ruagana377312/

nu:nu?ukurijupgana0276511t:""1iJL""t561785

<gaN> naJ)i:okorwgaN670e97/)'=h"tnJL)1">561785

<gaNnu>nu:nuga?okorupgannu024801
<daka> dee:nakotogaokirudaka641854!nanigaokid:aka6415701nanigaokirudaka
641854/nanigaokorudaka641622e{>,653922es,654951st,656816aslnanieaokirudaka
653618/naniBaokondaka663814/nanigaokorudaka655945ss,662070es!

napa:okorudaka5661771{>lnapioaokorudaka663630,665631aslna:nioaokorudaka

66514elnapieaokoruadaka565S96,568179,6607361naogaoko:daka641555eslt=""t:)L9"h
640769

<daga> nagaogoNdaga2743ee!naniaogl'ruadaga3752791nanigaogl'ruldaga378121!
nanioaoxindaxa5761801naniogirudaga372070,373138,375213,379109,3791411
nan'i.aogl'ndaga3723511nanl'dendaga4659791nanl'gadeg't'ruldaga3781211

nanl'gaogl'ruldaga3744221nanl'gaogZ'rrtudaga378311esl/nanl'kturdidaga375389ssg/
nanl'oakwrurdaga375389!nanl'ogi'dekulruldaga3762421nan'iogl'ruldaga376175,376242/

nan1'ogondaga47462elnan1ogoruadaga3740341nanja'og'!'ndaga4706431
nanja:ogondaga371648,3725491nanja:olsondaga376624/na"tagodoogiruadaga3733311

na"tagodoogorwdaga373531/napadegTNdaga373603S1napaogi'"daga3736031
nanaogorudaga567047es1napioaogondaga564975S1napiga"ogorudaga568023ff1

nari1'aogoNdaga3705ce/naJi1'gaogoNdaga278515/nan1oadeg1'Ndaga3706811

naprogl'Ndaga3704481napja:oxindaxa5741731naNgaogoNdaga276513

<"daga>nanl'gaogl'rulNdaga3744191nanja:ogl'rul"daga3754591nanulDaogl'rul"daga
3754591nan't'gaog'irul"daga277521

<Ndaka>nanigaokorundakaS665451naninaogirundaka5772611nanipaokorundaka
175604,6701181napaokorundaka565218ss 1napigaokorundaka561328ts 2 /
napioaokorundaka6620151naniDaokoruandaka56S912,660137

<Ndaga>nanigaokoruNdaga6720231nanioaokorundaga1725351nan‑i'‑aoggl'ctandaga
4701131nanula:ogTrulnda}saS73577/naJiraogorulNdaga275456!na:Ji1'aogorulNdaga
2794151napl'gaogorutNdaga3714951napl'paogl'rulNdaga2764811naJil'eaogorulNdaga

370681 ff

<zjaka>nanigaokoru3aka6S2852ss
<moNdaga>nanioaogorumondaga3750641napl'ogorulmoNdaga276166
<moNdaaga>nan1'naotsorulmonda:tsa376624

<moNdaNdaga>nanl'Paokofuamondandalsa371070
<aNdaka>naneaotfiroandaka562484
<gottaga>na.p1'ogi'rutgoQtaga360946

<badaka>nanaokirurbadaka6610e8
<baka> naJiaokirwbakaed1008
<jara> anieaokorujara568735!doga:nakotogaoKirujara6369321
doge:nakotogaokirujara6407431dogjaNkotogaokirujara7238981
donnakotogaokiruajara467219/donnakotoeaokorujara6498501
donnakotookorujara5579121naigaaijara833160!naigadeojara8350571
naigaoki:jara8350571naigaokirujara46372elnaigaokoijara831372,833160!
naigaokorujara8300291naneaotfirojara562484ss1nangaokirujara469695,561520
es 2 1nangaokoiyara8305391nangaoko:jara641151,641287,6422931nangaokorujara
555785,6358431naniaokiruajara5575111nanigadekerujara7416341nanigaogirujara
3760571nanigaokirujara565735,637458l,637528,638328esg,639662,647483,738398g,740586,

741461,742138,7431sc,7433611nanigaokorujara546n9,546373,564611,565541,565780,634834,635764
S,636860k,637458,637711,638328es,639386,6409ng,642537,642649,6426ce,643151,6434S4g,645705,
644035,"4343,644515,645424,64ed36es IL) ,647507sc ,648241,649696,653361,654109,654733,655765,659147
# ,, 732374,733904,7359761{> M ,734991,73776SA ,740015,740180e{> ,7405as,740766,741151,7420761 S ,

74n56,742771,743134l{>,743640,745019,7"Onl{>1nanigaokoruajara171871,179454,183520,1as821

es,4672191nanigaokortujaca561567,6437941nanigaokurujara7395631
nanixaokoruajara5590741nanijaokirujara55va551naniD okorujara746098,746200,
7471381nanipaogl'rurjara4724561naniBaogorujara2608901naniDaoxorurjara5669191
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naninaokirujara179994,551820,652720,653618,741574,750391,7523931nanipaokiruajara
557480,558479,6511271nanipaokoNjara6626371nanigaokorujara177072,273405S,469811l{>
es ,551820,557552,568735,5693052 ,645729,649718,649757st X ,6498SOst g ,652194,652795,653eOl,
653251,655322,660536,660880,662070es,662847,74051O,744072,744245,744626,750169,751205,752116/

nanioaokorwjara077988,089441,180712,S58479,559481,563126,6S1266,6513241

naniNokorujara7441021naniogirujara579109/naniogl'r‑jara4724S61
naniogorujara072421,2720251naniokirujara6572941naniokiruajara5585091
naniokorujara27S4051na:niokorujara6580881nan1'gaoko:jara6412221
nan1'paog1'jara377e33/nan1'Daog1'ruljara3722421nan1'og'IruajaraS78465!

nan'iogoruajara471460/nanjaokircujara560299/nanjaokon'jara657148!

nanjaokorujara659147Fg1nanja:okorujara742706/nemjaokorurjara5586561

x:?Ra,ggRgu.e?･ggZ5g,29,04,pR:igg:?･;xl:igli211Z;,,7s5JOX%i,n.a.n,n6ilo.g,o.r,ua.j,2,Efa3k8911i61/,

napa:okorujara561195,566177Alnapa'okorujara5612621napaokocuajaca562022,

75e472/nanigaokirujara465366,465842,468477,S61328#ff/napigaokipujaea6359381
gs,J,)ig,?,?,k,?g,l;:,{,a,r,a,,%6,6,6i2,;,16,97?2,,l,,,b4,6K6g7,･,4g9g4,6kZ6P5.51･･.56,ig%8,e8,6g5,ZO,gS,6;5,%i,gP,2g7,k2,7e,3g8,z6,g,,,,

nanigaoigirujaca645331,648227/napixaokorujara6622971napijaokirujara6S73791
nanioaokirujara562219,562394,658330l,66210721napieaokirurjafa6575861
napiDaokorujara5622192,565218,650496,652467,653161,653467,658330"ili,662177,664547,665006

l{>,6652431naninaokoruajara564897#,564975,565104,660137st,
6611151

naytinaokoruajara553980,652598,654612,656514,657543,657743,658438ss,658735,659501,750408/

napieaokottekdlruajaca6584381naJiinotoeaokorwjara658438/

napiijadeketekurujara6545311naniijaokorujara651541,6S2387,654337,654472,6545311

napiNokorujara6Sl735,664125,bo42571na:piNokoruajara6643171napiogorujara567047/
napiokifujara6472371napiokorujara656387,657332,6593002,
7503321
nappaokkeruajara552789!nanpaokkirurjara5558191nanpaokoruajara554932/
naJipookorujara74e4201naegahasimaijara83244elnaogaoki:jara832440st1
,642049/
naogaokirujara639807,6490311naDgaokoijara8372471nangaoko:jara641355
naegaokorujara649178g,730256,731288,732291,733269,74602221naDgaokocujafa6442341
napgaokuijara8334361nangaotJirojara5624841napgjaokoijara8314521
naDPaokkiu jafia554742as1naNgaokirujara638487,638762,639662,644693,646S42g,75e522/
naNgaokorujara646542,726948,737497,757763esg,739644,8306521naNnookirujara7394051

naNokormjara5537771okirujara649850S1okorujara638920as1F">t:5"Ot:Jb?7

558878/t:""t"JL?)645557g,648521,649507es51i="eti)VVL"7'645996g1t=""tPjVV7736S25,
7367691t=""t:st7PJL?)6477121t=""tlJLV)641918,643450,643655,643802,643951,644842,645557g,
645760,6ng521,649407,649507A1t="etlJLV)459766,552781,554666,556814,557788,559768,559895,

645839,65e860,651613,6560221t="OlyJNOV"?jLV76526551t:""7(7P}L?76477121t:1Yt=)V?)

5508161t=?1:)V?)647995es/t:>tljL?)5660501t>tlJVV)5567461t‑>""1‑IV7830370as1

t>h"ttJL?)65th251t‑>""tlyV)8305708/l>""trnjLV)731128!t‑>7t:vV)830370$1
J":i.2tr:)LVi)739070,830370

<Njara>nanigaokorun'jara7408461nanieaokiruNjara5710291nanipaokorun'jara
649757es X l lnaniokorun jara6572141nanja:okorun 'j ara742706st 1

naJxigaokoruNjara7308051nanigaokocun jaca6470111naJ)iokoruNjara659300gl

t=t])L>?76551701t:""tSJL>V)6435041t="et:)L>V)556512

<nojara>nanigaokonnojara6542641nanigaokorunojara746039
<noNjara>i=hOt::t,t)tt'")644968

<tojara>nannooki:tojara7284241napgaokorutojara732167
<tojarokai>nanigaokot:ojarokai738102
<jawa> naniDaokirujawa652720
<jarja>naniNokorujarja744102G> iS $
<rjara>napieaokorurrjara555691esg
<(okorjarja)>naDgaokorjarja751288
<(okorrjara)>±="Otoy'J?7551619,556657!t=vtlly')v75565291646977

<(okorja)>nan'iokorja656330
<(zujaari)>nu:dui3i￠uzuja:ri208660
<ja> nandandagafiokoruja46seOllnanigaokiruja4as6511nanigaokoruja564690,
65Z89,652852,6S33611nanigato:raisuruja652289es1nanipaokoruja7500461
nanioaokorurja651215,65n32!naniokoruja6581451naDgaokiruja4as651ssgl
napgaokoruja4675451t="Ot:JLV656e221t=vt:hV551775,647995
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<jaa> nanigaokoruja:642649

<zjara>nangaokodd3ara736138!nanigaokoru3ara652852/naniDaokirud3ara649757/
nanieaokodd3ara651127ss/nanioaokorud3ara649757glnanijaokoru3ara659420!
naJ'iipaokodd3ara459807/na.niDaokodd3afa6554761napiBaokoru3ara659420ill3!
naogaokoru3ara6451361okorud3ara64985Ot{>lt=h"tnJV)"v5734426
<Nzjara>napigaokorund3ara659500
<ejara>t=hOI)vfv)556695
<zjaa> nanigaokoru3a:6426492
<Nzja> napiokorund3a659398
<zjairoo>naNgotonooko3:airo:725864
<zjaro>napgaokodd3aro727524
<zjei> nanigaokodd3ei734177
<ejai> nainookottJai733132
<tozjai>naigaokottod3ai830029pt1nangaokittod3ai739141
<tozjairo>naigaokotto3airo831163

<tozjaijaronaai>nangaokittod3aiyarona:i739141
<kotozjairo>nainooklkkotod3airo724935
<toiro>naNgaokorutoiro737e96
<tojo> nanigaokot:ojo738102
<dozjaroo>nannookiddod3aro'726614
<kozzja>naNnookorukodd3a830168
<kozzjai>napgaokokkodd3ai734121
<iro> nan:o:koruiro728951
<niro> nanigaokoruniro723767,723882

<(okoiroo)>nainookoiro:7S4042
<(okiiro)>nannooki:ro735054
<(?okorjuro)>nuga?okorjuroe22896
<(?ukoorjuro)>nu:ga?uko:rjuro024688
<riri> nanikaokouuriri721950
<daa> nanigaokiruda:641659
<da> nanigaokoruda654951S,655765'sslnanioaokoruda655945pt
<daabeenaa>naniDaogonda:be:na:375718
<dajara>nangaokorudajara635845ss1nanigaokorudajara654968,641622ts5/"
naniDaokoNdajara5710291naDgaoko:dajara640492
<Ndajara>naJ)iBaokirundajara562394
<daejara>nanigaokorudaejara643300
<daera>nangaokorttdaera641131 st lnanigaokod:aera546229ss lnanigaokordaera
546229

<dae> nangaoko?dae5471491nangaoko:dae641287eslnangaokorUdae641131
<dara> apgaokkodara663997/nangaokorudara6339061nanigaokorudara63S906
<Ndara>nan'inaotsoruandara373043

<dana> nanigaokorudana563649
<dera> nanigade￠attekururdera3780651nanigahafl'marutdera3781211
naniogirudera372111!na'teedagodode￠attekur"dera3780651)Ef
<koNdera>naJ)igaokorukondera560428sc.
<Ndaba>nan'ioaogiruNdaba379249
<Ndaba>naNtagotoogl'rdiNdaba278451
<gageera>nu:nugauki'ngage:ra206807

<gadara>nu:nu?id3irjuegadara027597
<gasura>nu:nu?ukuri:gasurallS792
<rasura>nu:nu?ukuri:rasura126068
<gasira>nu:ga?ukigasira125104

<(?ukuriira)>nu:ga?ukuri:ra124226,1261161nu:nuga?ukuri:ral16962,125059,125127,

126122,126192 ̀

((ukuriira)>no:nugaukuri:ra127e26
<(?ukurira)>nu:nuga?ukurira1232381nu:pgaga?ukurira127105
<(?uhwuriira)>nu:nuga?u￠uri:raM148
<(?ukuira)>nu:nuga?ukuira125552
<(?ukiira)>nu:gutuga?uki:ra124149
<(?ukirura)>nu:nuga?ukirura123199
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〈（sjoozjuura）＞nu：nu∫o：3u：ra123172

〈（？izitikjuura）＞nu：ga？id3itikju：ra121388
〈ti＞
＜di＞

nu：nuduukuriti208603
nu：na：tundikundi207220

〈tika＞ naupa∫inukutunutuukuratika214152
〈kamo＞naniOaokorukamo569305少／napiOaokorukamQ561262／naO，adeo？kamo836433／
ナニカ。オキ，しカモ651990

〈jamo＞
〈damo＞
＜tomu＞

ナニ＝カ。オコルヤモ651579

〈tON＞

na＝〕9aokottoN835428

〈mo＞
〈do＞

ナニカ。オキルモ558774

aNgaokoNdamo673026
nanigaQkirutomu738504
naigaokoddo835261／ナーンノオコット

737331参

〈dokai＞naigaokiddokai834328
〈dooka＞nani＝｝aokoludo：ka660352

〈toka＞

〈joo＞
〈juu＞
＜jot＞

naigaokottoka835374

nannookoijo：824818／naOgaokoijo：822996／nu：ndu ukurirujo：208516
no：nduukurikuju：207698／no：nduukurfju：207698
dogyaNkotsuokiriyo？739276

＜keNga＞nanigaokoekeBga671135／nanigaoko「uke＝〕ga671135

〈（OKORU），（OKIRU）＞nanigaokoru652852誘，654951誘，655765誘，655824誘／nan．iOaokiru
652720誘／naniOaokoru464356話，655945誘／naniNokoru663018誘／nanigaokor亘1730837／
ナニカ

オキル640900，642809／ナニカ

オコル642809／ナ二二。オコル650649

〈無回答＞no：nupjo：ndu207625古／N．A。564543
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誰やら

一

〈dareka＞darekaO74669，077688，G84033，089441，173928，175604，177845，179454，179994，180180，183520，
185185，372242，464356，464769，466722，468477，469546，478147，554932，559481，561195，561262多，562219，

562394，563178，563342，563649，564229，565104，565274誘多，565308，565333，565396，565735，566177，566278多，
566718，566851，567177，567289，567318，567526，567566，567644，567748，568122誘

，568426，568529，568984，
569028，569305，569662，570185，570235，571029多，571394多，572084，572176，573061，578225，627712・634968・
635764誘多，636860，638487，638598，638762誘，639386，639662，639711，642692，644693．，645729，646542・647483・
649031，649850誘，653922，654853，656816，659147，659420多，660034誘，660401，660781，661115，661．512・661589・
661743，661788，662177，662297，662354，662454，663018，663078，663521多，663630多，664257，664547；665140，
，731307，732095，733681誘，733976少新，
665243誘多，665544，666781，672133，726948多，730522，731288誘
734553，735443，736138，736687，737497，739276，739363，739405，739563，740420，740510，740766，741151多，
750169，750332，750391，752116，752393，765931，765962，830168，830339，830466／dafeka561567，648023多，
671135，750472新／タ

レカ558878，559589，559895，561785，643450，647560，649507，650907．，651909，651990，731665，

733397，734426，734694，734754，735677，736525，736613，736769

〈darega＞daregaO72495，260890，270141，272267，275110，277312，364973，372331う372532，373414，373603，
374034，374598，374746，375459，376242，376466，376686，377464，377719，378311，378465，378594，379249，379506，．

469906，470445新，472340，473532，474295誘，474620，475294，475376，476311，477212，478369，479123，479230，
479238，562889，563218，563867，．567047誘，567904，571241多，571410，572351多，573277，575161，634834／

darexa573169，574271，576282，578123／dare聴a194262／dar塵ga368956，460927誘，471055，472145／
darel〜a376593／darega368882，373043，461963，463969，465869，465979，466944，4701．13，471132，471240，．
473059，473158，474093，474143，475066／タ

レカ

469792，560881

〈rareka＞（fareka732167

〈daareka＞da：reka738398誘

＜daruka＞daruka626709，721920，737096，737399，737763，738102／da℃サka721950話／タ

ルカ736209，736312，

737331，737412，830370

〈darika＞darika469695，721950，722975，723767，723882，724897，732456，．733269，733434，734265，734553，
738504，738647，739563少，739644，830652，832595，834556，835428／ダリカ557979，732586，733638，834584

〈darikja＞darikja832500

〈daika＞daika626709，830029誘少，831163，831295誘，831372，831452，832158，832268，832440，833160，833242，
833350，833436，834232，834328，835057，835208，835261，835430，836142，836231，836382，837247，839421，924994，
931346

〈daiga＞daiga568023，832028，836231，836433

一410一

<daeka>daeka560299

<daega>daega274386ss,276513,370592,373043es1daega374106
<deeka>dee:ka642692es,644343es,644693,646S42es,646636!9"r‑"645557Z,64643e
<dE;ga> dega277521,370681

<daaka>da:ka628781
<djaaka>dja:ka647315
<dakka>dakka562484,931167!9"y"83e370S
<deNga>deNlsa372668
<darea>darea378603
<tareka>tareka564727
<taruka>taruka033080
<tarukai>tarukai024731
<darekaga>darekaga186554,466642,467219,467657,468477,469472,546373,560428,560557,561328l,
561496,561520,562561,564475,564543,565780,566545,566689,566817,567406,568806,657711,658328,638920,
639807,644693,647507,652852,653922,6547339,655765,655824,656816,669759,672023,730256,730805,

730837,732291,732374,735681,741151,760863/darekaga64822719"V"h"64191O,641918,648521,648549,
734426,736769
<darekapa>darekalja173928,174755,177072,177845,192005,282249,467798,472456,473335,477326,5S8479,
562911,563126,563565,564611,564897,565274,56S9122,565946,567289,567318,568667,568735,569479,
569547,569616,569895,569961,572084,573061,575178,576180,579374,649757l,651324,655322,655945,
660137,660368,660736,661368,662015,662107,662637,662847,664125,664232,665006,665072,665193,665631/

9"V"hO650860

<daregaoa>daregaDa563917,570140S,S71241,577136,S78084es,579139/S,"1‑71""O469894

<darkaga>darkaga738267
<daarekaga>da:rekaga738398es
<darikaga>darikaga723898,733681sst,83152S
<daikaga>daikaga665754,822996,830081,834143es,835374!darkaga835175

<daikagaa>daikaga:725864
<daegaga>daegaga274386g er
<deskaga>dee:kaga644693Z/de:kaga647507
<dakkaga>dakkaga662913
<darekaN>darekaN664317,665193,666249

<tarekapa>tarekaoa273405
<tarukaga>tarukaga022896
<taNkaga>taokaga027651
<tarugajara>tarugajara116962,124226
<taNgajara>tangajara123352
<taagajara>ta:gajaral26068
<tagagajara>tagagajara122148
<taagagajara>ta:gagajara126192
<tarugajeera>tarugaje:ra125127
<saNgaraajeeraa>sangara:je:ra:123238
<tarujaari>taroja:ri208660
<tarugeera>taruge:ral157ep,121388,123199

<taagera>ta:gera125104
<taugageera>taugage‑:ra206807
<targa aaro>targa ?a:ro024688
<tarukagaro>tarukagaro022896
<tasi'tagaro>tas1'tagaro022896
<daregara>daregara279038ee
<'darugara>darugara124149
<daegara>daegara274386es
<tarugara>tarugara0294bo
<taNnara>taDoara207220
<taagara>ta:gara127026,127105

<tarudeNgara>tarudengara208605
<taugaraa>taugara:215017
<taagaraa>ta:gara:1250S9
<taagaraaga>ta:gara:ga126122
<taagaaraaga>ta:ga:ra:ga126116

‑411‑

<toogaraga>to:garaga215151
<toogaraaga>to:gara:ga215121
<toogaraagadu>to:gara:gadu206807
<taukaraaka>taukara:ka214152
<￡aNkaratakka>tankaratakka207469ra
<taaNgasa>ta:ngasa287696
<taniNgasaaNdu>taningasa:ndu207698
<tar'igasaamanu>tarl'gasa:manu207625
<taNkagaana>taDkaga:na0276Sles
85'rg6gflgwa".･;d,,i':ftgikU6sg2ia,"37n7g8i2̀ss'Oi,46ogs3,47is23,47isgs,s6s3g6st,s66i77sstb,s6si7g,s6g7s7,

571029es,572176,64150e,641622,653618,655945,656816st,661Oe8,662el5,663432es,66S521as,665638,
663814,664232,664317,665631ss,672133
<daredaga>daredaga072421,174381,372549,373138,375331,374034,374419,374676,375064,375279,375389,
376057,376242,379109,460953,462991,471215,474529,476107,564975ig
,570140

es 572012/daredaga
,

373577/da"edaga375213,379141

<daredana>daredana567969ss,573134,574173

<dare"daga>dare"daga374422
<dareraka>dareraka465279
<daredaaga>dareda:ga376624
<daidaga>daidaga568023fi
<daedaga>daedaga275456,376175
<daedaka>daedaka642339,64330O

<daNdaka>dandaka371070
<da"daga>da"daga470593

<daNdaga>dandaga378745,579422,379626ss,460927,46282],470645,471598JEi,476107/danda}sa471468/

daNdaga47044Sili

<de"daga>de"daga370592
<deNdaga>d￡Ndaga278515,279415,371495

<djeNdaga>djeNdaga570448

<daadaga>da:daga276166,373138

<daddaga>daddaga67eO04
<daaddaka>da:d:aka641570
<dattaka>dattaka465842

<daNzjaka>daNd3aka468911,469811,56D954as,570430!daNzjaka468845,478054,478208,4790S5,
571394es 6t> ,572351lb % st

<daNzjaga>dand3aga476053
<daNzjaDa>daNd3apa560954
<daredaNdaga>daredandaga371648
<daeda"daga>daedandaga372070
<daNdaNdaka>dandandaka463801
<daredakaDa>daredakaDa663432
<daredaagaDa>dareda:gaea375718
<daredagana>daredagana377312
<daedagara>daedagara277197
<daadagara>da:dagara360946
<daredagasa>daredagasa276481

<daedagasa>daedagasa277275,279157es,370152,370237,370283

<daridagasa>darl'dagasa27922S
<daNdagasa>daNdagasa279504
<de"dagasa>de"dagasa278451
<daddagano>daddagano670004
<daddagaN>daddagaN670004
<daaddagaN>da:ddagan663997
<darragaN>darragaN670097
<daNdagaNga>daNdagaNga673026

<darejara>da1eja1a6605521darejara077988,171871,180712,186554,374791,459807,465366#.,
474295,546373,551820,555915,554932,557480,557552,5586569,561262e{>,561328,564690,565541,565664,
565912,566278,566919,567047,568426,634968,635764,635843,635961,636932,637458,637528,637711,637806,
638328g,638487,639386,639ed2,642537,642692,643053,643151,643404,643705,644035,644161,644343,

‑412‑

644513g,645098,645136,645424,647507,648241,649178,649718,649757gst,64985e2,65e496,6513ac,
651541ig,652289,652467,652720,652795,6528S2l,653001,653467,654109,654264,654337,654472,654531,
655280,656330,656387,657099,657148,657214,657332 es S 5 ,658330,660536 # ,660880,662070,663521 A ,
ed3630,665243,670118,726948,751288,734eq1,740015,74018e,740252,740340,740420,74051Ol,740846,
741151,741634,742138,742706,742771,743134,7440721darejaca553980,554742,635938,637913,644234,
645285,645331,647165,648e23 ll) ,654612,655476,655506,656423,656514,65bo73,657543,657586,657685 # ,
657743,658438,659501,7504081Y"VV7459766,550816,551619,551775,552781,554666,556512,556695,556814,
557788,559742,656625,643450,643504,643655,643951,644842,644968,645760,645op6,646977,647712ss ,

647op5,651579,651613,652655,731128ss,751369

<darijara>darijara555785
<daijara>daijara5548551daijara6525981datjara5575111dajjara553777
<deejara>dee:jara642692es,644343esg,644513es,646636!de:jara647507

<djaajara>dja:jafa647237
<tarejara>tarejara272g2S,746039
<t'aajara>t'a:jara123172
<darejaka>darejaka654079
<darejaraga>darejaraga637890,645424,653842,653op21darejapagadi70111Y"V?7""636625,
648521

<darejaraea>darejarapa558509,649850,659420sst1darejaraija651541fl,6523871
Y" V?)"O 5S9768
<darejaro>darejaro741461,742256,743640,744245,745019,746022,7462eO

<darjaaro>darja:ro742462,743361

<darjaro>darjaro744626

<dareja>dareja555821,651127,652232,653161,653251,654109F1Y"V?644968,645839,647995,648848,
65S170

<darejaa>dareja:6431511Y"LV‑642809
<darezjaa>dare3a:6426491S7"LS,"v7643802
<dareda>dareda559074,650066
<daredaa>dareda:640743,641659,641854/Y"V9"N‑640769,640900

<dareNdaa>darenda:6409ng
<darezjajara>dared3ajara557912
<darizjara>Y"'))"?)566050

<dazzjara>dadd3araS55819,6512661S"sy)"v5556746,556910,5fo050

<dazjara>dad3afa562e22
<daNzjara>dand3ara558656
<daizjairo>dai3airo725954
<dazzjairo>dad:3airo7279321da3:airo726952
<daizjaro>dai3aro728424

<dazzjaro>dadd3aro726614,727524!da3:aro736172,737030

<daijaijoo>daijaijo:824818
<dazzjajo>9".yV"vH739070

<daizjai>daid3ai753132,8SO0291daid3ai724935,7350541dai3ai728951,754042,734121

<dazzjai>dadd3ai739141/9"v)"?(73907e
<dazzjei>dadd3ei754177

<daredajara>daredajara376057,560428es t{> ,es4968,645151 st e!>

<darrajara>darrajara465366

<darrjara>darrjara5556911dafrjafa5527891Y"'y'jv7556637
<darrja>darrja555691
<darraja>darraja467S45
<darrera>9"yL7S)5565rv
<daadajara>da:dajara"0492,6412n,641355

<daedaera>daedaeraS462"

<daadaera>da:daera641131es,"1287,64n93as

<daadae>da:dae641131es,641287,642mp31da:dae642049
<daridae>dar1'dae641131

<daddae>da?dae547149
<daddai>daddai7ssza1
<daredara>daredara633906

<dareNdaraani>darendara:ni634834
<dattaNdara>dattandara465720

‑413‑

<daadadera>da:dadera372111
<daredera>daredera373138
<dareDadera>dareoadera377033
<daregana"dera>daregana"dera37806S
<daeoanadera>daenanadera378121
<tarugadara>tarugadara027597
<taNdaraa>tandara:209560

<darezo>daredzo6536181darezo643053ee,649696,649757es,653251ss,659e44,659300,733904,733976
ss l S ,734991 l ,740586,742076I ts ,744102

<darezu>dafezu643176
<daezo>daezo659300
<daredo>daredo658330es di l
<daedo>daedo6S8088,658145
<daido>daido657379,750046

<tarezo>tarezo741574es
<tadu> tadu208516

<darezoga>darezoga654264,654733l!>st,742076L!>ff,744102$
<darezoea>darezoDa649718as,649850as,74051Oesili'tsl)̀

<darezoka>daredzoka658735
<daNzoga>daDzoga747138
<daresoga>Y"VYh"751369
<daisoea>daisopa751205

<dasoa>dasoa659398or,750472et

<dasa> dasa7S2294
<darekasiraN>darekafiraN657332l/dafekafirao646178ss,6480891Y"1ihitt))t647712,
649407,650649,656022

<daregasira>daretsaslra561848
<darekasiraNga>darekafiraNga638487,6S87621dacekaficaPga643794es/Y"1‑Jl)i>:ih"
648549,648658,649507

<darekasiraNea>darekaJiraspa657294/9"1‑j)Sxi))i"e656022

<darekasiraNkedo>darekaJirapkedo656387es
<daredakasiraNga>daredakafirapga654951
<daredakasiraNna>daredakafiranDa652795ssldaredakafirappa663078
<darejarasiraN>darejaraJiraN659420es ‑EIi'

<darejarasiraNkedo>darejarafirapkedo658330ss
<darejarawakaraNkedo>darejarawakaraskedo65833e

<darejasiraN>darejafiran652194,654109!darejafiraN6517351S,"ti"t'Sxi)>558774,647995,
656022

<darjasiraN>darjafiraN653361
<daressjaN>darefSae746098
<darejasiraNga>darejafiraDga652120
<darejasiraNna>S,"Lta?)))i"O6560n

<darejasiraNkedo>darejaJirankedo6521941darejafi'raDkedo656ss7ss
<darrjakasiraNdomo>darrjakaJirandomo468651
<darrjakawakaraNdomo>darrjakawakarandomo4686511
<darezjasiraN>S7"1‑S,""?Sii))x558774

<darezjawakaraNkedo>dared3awakaraokedo6SI074
<daredasiraN>daredafiran654951es
<taruNnaa>tarupna:033080

<? op ts >daresanBa5740ee/doLtsua6512151donatajara651215
<k @ g >da:ga642157 ee /daredabe172535/NR071750

58

g Jb 6 tu AO 6

<‑jara‑jara>fudejarakamijara654109,65714S/fudeyarakamiyara735443,736138,739276
A/￠udejarakarjara855175/Oudejarakaijara833160,836142,8562311
￠udejarakamijara072421,172535,177072,177845,185185,260890,270141,464356,466642#,468477
ldi,4695462,546373,551820,554855,555785,56042811>,561195,5613282,562219,562561#,563178,

‑414‑

564475,564543,564611,565541,567047,626709,627712,6339062,634834,634968,635764,635961,637458,
637806,637890,638328,638487,638598,638762,639386,639711,639807,641622,641854,642649,643151,643300,
644035,645098,645136,648241,649031,649178S,6497579,649850,650496,651541,652120,652194es,652387,
652467,653001,65S161,655251,653467,653618,654337,654472,654531,654733st ,654951 es ,656387,656816,
657332,6580882 L es ,6S8330,659300,660536,660880,661589,662070 ss ,662297,662847,663018es ,663432,
663630#,664257ig,664547,665072,665243,672133,673026,72ss98,730522,730805,730837,731288,731307,

732095,732374X,732456,735269,733434,733681,734042kA,734553,734991l>,736172,736687,737030,
738102,738398,740015,740180,740252,74051Ol!> bl ,740766,742138t{) ,742771,743134,743640,744072,744102,
745019,746039,746098,747138,750169,851452,832500,832595,833436,834556,,835208,835428es,9249941

Oudejarakanyijara6S6932,6441611￠udejarakan jara831295,833242,834143as,8354301
￠udejarakaNjara831372,832158,832268,832440/￠udejarano:kamijara637890/
￠udejarakamijara635938,637913,643176,645285,647165,647237,648227/￠udejanakarrlijaca
644234,645331,646178,6470111Oudijarakamijara126192/￠u"dejarakamijara740420/
￠uNdejarakaijara8320281￠ttdejarakamijara741461,744245,744626,7462001

￠Udejarakami'jara641131.L1￠uadejarakarjara835374/Otudejarakamijara084033,

171871,173928,179454,180712,183520,186554,1opO05,4S9807,471215,475532,474295",553777,553915,
557480,557511,558509,558656,559481,565104,56S396,566718,568179,56S426,579139,651127,651266,651324,

666781,670004,822996/￠urdejarakam1'jara472340!Ouadejarakan jara8343281

￠udejarakamijara554742st,643794,654612,655476,6S6423,656514,656673,657543,658438es,

659501,6711.S51￠taNdejarakamijara475376!￠uldejarakami'jara377033,6412871

Ouldejacakam'rjara4711521S>1￠uldekkojarakaml̀kkojara379506/

￠ul"dejarakam1'jara377464‑lt1hudejarakamijara479123ff‑ltes,564690,565308,565664,

642537,6434D4ig ,643705,64･4343,644513,644693ss l{;, ,645424,646542st ,732291,738504,738647,739563,

739644,8306521hudeyarakamiyara567526!huadejarakamijara566919,824818!
kamijarafudejara657214/pudijarahadijara123172177"V)n:‑V)459766,550816,551619,
552781,554666,556512,S56529,556637,556695,556746,556814,55691O,5S9742,559895,566e50,636625,643450,
643504,644842,64S557g,645760,645996,646430,646977,647995es,650649,651579,651613,652655,656022,
731128,732586,736525,737331,751369,830370

<‑jara‑jarao>￠udejarakamijarao653922
<‑jara‑jarai>￠udejarakamijarai637711
<‑jara‑ja>Otudejarakamija640492
<‑‑jara‑nado>￠udejarakaminado732374
<‑jara‑kariko>77"?)":‑"'J]736613
<‑jara‑ba>77"V7":‑J"737412
<‑‑jara‑‑o>￠udejarakamio6S5322,670118

<‑jara(kamjuu)>Oudejarakamju:643053sc
<‑‑jara(KAMI)>fudejarakami'65528e
<‑jera‑jera>￠urijerakabijeral15792
<‑jaro‑jaro>￠udejarokamijaro743561
<‑ja‑ja>fudejakamija6541e92,6542641fudeyakamiya739363,830081,8503391

Oudejakamija174381,179994,275405,282249,464356,479230,546229,546373,S47149,557912,560954es,
561262,562394,563342,564727,566177,567047,567289,567318,568023,5os122,626709,628781,633906kfl,

636860,638528,640743,641500,641659,642339 ss ,644035 as ,645729,6ng023,649696,649757,649850 g ,651386,

653361,654079,654853,654951,658145esl,6590442,660781,662015,66S814,665072as,721920xx,721950,
725ee2,7339e4,737096,740586,740846,742076,742138l,742706,750046:iS,7503912,830029,834556,839421/

Oudejakam1'ja64n931eudejakaNja727524,7284241￠u"dejakamija733976l?If,7403401
￠uadejakamija07"69,e779gg,194262as,555691,559074,565274,567177,569895,640492,641355,643794,
651074,651215,652232,652598g,655506,657586,657685,660137,ed1O08,661115,662454,6655441

￠ur‑"dejakamija7504721￠uldejakam1'ja473e591Ouldejakam1'ja6420491hudejakamija
479123l,563565,565735,646542g,647485,647507,737763,8304661kamija￠udeja5690281
kamijaeuaNdeja089441177"?h:‑V551775,557979,558774,559895,64g9ee,641910,641918,642809,
64sc55,64ss02,643951,6449os,645557es,64S839,647560,647712,647995,648S49,648658,64gg48,649407,
649507,651909,651990,655170,656022,733397,8345ec

<‑ja‑jao>77"V":‑Vt640769
<‑ja‑a>￠udejakamiaS69757
<‑ja‑jara>fudeyakamiyara85e0811￠udejakamijara557552,7522941￠urdejakamijara
555819,558479,6655441￠uadejakamijaca65843817Y"V":'V76ng521

<‑ja‑zjara>77"V":.V"v)7sc426
<‑bja‑jaka>euadejakamijaka651735
<‑ja‑nado>fudeyakaminado7393651￠udejakaminado562911,6547331Ouadejakaminado

‑415‑

5659121hudejakaminado566545
<‑ja‑naNdo>￠udejakaminando567748,839421es
<‑ja‑naNka>￠udejakaminapka567748,662637
<‑ja‑Ndee>￠udijahabinde:123352
<‑‑ja‑nuba>￠wdejakannuaba837247

<‑‑ja‑ba>￠udejakamiba563218,7S50541￠udejakaJ)ba722975

<‑ja‑o>￠udejakamio468651,469546,469695,560557,561328S,564229,567S66,567748,'568667,568735,

63as60,640948,649718,65e066,652289,652720,652852,653842,655322,655765,655824,655945,6S9398,659420,

660368,662913,6630189,663078,663521,664252,665006,672023,740015,740252,741151!Ourdejakamio
180180,183520,465279,563126,565946,569662,657743,658735,66Sl93,750408,7659311hudejakamio
565780,635as3ee,739405,8304661kamija￠uadeo19426217r"?h:'t557788,558878,559768,649507,
650860,650907

<‑‑ja‑wo>￠udejakami"o662107,6621771￠u"dejakamiwo649178malkamijaOude"oS69028
<‑ja(kamjoo)>￠udejakamjo:569305,569479,569547,660054,660352,660401,661512,662297,666249

<‑ja(kamjuu)>￠udejakamju:638920,643053,643176,64731S1hudejakamju:642692,644693,
646636177"Ph:‑2‑734754

<‑ja(kamju)>￠udejakamju8354281hudejakamju831525
<‑ja(kamii)>￠uadejakami:565333,566278
<‑ja(KAMI)>fudejakami657099,6571481￠udejakabi124226ee!￠udejakami174755,175604,

272025,4as477,563ac7,571029,571394,641570,652194,656330,658e889 ‑iS ,658145F ,659044‑F ,752393g /

￠udejakamijoke750332/￠urdejakami077688,555821,560299,578123,652598,6587351

￠urdgjakam'I47214S!hudejakami4792381kamija￠tude194262

<‑jaa‑jaa>￠udeja:karja:834232,8364331￠udeja:kamija:642649es,6431Sl2/
￠udeja:kaml'ja:641151 es 1￠udeja:kan ja:833242ss ,8354SOes 1￠udeja:kaNja:
8352081￠ifdeja:kaml'ja:641222,6421571￠udeja:kan ja:833350

<‑jaa(kammjaa)>￠udeja:kammja:951167
<‑zja‑zja>￠uded3akand3a836382st!￠ude3akami3a724897
<‑zja‑zjaa>￠udesakami3a:723767

<‑zja‑o>￠urded3akamio554742
<‑zjaa‑zjaa>Oudesa:kami3a:6374582,637528,63S762as,639662
<‑･zjaa‑zjaajuute>￠ude3a:kanyi3a:ju:te648089
<‑zjaa‑zja>￠uded3a:kamidsa659398fi10ude3a:ka33a835261

<‑daa‑‑daa>￠udeda:kamida:655765es ,655945,661368es ,663630,664125ss ,664257as ,66S6311

Ouadeda:kamida:664317,665544i,665754
<‑‑raa‑‑raa>￠ude:ra:habe:ra:123238!￠udera:kamira:741574,742256,742462

<‑‑zjara‑zjara>77")"v)":‑)"?)5bo050,734426ecl

<‑zjare‑zjare>￠ude3arekan3are8S5057
<‑zjai‑zjai>￠uded3aikamid3ai830029as
<‑dajara‑‑dajara>Ouadedajarakamidajara467219
<‑dera‑dera>￠udederakamidera460953es itf l￠urdgderakamldera460927es
<‑dadera･‑dadera>Ouldedaderakam1'dadera368882,462823

<‑daNdara‑daNdara>Oudedqndarakamidandara463720
<‑naNdera‑naNdera>￠urdenanderakaml'nandera460927

<‑‑daccjaNdajara‑daccjaNdajara>￠udedattfandajarakamidattfandajara
561195 itr
<‑dano‑dano>fudedanokamidano57124110udedanokamidano572070,372111,375138,575064,
375213,376057,379141,463801,466642 ss ,466722 es ,467657,467798,468911 es 2 ,469546 es ,469695 es ,

469811,4n2129 ss ,477326,478054,478sc9es g l ,479230l es ,560428l sc ,560557,561195sc g ,
561262es,561328st,561496,561S20,562561esl,563917,566689,567406,567644,568g23es,5685mp,568735
ss ,568806,568984,S70140,570185,57023S,570430,571Ompst 5 ,57141OS ,572084,S72176,5723Sl,574egg,

654951es,655765es,661589es,661743,ed17ee,662070es,66S432es/￠undedanokamidano27511O,
465842/￠uredanokamedano562A841￠urdedanokamidano373331,375279,579422,470643,471523,

474"5,561ec8,564897,564975,569616,573169‑,574271,576180as,576282es,578123,660736,664317,669759,

7659621￠urdedanokam1dano371070,374598,376466,377312,378311,37ec65,378594,471598,473335,

474329,474620,475294es,476311,572012,573061,5751611￠tudekkodanokam1'kkodano4704451

eua"dedanokaml'dano37S3891￠uaNdedanokaml'dano4714601evtedanokamidano3747461

￠Wdedanokamidano3781211￠uldedanokam't'dano272267,276va1,370285stS,372549,372668,

375577,373603,374676,374791,576242,377053,377719,378745,379626,465869es g ,465979,470S95,473158st

S,474g95110utdedanokaml'dano37410610uldekkodanokarn1'kkodano3734141
￠utdekkodanokaml'kkodano3649731￠uldedanokaml'dano3716481

‑416‑

Oul"dedanokamidano2773121eut"dedanokami'dano274386es,275456,276166S,276513es,
277197,277275,27752･1,278451,27qOZi8#,279225,36e946,370237,370S92,375459,376595,377464S1

￠ulNdedanokam1'dano278515,279157,279S04,279415,370152,370681,571495/

￠ulNdedanokam1'dano372S32,374419,3744221￠iXldedanukam1'dano3761751

hudedanokamidano468845as,478147S,478208,479055,5636491huadedanokamidano567904

st,5741731huidedanokaml'dano466944/kamidanoOudedano469906g1
xudedanokamidano578084es/xudedanokam1'dano567969,573134,573277,577136!
xudedanosum1'dano575178/7'"7"9"771ES,"746979217i"Y"7":‑S7"7561785

<‑dano‑‑danoo>7Y"9"7":‑9"7t640769
<‑dano‑Ndano>￠w"dedanokam1'"dano378603/￠uaNdedanokam1'Ndano3723S1

<‑"dano‑‑"dano>￠ur'vdeNdanokam'L'‑'dano372242/￠ul"de"danoka"m1'"dano370448

<‑"dano‑"daNno>￠tp"dendanokaml"da"no374054
<‑dano‑rano>￠udedanokamirano464769
<‑dano‑dadje>￠ul"dedanokamVdadje276513
<‑‑dano(kamjoo)>￠udedanokamjo:664232
<‑daano‑dano>￠udeda:nokamidano663630st
<‑daano‑daano>￠udeda:nokamida:no375718,663997,6645471￠dideda:nokaml'da:no
376624,37668617Y"Y"‑7h:‑S"‑7469894
<‑rano‑rano>￠uderanokamirano467545 ss l ,468651 st

<‑dakotono‑‑dakotono>￠udedakotonokamidakotono465366,560557
<‑daN(KAMI)>￠uadedaNkami670e97es
<‑nano‑nano>￠uldenanokam1nano471132ct,4730599/hudenanokaminano46884Sl
<‑jano‑jano>￠udejanokamijano746022L179"V7h:‑?7656e221S>
<‑‑zjano‑zjano>￠uded3anokamid3ano639711es1￠udedsanokamid3ano658330es‑S'/
￠ude3anokami3ano659420es 'E!f ,746022‑F

<‑zjaN‑‑zjaN>17Y")"it.>j):‑i/"?)/735677,756613

<‑zjaN‑zjaa>77"it"v:i":‑Sx"t,‑754694

<‑no‑no>fudenokamino8301681fudenotyameNno739276/￠udenokamino725864,726948,
73703el￠udenokanno726614,831165/77"7":‑7731665,739070

<‑N‑N> ￠udinkab1'n207698!￠udiokabip1250591￠udiNkab'IN2076961￠uriukabiN1270261

pudinhabin127105

<‑N‑‑no>￠udenkamino738267

<‑no‑note>fudenokaminote738221/￠udenokaminote724935
<‑‑no‑notte>￠udenokaminot:e725954,728951
<‑N‑note>fudeNkaminote737399!7Y")f":‑.777373316
<‑raka‑raka>￠ud't'rakakamiraka024801
<‑daka(kamjoo)>Oudedakakamjo:662354
<‑toka‑toka>￠udetokakamitoka468477es ma ‑k ,657294,658088‑L es ,726952,727932,7339761{>
M ,740180,750046es ,750391es tb ,752S95es ff 1￠u"detokakami toka7441e2es e{> 1

￠uadetokakamitoka186821,S63126el> es ,566817,569961/hudetokakamitoka730256/

hurfetokakamitoka732167!7Y"F"h:'Fh736312
<‑toga‑toga>￠ut"detogakaml'toga276166

<‑tuka‑tuka>puditukahabituka1231991puditukakabituka124149
<‑doga‑doga>￠udedogakamidoga4609531Our"dedogakam1doga3689561
￠uldedogakamTdoga4711329 S ,473158es ,474143es ,475066

<‑jatoka‑jatoka>Oudejatokakamijatoka657379

<‑‑datoka‑datoka>￠udedatokakamidatoka469472!￠uadedatokakamidatoka186821,
568179 sc

<‑dadoga‑dadoga>￠uadedadogakaml'dadoga56288910epdedadogakaml'dadoga376175
<‑toka(KAMI)>￠udetokakami658088e!>
<'‑nado‑nado>￠udenadokaminado468911,560954l1￠dldenadokaminadoS78065!
￠urdenadokaml'nado47610710uldenadokaml'nado471240,4750661kaminadoOudenado
469906

<‑‑na"do‑na"do>￠ul‑'denaA'dokaml'naNdo4701131kamina"do￠urdena"do472145

<‑naNdo‑naNdo>77"t>F"":‑t>F"560881
<‑naNro‑naNro>￠urenanrokaminanro931346
<‑･teN‑teN>￠udeteekamiteN722975es1￠udetepka"iteN7531321￠udeteNkamiteN734042
fi ,754177,734265,73S054es

<‑deN‑deN>fudedenkamiden739141
<‑teNga‑pteNga>￠udeteogakamiteuga734121

‑417‑

<‑teroN‑teroN>￠udeteroNkamiteroN734265/7i"7O>":‑i;M>736209,736312,757331st,737412
es ts ,739070 as ts

<‑tero‑tero>￠udeterokamitero721920‑E9,723882st,723898es,736172ss

<‑‑tara‑tara>￠udetarakamjtara6544722

<‑kara‑kara>Oudekarakamikara563178,6S9147,663018,664125,740586,741634,751205,752116,

752393i#/￠udikarakabikara1261221￠udikarakabTkara208516!￠tudekarakamikara
07175O,554932,579374/￠uadekarakamikaca552789,562022/huadekarakamikara5782251

77"h7":‑"7736769ff
<‑gara‑gara>futJigarakapVgara2095601￠udegarakamigara377261,379109,477212/
￠tudegarakamigara553980/￠urnydegarakamigara475376!￠uldegarakamigara378121/
￠uldegarakaml'gara370283!Otudeganakamigara463969/￠uldegacakaml'gatia474093,
474143i/huldegapakam1'gara476053
<‑kara‑o>￠udekarakarnio66207e
<‑karako‑karako>77""7)h:‑ )5:736769 ts as
<‑‑hara‑‑hara>￠udeharakapl'hara2e7625/￠udiharakamihara208603

<‑heera‑heera>￠ude:he:rahabe:he:ra208660

<‑dagasi‑‑dagasi>￠tu"dedagafikamidagaJi4629911￠uldedagaJ1'kam'i'dagaf1'461963

<‑daro‑daro>￠ud1'darokapdaro024688
<‑dadje‑dadje>Oul"dedadjekaml'dadje276513‑EIi
<‑dare(KAMI)>OurNdedarekami379249

<‑naga‑naga>￠udinagahabinaga029466ec/pudinagahabinaga121388
<‑‑Nde‑Nde>Oudindekabinde125127
<‑‑soonamuN‑‑soonamuN>eudiso:namupkabiso:namuo126116
<‑nukjaa‑nukjaa>fudinukja:kavnukja:215121
<‑nukjaa‑‑nukjaadu>fudinukja:kabinukja:du215151
<‑Nkja‑Nkja>￠ud'ibkjakab1'pkja024731,027651/￠ud't'Dkjakamiokja0275971

habiBkja￠udipkja03308e/pudeokjakabipkja022896
<‑N}sja‑nuNkja>￠ud1'ekjakapnuDkja024688
<‑ciba‑ciba>￠ud 1' tfibakaptfiba024688
<‑mai‑mai>fudimaikabl'mai206807
<‑mai‑maidu>fudju:maikabYz1'maidu215017

<‑mai‑maitu>futi:maikapu:maitu214152

<‑mo‑mo>￠udemokamimo7349911,740510g,75e391!￠tudemokamimo472456,760863/

￠ua"demokamimo471055/OuaNdemokamrmo373043/￠tudemokamTmo465869/hudemokamimo

737497

<‑to‑to>￠udetokamito377261,665140/￠uadetokamito077688,561567,566817
<‑do‑do>￠uldedokaml'do473158

<‑doo‑‑doo>￠udido:kawido:122148
<‑tu‑tu>￠udituhabituOmp4661￠uritukabitul16962
<‑‑to‑o>￠udetokamio6527951hudetokamio566851177"F):‑t559589
<‑to(kamjoo)>J7"FJI:‑g‑733638
<‑to(kamjuu)>￠udetokamju:642339
<‑to(KAMI)>￠udetokami466722,478369
<‑do(KAMI)>￠udedokami0724951￠uldedokaml'4658691xudedokami578084
<‑ni‑ni>OdidenikaminiS61567
<‑ne‑‑ne>￠udenekamine467545
<(HUDE KAMI)>￠udekami4684771￠udikabi126068,207220/￠udiJimi125104/finkabi207469

59

fi < EO fi b} ig vN E op

<‑dano‑dano>egudanoegandano560428ss1egudanoeganedano662913f
egudanoegane:dano573277,5771361eg‑danoegane:dano4733351egutdanoeganedano
2773122,278515,370448,370592,3706811ekudanoeganedano460953#lsu1

e8udanoeBanedano5679691eeudanoeDane:dano565S081eouadanoeeane:dano5742711
eOuldanoeoane:dano476311legudanogganedano563218es/egudanoeganedano5723511

egudanoegane:dano468911,469811,469906,477S26,560954esff,570140,570185,570430,5721761

eguadanoeganedano4609271eguldanoeganaedano2722671eguldanoeganar:dano3716481
eguldanoegane:dano3787451egtudanoeganedano5744191egutdanoegane:dano372549,

‑418‑

374791,377719,3796261ekudanoekane:dano563178!igudanoegane:dano478D54!
igudanoekane:dano5712411igudanoiganaidano273405,468477,561520/
igudanoigandano464769,469695,568023/igudanoiganedano578084,6721331
igudanoigane:dano377261es,564475,568529!igudanoiganedano5614961

igudanoigane:dano5605571ig‑danoigane:dano077688,5793741igtudanoiganedano
3733311iguadanoigane:dano579139/ixuadanoiganaidano5762821
ixuadanoixane:dano5669191ikudanoiganaidano282249,467657,468477,5629111

ikudanoigane:dano6730261ikudanoikanaedano560428A1ikudanoikanaidano

175604,177072 es g ,468477,564611,565541,565664,566851,568122,569305,654733# ,66S4321

ikudanoikanee:dano6624541ikudanoikandano546373,554855,561195,561262ss,569305,
634968,635843,635938,636932,643053,643151k,643300,644035g,649718#,653922es,654951,655765,

655824,662177,662354,663018,665006,665072,66524331ikudanoikanedano568122es1

ikudanoikane:dano660880,6626371ikudanoikanja:dano568667,6605561
ikudanoikaNdano655001,6620151ikudanojukanaidano5613281ikuadanoikanaidano

089441,171871,179454,180712,186554,192005,568426ss,66e7361ikuadanoikandano6577431

ikuadanoikane:dano077688,56Sl26,564897,566278,568426ss/iktudanoikana:dano6643171

ikuadanoilsanedano0840351iDudanoipane:dano467798/io‑danoioane:dano561848!
ieguldano;eganedano377033/LkudanoLkanaLdano5673181LkudanoLkanedano564229,
5673181tlsudanottsanedano562394!1'gudanoeganedano468845/1'gudano1'ganedano

373138,37521311'gwdano1ganedano378465,470445/1'gtudano'iganedano374106,376242,4712401

1'ktudanol'kandano641287/'iDudanoggane:dano47912311guldano'iDanedano463969,

466944,4740931jukudanoikahendano6S7099esljukudanojukanaedano571394/

jukudanojukanaidano561328,6628471NgudanoNgane:dano478369/‑rl7Y"7･fjlJi･fS"7
645760#/(P"S"71h"*‑Y"7561785/lPYSN71">9"7640769,643450,64S504,6486581

IPOY"7x"Ota‑9"7469792
<‑dano‑"dano>igurdanoiganeNdano379422es
<‑"dano‑dano>ggua"danoeganedano37831Vegur"danogganedano375389/
egul"danoegane:dano3765931igu"danoi"ganedano46S8421
<‑"dano‑Ndano>egua'"danoegane‑dano3792491'igua"dano'i'gane"dano379506

<‑dano‑Ndano>egudanoegane:nda'no5666891epwdanoepanendano4715231
DijuldanoPnanendano474143

<‑Ndano‑dano>egundanoeganedano563218/ggutndanoegane:dano3734141
igwndanoiganedano5781251igurndanoigane:dano5649751ikundanoikanaidano
670118/ 'i' guNdanogganedano479238

<‑Ndano‑‑Ndano>egundanoegane:ndanoS73134,5751781eguandanoeganendano4753761
egulNdanoeganeNdano2792251enundanoepane:ndano573134st1
epuandanoeganendano4743291eeuandanoenane:ndano47146el
eDwndanoioanendano5731691gguNdanoeganaeNdano4792SOI
gguNdanoeganeNdano57023S!ekuNdanogkane:Ndano571410/
ekuNdanogkane:Ndano5710291igundanoiganendano172535,2608901
igundanoigane:ndano563867/igundanoiganendano466722,561520es1
igundanoioane:ndano563867!ikundanoikanaindanoS6578e,5665451
ikundanoikane:ndano56zz061i'kundanoikane:ndano5689841
inurndanoipanendano56790411'kuNdanoekaneNdano4790551'i'kurndanol'kanendano
573061/1'uuNdanogganeNdano478208!jtugdlndanojuaganaindano563917

<‑dano‑nodano>ik‑danoikanainodano661115/ikwdanoikannodano558479
<‑nodano‑dano>1'guanodano1'ganedano470445

<‑Ndano‑‑nodano>IP:!5,"7J(":t7S,"76ng549

<‑danoo‑dano>itsudano:itsane:dano5674e6
<‑daano‑dano>ikuda:noikanar:dano664547
<‑daano‑daano>iguda:noggane:da:no6639971iguda:noigane:da:no3757181
ikuda:noikaneda:no569547/ikuda:noikane:da:no660781/
ikuda:noikJijada:no6615121ikuda:noikane:da:no569757/(Pe9"‑lm"e*‑Y"‑‑7
469894

<‑ttano‑ttano>1'gu'tanol'ganettano372111
<‑dano‑･no>igurdanoigane:no6700e41ikuadanoikanaino657586
<‑Ndano‑no>ixtundanoixane:no574175
<‑dano‑danoto>eguldanoeganedanoto2794151egutdanoegane:danoto3754S9
<‑dano‑noto>ikudanoikanainoto665243pa
<‑daano‑noto>ikdida:noikane:noto569616

‑419‑

<‑dano‑danote>egindanoeganedanote276166,278451/)1gtudano)'ganedanote376466/
1'gurdanol'gane:danote377312/1'nuldanol'oanedanote473059
<‑‑dano‑Ndanote>gguldanoggane'Ndanote374422
<‑dano‑danotte>epuadanoeDane:danotte475294/eguldanoeganal'danotte372549/

ikudanoikandanotte665140/ikudanoikano:danotte660352/

1'guldanol'ganedanotte475066/'iDuldanol'oanedanotte473158,476053

<‑dano‑daanotte>ikudanoikanaida:notte661589/ikudanoikanee:da:notte661589
<‑nodano‑nodanotte>igunodanoiganainodanoQte27e141
<‑dano‑‑nado>ikurdanojuakanainado183520

<‑"dano‑aNdano>egu'‑danoeganeaNdano376057
<‑‑aNdano‑aNdano>egoandanoegan￡andano562484
<‑‑aNdano(eganeeNdano)>egoandanoegane'ndano562484
<‑aNdano‑gaNdano>iguandanoiganggandano4686Sl
<‑nano‑nano>;egtunano;eganenano378065
<‑Ndana‑‑Ndana>egulNdanaeganeNdana279157fl/egulNdanaeganeNdana279038ee
<‑edana‑‑dana>eguledanaeganedana277197
<‑moNdana‑‑moNdana>1' gurmondanaiganemondana372331
<‑daN‑daN>igwdan iganedaN670097

<‑jano‑jano>ikujanoikan jano653S6YikujanoikaNjano658145/.r 7?7/()J'x>V7656022/
IPV71">V7650907

<‑jano‑janoto>ikujanoikan janoto65S361
<‑zjano‑‑zjano>ikud3anoikanaid3ano7407661ikudsanoikandsano6‑Z9711,649718st3,
658330as,6S9147,744245,744626,746039/ikud3anoika"d3ano7411511

ikuzjanoikanaizjano739644/ikuzjanoikaNzjano64･2692es,64370Sst,644343as,645424
as ,647507ig 1iku3anoikanai3ano7401801iku3anoikand3ano659420 es ‑EIi /

iku3anoikan3ano646178st,649178,652852sc,740015,74e18ees,74042e,742e76,742138,744102e)/

ikVd3anoikandsano745019,746200/ikuad3anoikandsano554742as,652598,654612,6595e1/
jukuzjanojukaNzjano646542es/.(,Si"dt.7･r]1)tSi""t,7636625,64･2809ss,647560,647712ss,

648521,736525/20V"v72">V"?7642809
<‑‑Nzjano‑zjano>(P>i,"Jt.7Jr)J)xSx"?7643802

<‑zjano‑nozjano>(0)"v71">7V"?7649407k
<‑Nzjano‑nozjano>ikund3anoikan:od3ano659398!ikun3anoikanno3ano740846/
ikuN3anoikaNno3ano639662ee/(P:!Yt,7(":fli,N"?76485499

<‑zjaano‑zjaano>ikuzja:noikaNzja:no642537S
<‑zjaN‑‑zjaN>(l7Sx""t.:i()1)tS,"v)t735677,736613

<‑no‑‑no>egtunoeganaeno472456/eDuanoeoanaino5782251epurnoeDane:no471215,474295,
476107/eguanoegane:no3726681egulnoegane'no3736e3/ekutnoekanno642e49/

igunoigane:no377261,6617431igunoiganeno4638011igunoigane:no467657#1
igunoiganno4675451igunoikane:no565735!igmanoigane:no5751611ixuanoixane:no
576282es/ikunoikanaino830168#l/ikunoikaneno563342es,566177ss!ikunoikanno

561262,645729,724935,732095g,733269,734042,738267,738398st,743134,7501691ikunoikan:o723882,

725954,726948,726952/ikunoikaNno738647,73940S,739644/iktunoiganaino5668171

ikuanoikane:no565274,569895/ikuanoikanno459807,5556911innoikanno835057!
i?noikanno728424,833242,833350,8354301ipuanoiganeno371070/;egurno;eganeno37S2791
Lkunotkaneno567318l/1'guno1ganeno37211111'gdino1'ganeno364973/1'kulno1'kanno
641287/'Muano'inaneno373043/pgurnoeganeno472145/ugunou"ganaino463720/

yllkunoyukaNno739363g /(P7･()))i7649407,651613st el> ,73166S,7373316 ,834584S /

xpO 7r"O *‑756088112P71)>7834584

<‑nu‑nu>?ikjunnu?ikannu033080
<‑noo‑no>egutno:egane:no374676
<‑no‑noto>ikunoikan:oto658330gljukunoikannoto653467st
<‑no‑note>egdinoeganenote2764811ikunoikaNnote737399,7382211ipunoikannote
831163

<‑no‑notte>eguanoeganenotte372242/eptunoepanenotte471598/iguanoiganenotte
566718!ikunoikannotte569028,663078!ikunoikan:ot:e728951/1gtuno1ganenotte
47011311'pulno1Danenotte465979,4730591jtugulnojtugane:notte377464/.(77(J))i7'yiF652655

<‑no‑‑nojuute>ikunoikan:oju:te7441021
<‑no‑noei>(P71">7f732586
<‑no‑noteci>(P71nSv771736209,736312st

<‑no‑‑noccjaa>ikunoikan:ot:Sa:725864
‑420

<‑no‑neNte>igunoiganenente462991
<‑no‑dano>ggulnoeganja:dano470593
<‑jara‑jara>ikuajaraikan jara555691st1ikwjaraikaNjaca750408
<‑Njara‑Njara>jukun'jarajukanain'jara657148
<‑‑jara‑nojara>ikujaraikannojara65721411PV)(">7V7648521
<‑Nzjatejara‑nozjatejara>ikuand3atejacaikannod3atejara75e472
<‑Dajara‑Dajara>ikurDajaraikapnajara553777
<‑jana‑zjana>IP?tl">V"vt556695
<‑ja‑ja>ikujaikan ja654264ee 1ikujaikan'ja649757g l,649850ee 2!ikujaikaNja
742771!IPVI"A>V645996,65517011P?(">V647995,655170,751369,830370ee ltPVt)A>V645839# 1

2PV2">?644968ss

<‑ja‑jano>2PV2"t(V7644968
<‑‑ja‑noja>ikujaikannoja74270612P?2">1?644968
<‑noja‑ja>IP7?l">?64484212P7V2nt(V644968
<‑Nja‑noja>ikuNjaikanainoja752116kIS>1ikuNjaikannoja742706,752116l
<‑Nja‑nojara>ikuaNjaikannojara651324
<‑noja‑noja>ikcunojaikaNnoja652232
<‑noja‑nojano>2P7V2"tl7V7644968
<‑Nnoja‑noja>lP:i7?J(b>7±,646977

<‑ja‑janote>ikujaikaNjanote659044

<‑ja‑juute>IPV(ljA>2‑764ea48
<‑jatara‑‑jatara>IPV9)(">V97656022
<‑toja‑toja>ittojaikantoja8363821IPFVI">FV739070,830370fl

<‑toja‑tojacjuute>ikutojaikantojatru:te839421

<‑Paja‑oaja>ikweajaikaonajaS52789,562022

<‑naja‑pajate>IP""V(">"O?75546th
<‑Ngajaa‑Ngajaa>ikungaja:ikanungaja:208S16
<‑gajaro‑gajaro>?ikjupgajaro?ikjaogajaro024731

<‑‑zja‑‑zja>ikud3aikand3a741461!ikuzjaikaNzja737763,7394051iku3aikan3a649696,
740510,7416341ikud3aikanatd3a5586561ikuad3aikaNd3a651e74
<‑zja‑‑zjano>(P)"v(">V"v7647712ss
<‑Nzja‑zja>.rt7),S,"t,)r)1:/S,"±,649507

<‑Nzja‑zjano>.(t,)tSt""vJr)))tS/""p76495O7

<‑‑Nzja‑nozja>ikundsaikannod3a649e31!ikun3aikanno3a740586
<‑Nzja‑noNzja>ikdindsaikannond3a643794
<‑zja‑zjaci>?ik̀jund3a?ik̀jaod3atf̀i022896
<‑Nzja‑nojatte>ikurnd3aikannojatte557511
<‑Nzja‑nozjatte>ikuand3aikannod3atte557511
<‑zjaa‑‑zjaa>?ikjundsa:?ikand3a:0275971ikud3a:ikand3a:637711,659807,730805,

742462,743361,7471381ikud5a:ikand3a:741574,7436401ikuzja:ikaNzja:642537ss,642692

ss ,64s4o4g ,643705es ,6"343es ,644513,644693es ,645424es g ,6475e7es 1iku3a:ikan3a:
637913,644234,"5098,645136,645285,645331,647011les,647165,647315,648023es,648089,648241,754991

ssiS,740252,746022esll>1iku3a:ikaJi3a:6426491iku3a:ikaN3a:637458,637528,638328,
638487,638762,639386,639662,7339761jukud3a:ikand3a:74n561jukuzja:jukaNzja:646542
as!IP)"v‑ih>V"v‑6436S5ss,645760,6464SOes,756769

<‑‑Nzjaa‑zjaa>ikun3a:ikansa:7403401ikuNzja:ikaNzja:644693,6466361
jukun3a:ikan3a:6472371zP>)"v‑l">)"?‑645557#
<‑Nzjaa‑‑nozjaa>ikunsa:ikanno3a:648227st1ikuNzja:ikaNnozja:6iL4693,646636

<‑zjaa‑nozjaajuute>ikuzja:ikaNnozja:ju:te64748S
<‑Nzjaa‑nozjatte>ikuNzja:ikaNnozjaQte647483
<‑zjaajuutari‑zjaajuutari>iku3a:ju:tariikaNsa:ju:tari733976esg
<‑tozja‑tozja>ikutod3aikantod3a739141
<‑gazja‑gazja>ikuga3aikaega3a735904
<‑gazja‑‑gazjano>jukugad3aikapgad3ano746098

<‑da‑da>ekudagkane:da563178!ikudaikane:daS66177,5672891ikurdaikanda6565141
ikurdaikane:da565533$!ikurdaikaneda671135esljukudajukanee:dabo3S21es
<‑Nda･‑da>igundaiganda567047
<‑‑Nda‑Nda>igundaiganenda567047
<‑da‑daa>ikudaikanda:6604el

<‑daa‑da>ikuda:ikane:da66S631

‑421‑

<‑‑daa‑‑daa>iguda:igane:da:6617881igtuda:iganaida:665754/ikuda:ikanaida:

663432/ikuda:ikanee:da:664257/ikudaiikanda:569479,634968esS,635843ss;,64e743,

641659,642539,643151,643176,653922 ss ,654951 es 2 ,655765 es 2 ,655945,656816es ,662070 as ,662297,

664125,664232,666249/ikuda:ikaNda:6418541ikwda:ikanee:da:665544/

ikuada:ikapa:da:664317/zP9"‑2">Y"‑64e900
<‑Ndaa‑daa>ikunda:ikaNda:640948
<‑Nda‑‑dano>igundaigandano567047st
<‑Nda‑Ndano>igundaiganendano567047
<‑‑daa‑daano>ikuda:ikanda:no661368
<‑daa‑daatte>ikurda:ikanee:da:tte665544
<‑raa‑raatte>iktura:ikanra:tte467219
<‑da‑danadoto>egudaeganE:danadoto560954%
<‑daa‑danaNte>ikuda:ikandanante653922
<‑danee‑danee>ikodaneiikandane:666781
<‑zjaroo‑zjaroo>ikud3aro:ikand3aro:627712

<‑tozjaro‑tozjaro>ikuto3aroikanto3aro736172S/ittod3aroikantod3aro
726614

<‑"tozjai‑tozjai>ikutod3aiikantod3ai830029as
<‑dajara‑dajara>ikudajaraikandajara635961

<‑dae‑dae>ikudaeikandae547149/rkifdael'kandae642157estJ,
<‑dera‑dera>ekuderaekanedera460953‑Ek/eguaderaeganedera46e9271
<‑dera‑deratte>1gtudera'Vganederatte368882

<‑derate‑derate>eguaderateeganederate368956
<‑dena‑dena>ekudenaeganedena460953
<‑deno‑deno>ekudenoeganedeno46e953
<‑toka‑toka>ekuatokaekantoka560299/igutokaiganaitoka562219/

igutokaigantoka465366,469472,469546!ikantokaikutoka744072/
?ikjuntoka?ikantokae27651/ikutokaikanaitoka177845,564690/

ikutokaikantoka185185,55578S,557912,561262,633906,635764,636860,63892e,644035,651386,651735,
652120,652387S,655251,653618,654109,654337,6545313,656330g,656816,657294,658C88,660034sc,
721920,727932,731128,731288,732095 ts ,733269 st ,7SS434 ss ,733681 ss ,734553,736172 ss ,736687,737030

ss,737096,750046,750391,7Sl205,752294,752393,8301682,830339,831452,832500,832595,834556,83S428,
924994,9313461ikutokaikaNtoka638328,638487,730256,737497,738504,738647,739563,830081,830466,

830652,831525/ikuatokaikanaitoka071750,5696621ikuatokaikanetoka186821!
ikurtokaikane:tokaS65333/iktutokaikantoka173928,553980,640492,651266,658735,660137,
665193,824818/ikuatokaikaljtoka8229961ikuatokaikaNtoka559074,651127/
i:tokaikantoka8313721ittokaikantoka727524,831295es,832158,832268,833160,833242es‑,
833350,833436,834143ss,834232,835208ss,835430es,836433,931167/ittokaikaotoka834328,

835374,837247/1'gutokaTgane:toka4772121jukutokaikantoka6415001
jukutokaikaNtoka732167,732291,732374/jukutokaikantoka638598/

jukvtokajukantoka637890es/(PFh(h>F"459766,552781,S56529,55691O,558878,64191Sss,
643655,731665,734694,734754,736312,737412

<‑toga‑toga>igutogaigantoga5680231ittogaigantbga832e28!
jtuguttogaeganetoga371495

<‑toPa‑toPa>ittoDaigantopa836231
<‑doka‑doka>ikudokaikanedoka563649
<‑doga‑doka>1' guadogal'ganedoka562889/1'gtudogalgane:doka572012
<‑doga‑doga>egtudogaegan￡doga378594/gguldogaegane'doga372532/
egutdogaegane:doga376686/eguldogaeganja:doga3766241eodidogagoanedoga471OS51
igurtoxaigane:Soxa576180/Igudogal'ganedoga375064/1'gudogalganedoga5720701
1'guadoga1'ganedoga37860311̀gutdoga1'ganedoga576175,378121,461963,462823asg1

1'gtudoga1'ganedoga364973,374034/'ipuldogak'Danedoga466944es/ooindoganoanedoga
471132

<‑tuka‑tuka>ikaditukaikadja:ntuka215151/ik1'Stukaikantuka215121Z/
?itJuntuka?ikantukaln148,123199
<‑Ntoka‑‑toka>iguntokaigane:toka567566
<‑toka‑ka>ittokaikaDka835261
<‑toka‑tokato>iktutokaikantokato173928
<‑toka‑tokatte>ik‑tokaikantokatte180180
<‑toga‑dogatte>egultotsaeganar:dogatte373577

‑422‑

<‑‑doga‑‑･dogatte>]1pifidoga1(nanedoga't'te465869
<･･‑tuka‑t'ulkad;/,>,i.kaditukai.kadja:ntukadi,215151
<････t'oka‑I;okajuute>ikutoka.ikantok,ajt/t:te657SS2

<‑toka‑datoka>ikuto.kaltkandatoka652795

<‑･datoka‑‑datoka>ikudatokaikandatoka633906,6500661jkEudatoka,i kandato. ka661008

<‑Ndatoka‑Ndatoka>igundatokaigane:ndatoka5676441
ikund atoka1 kane: ndatoka567748

<‑jatoka‑toka>ikujatokaikantoka6573'l9
<‑jatoka‑jatoka>ikujatokaikaijjatoka654･472!ikuajatokaikaNjatoka657743
<‑‑Njatoka‑jatoka>iP>VFhl">?‑"643951
<‑Njatoka‑nojatoka>ikuNjatokaikan:ojatoka657379

<‑"easjs96ggOstka‑OajatOka>ikdiPajatOkaikaOPajatoka5558191IP"O?Fhl">"ovFhssosl6,

<‑‑zjaatoka‑zjaatoka>iku3a:tokaikand3attoka736687 '
<‑Nzjattoka‑nozjatoka>ikund3at:okaikan:o3atoka659420

'

<‑ka‑‑ka>ikkaikaoka831295es,835208,8352611ikokaikinno:ka765931/ikukaikanaika
179994/ikukaikane:ka567289,66381451ikukaikanka652194!ikukaikagka554855,635961,
652467g,754991/ikukaikaNka626709,723898,724897/iktukaikanka554932,5SS5e9,651215/

ikuakaikaoka465279!1'kakal'kanka641131,6421571jukukaju.kanee:ka663521g!

(P)l"tl"733397#!(0"l">)556637,557979,559589,559768,651579,6519901(y"l">"757331
<‑ga‑‑ka>ektsaelsane:ka561567

<‑ga‑‑ga>epuagaenane:ga472340/igugaiganega07249S/ipuagaipanega473532!
1'gugal'ganrega379109

<‑noka‑noka>ikunokaikaginnoka6522891ikunokaikagin:oka656387g fl 1
ikunokaikane:noka663814G>/ikunokaikannoka655322,733681X1
ikunokaikan:oka734991;746022S!ikunokaikesennoka652720es1
ikunokaikjasennoka652720ee1ikunokajukahennoka654531ne1
ikuanokaikanainoka5699611ikunokai.kane:noka669759/ikwnokaikannoka5594811
jukunokaikannoka7313071(P7"(">7"556814,55778S,559768esa,559895,S66050,650860,

6516135,651909/2P2n2h>2"733638. ･ '

<‑noka‑‑noNka>jukunokaikannoNka732456
<‑noNka‑noNka>ikunopkaikannooka733434

<‑Nka‑ka>ikupkaikanka641622g,734991/(P)i)IJ(2):i"559742

<‑Nka‑noka>ikunkaikane:noka572084/ikunkaikannoka557552ee1

ikuokaikane:noka563342!ikupkaikannoka647011,651541pa/･i･kuNkaikaNnoka642692

M,644343,645424g!ikurnkaikannc,ka557480/jukuNkaikaNnoka642692ee1'(t7)t)1.rjl)iy,J)
556512ee ,558774,648521,650649

<･‑Nka‑Nka>ikunkaikanain.ka567526
<‑Nkaa‑‑kaa>ikunkatikanka:634834
<‑naka‑Oaka>ikuaeakaikaDnaka553915/‑W"O"l">"O"55674･6
<‑daka‑･daka>ikudakaikandaka641570,654853,655824,660368,662107as,662554,66507291

ikwda.kai.kandaka568179,641355ss11ikudakaekandaka6412221j'ukudakaikandaka

641500 es 2

<‑daga‑daga>igudagaigandaga568023fl/igudagaiganedaga275110/
1'gudagal'ganedaga379141!1'gtudaga'i'ganedaga376175

<‑daka‑‑Ndaka>iktudakaikane:ndaka565104
<‑daaka‑daka>ikuda:karLkanur:daka665630
<‑daka‑‑noka>ikudakaikannoka653842
<‑nodaga‑nodaga>egulnodagaeganenodaga277521
<‑‑nodaga‑Ndaga>epuanodagaepanendaga474620
<‑Ndaka‑daka>ikundakaikanclaka4･64356,6621071ikwndakaikandaka465279
<‑Ndaka‑‑Ndaka>igcuNdakaigane:ndaka565912fl/ikundakaikane:ndaka672023/
ikwndaka.ikanarLndaka074669/ikuandakaikane:ndaka76086S
<‑‑Ndaga‑Ndaga>eguandagaegan￡ndaga475376/igundagaiganendaga072421/
jutgi'll'NdagajinganeNdaga277275fi

<‑Ndaka‑noNdaka>ikuandakaikannondaka465279

[‑Ndaga‑･aclaga>egulNdagaeganeadaga277275ee
<'‑nadaga‑nadaga>[ilgunadaga.iganeenadaga379109

"‑gadalka‑gadaka>eggadakaeganegadaka561567/igugadakaiganaigadaka56256:l
<‑zjaka‑zjaka>jk'ti3a'Kai'kan3aka652852

‑423‑

'‑‑

attaka‑attaka>1'nuaattaka1'naneattaka37304･See

<‑dagasa‑daga>eguldagasaeganedaga570237

<‑zugasa‑zugasa>egaldziftgasaegane.dzutgasa2?73' !2,279304es,57028,l
<‑zugasa‑gazugasa>egutdztugasaeganegadz"hgasa274386ss
<‑zugasa‑zugasura>egindzutgasaeganedzulgasulra279I57
<‑teN‑‑teN>ikuteNikanteN734042,7341211ikvteNikanteN722975,7331321
jukuteNjukaNteN73426S‑tf
<‑teroN‑teroN>ikuteroNikaNteroN723767,7S4265!.r79D;x.r)J)ti7U>736209
<‑tero‑tero>ikuteroikantero721950,732095es 'rt ,736138

<‑tera‑tera>ikuteraikaNtera7S0522
<‑ttera‑‑tera>ikut:eraikantera6S6387es
97rsg3}2i/ki"ktitr.a,i.kiak".t.ati'.a,5/.765s2s6661768s076sk63i064s9s64ks651ii･klkas.t6.5i,487ji!Iik'.65.4i6.4.st.6igi7ob6g5est30!O
<‑t"resa‑‑EIft
(P971">Y)651613as l{)
<‑ttari‑‑tari>(PsyPiJ(">P'j641910

<‑ttari‑ttari>gguattariQganee:ttari374746
<‑dari‑dari>eguldarl'eganedar'i276S13
<‑dai‑dai>ikudaiikanaidai564727

<‑juutari‑‑juutari>ikuju:tariikaNju:tari733976#/
jukuju:tarijukaNju:tari64654･2
<‑toittari‑toittari>ikutoittariikantoittari649850#

<‑ttesutari‑ttesutari>egulQtesultarl'eganeQtestutar'i279157
<‑‑ttehetari‑tehetari>eginQtehetar1'eganetehetar'i275456

<‑‑zjooteittari‑zjooteittari>ikod3o:teittariikinakod3o:teittari765962
<‑ttari‑cjutar'i>ikuattariikantJuatari465279

<‑ccuttari‑ccuttari>ikwttstuttariikane:ttsuittari565396
<‑‑ccuttari‑‑ttari>i,kuattsuattari1kane:ttari565396

<‑cjuutari‑cjuutari>ikvt,fu:tariikantfu:tari730837/
jukutJu:tariikantfu:tari6534671jukptfuitarijukantfu:tari637890!
2PYrz‑9iM">Y2‑Y})734426/,2Pf2‑Y))2">Yza‑‑Si)733638g es

<‑‑ejutai‑cjutai>ittfvtaiikantfytai835175
<‑cutai‑cutai>i,ttsutaiikantsutai852440
<‑gl'?iccari‑g'i'?iccari>?ik̀uots'i?itts̀ari?ikaptsT?ittsari024801
<‑ei?icjar‑ci?icjar>?;/kjumtf't?itfar?i.kjamtfi?it.far024‑688
<‑dicjai‑diejai>?ikinditJai?ikanditfai1251U4･
<‑juutemitari‑juutemitari>jukuju:temitarijukan'ju:temitari655,280
<‑‑cijummidai‑cijummidai>ittfijummidaiipantJijummidai836142
imi' tsai123352
<‑dicimicai‑dicimieai>?i.kunditfimitsai?ikandi't.f
<‑‑ci‑‑ei>?ikjuBtfi?ikaptfi033080es
<‑‑to‑‑toeci>(9>l">FEy9830370ts

<‑na‑na>?ikinna?ikanna1232S8

<‑‑tona‑‑tona>jukvtonaikantona735054‑

<‑ni‑na>?itsunni?ikanna125127

<‑‑nja‑‑na>?ikjupna?ikanna033080/'?itfunnja'ikad3inae294･66

<‑suna‑‑suna>?ikjusuna?ikansunaOS3080
<‑zo‑zo>ikuzoi'kaNzo546229
<‑doo‑doo>?itfundo:?it,fando:123172

<‑duu‑duu>harundu:haranudu:208603

<‑‑duzo‑‑de>egiduzoegonde207469
'<‑ei(?ikanoc,)>?ikiei?ikano:127105

<‑juu‑juu>paruju:paranuju:207698

<･‑baN‑baN>igibannganabaN2095601?ikabag?ikanrabanl16962.1
?ikjurabaN?ikambaN'l21388

<‑paN‑paN>ikataurapan ikapan214152
'"‑baN‑neemai>ikaban ikanne:mai206807

<‑‑bjaaN‑bjaaN'ti>pi'rjadib.ia:np/i.radahu/radibja:nti215017

(‑waN‑kawaN>?j.kawap?ikagkawap124149 '

̀1‑‑vnunu‑‑mii,nu>?ikju.in'un'u[rikjamunu024688
<･‑･wa‑ka>)1k'uwa'ICkanka64･229,3
<'･･･(,)N'te‑N･'t(･'}.se>ef,;i'll'eNteegan(,')Ntese279304･

‑424‑

<1‑‑･ttemo‑ttemo>egua'temoegant:'tem(')tt,74598
<‑･‑m(.)‑mo>i.kumoikaNmo739276

<‑demonas.i‑demonasi>)'gtudemonaf11'ganedemc,naJ't;4･62823

<･‑demonee‑demonee>ikudemone;ikandemone:662S54･
<(hi.tajahi'i)‑‑taja>hi.tajahi:hiranutaja207220
<(?icumi ?iI ani' )>?itsumi?ikani115792
<(IKU)‑no>iguiganeno4‑65842
<(IKU)‑‑o>ikuikaNo551820

<(IKU)‑‑te>ikuikante659300,662070,738102

<(IKU)‑tte>epuaeuanette4715981epuaenane'tteq‑70643
<(IKU)‑‑tejo>jutgdieganetejo276166

<(IKU)‑cite>IPI">I7551775
<(IKU)rei>ikuikantSi628781
<(IKU)‑cja>(Plh)tiFv8305706

<(IKU)‑tiN>?n3in?ikantip126122
<(IKU)‑de>ikidus1'ikanude207696
<(IKU)‑di>i￠uihandi207469/?ikup?ikandi124226
<(IKU)‑rici>ikuoikanritfi127026

<(IKU)‑Ntii izi>paruduii:paranunti:izi208660
<(IKU)‑naNte>ikujueane:nante563565

<(IKU IKANAI)>egulegane360946,370152esg1iguaegane:5781231iguaigane:56594'61
i:ikaN8513721ika:ikana:646636･S1ikuikaN643705,6540791?itsumi?ika"ni1261eq1
?itJumi?ikanil260681?itfuu?ikap125059,126116/jugujuganai272e25!julgutegane
570152!parunparanu2076251l"‑‑("t‑‑646430

< re O tu >igundagaiganendagadoQtfa1747551

igundaraiguigane:daraiganetohaQkirise:1745811ika:ikanaiwaju:na644161/
?ikjukkai?ikjaljkaie24731!ikud3eiikand3ei7341771ikud3eiikan3ei734177as1
ikukaikaNkahakkiriJinasai73S443eelikunaraikuikannaraikande6536181
ikunokaiganainokadoQtfika1747551ikunokaikannokahakkirise:653161!
ikuteNikanteNjSvV'JJfV>h73417711kuadakaikane:dakado:surudan'a5671771
iktuikaNotowadz‑ni555821!ikwnokaikanainokado:nanda8746691
iktunokaikannokahakkirise'0779881itsuadarailsurikandaraitsande1942621

ittoNikantonfirenkotsuju:tSoiga8324401･t'li)'̀i)Jt',.r"'vJ':i)Jf'h>JN.yIiJtl‑65316l$1

(P2‑7:‑Y}M">2‑i:‑Yi)7")t>h"?JNLyepiJt‑647712
< ne M rg >N.A.5645431NR466642,478147,568735,574088,655476,656423,656675,657685

6o eHee
<koso> aJitakoso5659461doatteNkoatteN kjo:koso7284241kjokoso466642,466722,
4684･77,469472,561262l{>,64135S,9511671kjo:koso074669,077688,077988,084033,089441,171871,173928,
174755,175604,177845,179454,180180,180712,183520,185185,1en554,186821,1920e5,194262,270141,272025,
272267,282249,371070,372$31as,374106xx,375718,459807,460955,463720ss,46S801,465279,465366,465842,
467219,467545,467798,468911tt ,469695,tL71598,4735S2,47tL295,476107,tL78D54,479055,479123,547149g tSb ,
555777,554855,555785,555819,555821,557480,557511g,558479,558509,558656,559074,560299,560557,
561195,561328,561496,561520,561567es,562219,562561,56Sl26l!>,563218,564543,564611,564690,564897,
565104,56S308,565396,565541,565664,565735,565780,565912,S66177,566545,5ed718,566817,566851,S66919,
S67177,567289,567318,567406,567526,567644,568122,568426,568529,568667,568735,568806,569305,569547,
569662,569895,569961,570430,572084,572176,579139,627712,628781,633906,634968,635961,636932,637458,
637711,637913,638328,638598LS>,6398e7,640745ig,640948es,641500l,641570es,641622,641659,641854,
642049,642339,642649,643053,643151,64S794,644161,644343,644513,64469Ses,645136,645285,6453Sl,
645424#,645729,646178,646542es,646656,647237,647515,647483,647507,648089,648241,649031,649178A
es,649696,649757,649850J.,651074,651127,651324,651386,651541,651755,652120,652194,652232,652289,
652387X,652467e,652598,652852,653001,6551618l{>,653251,653361,653467,653922,654079,654109il#.,
654264,654337,654472 ig ,654612,6S4733,654951,655322,655476,655506,655765,655824,655945,656350,
656387A l{> ,656423,656514,656673,656816,657099,657148,657214,657294,657332,657379,6S7685,657743,
658330,6587SS,659044,659500,659598g,659420,659501,660e34,660781,660880,661O08,661115,661589;
661743,661788,662'I07,662177,66za97,66245tL,662637,66284･7,662913,663078,663521,664232,66tL317,664547,
665006,665544,665631,665754 ii!1 ,666249,666781,669759,670097,670118,671135 st ,672023,672133,673026,

‑425‑

721920，723882，726614．，727524，72895ち
740015，740180誘

131307，733681，733976少，734265，734553，734991，736687誘，738398，

，74〔｝340，74．042〔1，740510，740586，740846，741、151，742076，742138二考

，742706，7427

．r1，743134，

ア44072少，746022，750046多，750169，750332，750391，750408，750472，751205，ア52294，752393，7ご・0863，924994／
kj⑪：koso

ha：378745／kj⑪二k〔，sona：653842／kjo：1ぐ。〔〕￠．｝74

146

1，．74

t574・，742256，7424・62，74・3361，

743640，744245，744626，74．5019，746039，746098，746200，747138／kjo二ko3τ）560428／kj11．k

）so831295／

kju：k〔｝so727932，732456，736172，737096，83 1372誘／kj117koso739405，739563／kjω：k〔｝sぐ⊃822996／
kyok〔〕sQ563649／kyo＝kos〔，735443，ア39363，8ろ0168／t∫o：koso562484・／キューコソ733397，834584・／
キョウ＝】ソ556746，556910誘，557788，557979，558774，559768，566050，650649，651909／キ三ヨオ：二1ソ641910，643802，

643951，644842／キョーコソ550816，551775，552781，554666，556512，556529，561785，636625，640769，640900，642809，
643450，643504，643655，644968考 ，645557考 ，64576〔〕，645839誘 新 共 ，645996考 ，646430」646977誘 ，647560，

647712考，647995，648521，648549，648658，649407，656022，731665，734754，736312，736525デ151369

〈goso＞

cjo：goso474．329／kgjo＝gosoら70593／kjogosQ377033，572351／kjo＝gos6172535，177072，

179994，260890，273尊05，275110，2785鷹5，279038，371648，372242，375279，375459，376057，376242，376593，377312，

377464，377719少，378065，378311，379249，379422，379626，460927，461963，462823，463969，465869，466944多，
470113，470643，471132，471240，471523，472145，473〔｝59，473158，474〔｝93，47462〔〕，475066誘

，475294，475376，

476311，477326，478208，478369誘，560954，562911，563917多，564975，567904誘，568023，570140，570185，571Q29，
572176，573061，5732ア7，579374／kjQ▼gos〔，374419，375389，…576466，378465，378603，379506，465979／
kjo：xoso574271，578225／kjo：玉∫oso368882，474143，56 1848，573 169，5 ア5178／k3．jo：9⑪so376686／
1〜jo：goso4・76053／t∫o：goso46〔｝927／t∫o：】ぎoso372668／キ三L一コ

ソ469792，4・69894，56088窪

＜kosso＞kjo：kosso562022
＜90sso＞kjo：gosso571410
〈kos． 盾潤р汲鰍潤≠P｛oso：663432，66514G

〈90soQ＞kjo goso▼373603
〈goNso＞kjo＝gonso．563917
〈kosu＞

kjo：｝｛osu721950／kjo−kosu8304・66／kj11．k⑪＄11738504，739644誘

，830652，831525，832595，

835428／kju：kosu733434，832500，834556／kjuワkosuア37763，738647／キューコ．ス734426／キ≡］一＝】ス732586，

733638弓隠，735677，736613

〈gosu＞ kjo：90SllO72421
〈kuso＞ kjulku且so835374／kyo：kuso830339考
〈kusu＞ qu：kusuO29466／kju：kusuO27597誘
〈kosowa＞1｛jo：kos⑪むa635843／kjo二k ⊃s ）wa546229，546373，561328，566278，566689，64 1500，650496，
653618，653842，660137，6620朽，663018，665544，737030，744102／kju二1｛osowa737030／キョウ＝1ソワ559589少

〈kosowaa＞kju：kosowa：725864
〈gos⊂［wa＞kjo：g〈，sowa469811
＜kosoa＞｝｛jo：kQsoa731128／kjo：｝｛osoハa557552，730805少

〈90soa＞kjo：gosoa277521
〈gosoaa＞kjo二gOSoa＝

ha：3746ア6

〈kosaa＞kjokosa二661368誘ノkjo：kosa：563178，565274，567318・多，567644多，567748，569479，5696！6，
569757，633906，637528，638487，638762，639386，639662，61・2649誘，64、3300，644035，660137多，66G352、661589，

662015誘，662070誘，662297誘，662354誘少，662454誘，663432誘，663630，664125誘，664232誘，664257
誘，664317誘，665072，665140誘，665

193，665243誘・多，665544．誘，8391・211／kju二kosa：725951．

〈kosa＞kjΩ：kosa552789，555691，560299誘多，562394，563126多誘，563342，566177誘古，567566，568122，
569028，641287，659147，660034誘，660736，662107，663630，740015／キョーコサ459766／キョーコサ

スムワイヤ551619

疑

〈kosai＞1｛jo：kosai633906
〈kosε＞

1｛jo二ko∈｝ε568984

〈gosa＞kjQ：gosa276481，562889，563218誘，563き67，568023誘古，573061古少，575161／kjo寓osa
574173

〈90ssa＞kjo二gossa570235，570430誘
〈1｛｝｛osa＞1（jo二kkosa564229，567047誘
〈kusa＞

《⊇

uku．sa83526

1／Φ1u二k

832440，83316G，833436，83414．3誘

⑪3308〔】／

k

usaO22896／kikllsa835057／kj〔）＝：ku．s農7

，834232，835208，8354．30誘

32：574／kjτ言．ku＄a830029誘，

，836142／1（jl】．二ku．sa832028，8334・36，82〜623

ju．：k．usaO24．731参／：kjukVsa835175／1《j蔓ukuエsa」834328／k∫u」kulsa837247

〈：k1し1sai＞kju二ku皿sai83335Q
＜kusaN＞キヨークサンア39G70

＜kluSjuja＞kju：ku∫ujaO2765

1

＜k．useka＞kjukuseka834143誘少／kju＝kl．」．＄ぐ∋：ka831452
＜g⑪doaa＞：kjo＝g（⊃d．（｝a：373577
〈9｛⊃もt（3a＞kjく）：9（）Qtoa371495
＜Ngosira＞kj◎：了臨go∫ira3了2111／：kj（p：「8g〔｝．

ira

haご372．

一翼6一

1

1

1

1，

tfwa> do:demokjo:wa6397111ke:wa7659621ke:waadaNJitedemo7659ISVkjo:Ua

6S48S4,63F764ig ,635843,637711,642157,6431Sl/kjo:Ua do;d'emo642157/kjo:wa180180,183520,

192005,37]414,374746,3,74791,463720,466944,4686f,1,469546,469906,471055,472456,475066ee,478147es,
4･78369,47912S,5S4742,557912,558479,559481,56t328,564727,564975,565333,567904,567969,568179,S68426,
,569305,569662,571241,571394,57141O,S72012,572084,573154,574088,576282,578084,578123,6378e6,
5687S5
6,39386,640948,642293,642537,643176,643705,644693 9 ,645098,647el1,648023,649696,649718ec g ,651541
･g,652120,652598,652795,6528S2,654337pt,655476,656387es,6S7S43,657586,658145,658330,660137,

,661O08,661S12ig,662015.,662070,6623549,663018,663997,664125S,664232,665243,722975,723767,
660536
723898,724897,731288,731307,732291,7S3269g,733904,733976g,734177,738102,738398es,742138,744072,

744102,7521161kjo'wa374422,7374971kjo:wa do:gitemo639807as S ,7308]7sc 1
'kjo:wa do:demo638598es ,639711es ,730805,732095,736687,7416341kjo:wa do:deN732095‑e !

kjo:wa dogedemo641222/kjo:wa do:fitemo554932,561262,638920,648227,658438,740846/

kjo:wa do:Jitemo6578901kjo:wa dze:g'i372549*X/kjo:wa ha:37874･5/
kj'oiwa nandemokandemo5659462/kjo:wa nanioanandemo4645561
kjo:wa nantatte37333Vkjo:wa nantokaJite651266/kjo:wa naNdekaNde570430

ca1kjo:wa no:63S938/kjo:wa sattfiga732095es1kju:wa724935,7259S4,733132,734042,
735054,737030,8311631kju:wa do:deN724935/kjuwa doriteNkoJiteN8521581kjur:wa
8248181kyo:wa736138,737399,739363,8300811kyo:wa zegagideN7392761kyu:wa739141/

kyu:wa dogaNkogaNdeN7382211gHb75569105,5595892,559742,559895,6509071
tPmb7 F"O7"e651613/Vmt)7 J"..ti‑̀":E5588781tgt)641918,6551701epHt]6ng8481Vn‑‑ i556637,656022,

733638#l M,7367691tt:s‑7 V""p‑il"V556695!IH‑7 S,̀v>AiJ756209/PH‑7 F"tr"‑･j7･yY)i7346941
F""t7iy7E FHO!]652655

<waa> kjo:wa:726948

<a> kjo:a279415g,370681,3723$1,578065,3785941kjo:ananinattemo378065
<ja> kju:jae27597,215151/ku:ja123199,1241491tJuija125059

<wakoso>kjo:wakoso658088,750B46ssth L

<agodoa>kjo:agodoa374598
<de> ha: kjo:de3777191hai kjo:de665754/jatto kjo:de071750!kjo:cle072495,174381,
2734･e5,2790S8"EIi',279157,279225,282249,375064,376624,462823,4･70643,471215,47234e,473335,474295,

474620,475066,475376,478054,4781479,479230,4792S8,553980,560954ee,561567,567289,569961,576180,
578123,626709,636860,638598,640492,642692,644234,647483,649178,649850 l ,6S4531,655280,657099 g ,

663432,664232es,670004,738267,740180,740252,74e340,740766/kjo:de ha3720701kjo:de ha:

278451,7505221kjo:de nantakanta0724951kju:de4629911‑sb5"650649,65086D1‑s‑V"646977,
649507/t"tyS,･C PH‑Y"730522!F"j‑･fi7"E IH‑‑J"645839

<dee> kjo:de:652387

<"de> kjo:ae364973/kjo:"de374034/kjo:"de3689561kjo:‑de476107

<demotte>do:s1'temo kjo:demotte0717Se

<zi> kjo:dsi732374
<ni> kjo:n'i471460

<niwa> kjoiniwa6638141kjo.:Jiiwa572084

<nee> tsu:ne:126192
<nakai>ku:nakai127026/su:nakai127105
<nake> su:nake125127

<daba> kjodaba276166,2773121kjo:daba274386,275456,276513,277197,277275,370152,370283ig ,
37,3043,373138,374106,375213,375279,376175,376242,377261,460953g I!i" 5 1

kjo:daba naNtakata370237/tJoidaba279304,576175
<"daba>kjo"daba570448,S79141/kjo r. "daba372111,379141/kjo:"daba ha:372111

<daa"a> kjo:dara279415ee

<naba> kjo:naba378121
<na"ba>kjo:naMba368956

<kagiri>kjo:kagiri636860/kjo:kag'i'r'i641131/kju:kagiri208516

<kaziri>su:ka3iri123352!tfu:kad3iri126116
<hagira>kju:hagira208660
<hag:i> kju:hagTi208660
<giri> kjo:girT641131/k.i 'u'giri737763
gii> kjc.):gi:8364.33
t'

t:'

gii'.ide>kjo.:gj.ride648241

"'nade> .kjo:made4780S4
<rnaded(,ts.>kjo:madede734121
<mab'e'r'{:t>kja:ma(fed'e7S2167

‑427‑

<madini>ku:mad.ini.122148
<rnad.cr.njaa>kju.'madepa:7,34042

<maaNde>kjo:ma:nde626709
<maridu>t,I'u:mar'idu125104

<rnariNkai,>tfuimarigkai116962
<nu maarra>kju;numa:r'ra207625
<gad1NtT>k̀ju:gad)1nt'i024731

<gad't'naNtY>kj̀u;gad1i:nant'i024688

<gamjaa>kju:garnja:215121
<no ucini>kjo:noutsini547149/kjo:notut,finj.651215
<nu g1N>kju:nuts1'B207698

<nu cjaN>kju:nutJan2e8603
<no uzi>kjonotud3'i577e33

<Ngi> kjuntsi209560
<Nzi> ku:nd3i124226
<neti> tfu:neti123172

<naNt'i'>k̀ju:nant'i024801

<kusarinaNt'r>k̀ju:k̀usarinant1'024801
<uti> tfu:wuti126122
<?uti> ki:?uti1157921tJu:?uti126e68
<si> ki:fi214152/kjuifi2e6807
<zjuuni>kjo:d3u:ni564J4751kjo:d3u:"i653161,6563871kjo'd3ua'n1'4704451kjo:d3ua:pi
6584381kjod3ul:p1' naNtakata3609461kjo:zju:ni646542g/kjo:4ju:ni6603681
kjo:3ju:ni6604011kjo:3u:ni74e2521kjo:3u;Jii75e3S2/ttH‑S,"":z‑‑:646450/
F"‑･i7"E Pg‑‑i,"tz‑:648549

<ziini>kjo:d31':nl'577136

<zjuuniwa>kjo:3u:niwa740015
<zjuunjaa>kjo:zju:nja:643404
<zjuunja>im‑Sx"tz‑:t,737531$

<zjuude>kjo:3U:de641222
<zuide>kju:zuide831372
<bakkai>kjubakkai830029es
<bakkariwa>kjo:bakkariwa467657
<bakkarjaa>kjo:bak:arja:726952/kjo:bakkarjai738267S
<bakkawa>kjo:bakkawa467657es g
<beesi>kjo:be:fi207469
<teetara>kjo:te:tara551820

<doma> kjo:doma836382es1kjudoma851295,832268,833242,834･14･,S$,83S208!ep2‑･F":?830370!
S g‑ F" l7S6312es ,737331 ss ,737412

<dowa> kjudowa833242
<dakja>kjodakja360946

<ra> kjo:ra740252

<daide>kJtudaide837247

<saa> .fu:sa:121388

<du> fu:du121388

<(KYOO)>doidemo kjo:563565,666249fdogjaNfitede kjui734121fkjo:464769,478147,

557912,647165,658330,670004,671135,7302561kjo'372532!kjo: ha:370592g1kjo: hai na

376593esl/kjoi kitto464769,654109S/kjoi naNdekaNde477212/kjo; nanra:931346/
kjo: .fattemo6500661kju:207696,215017.lsu:2072201i'm')6S'1579,651990/3"),r=7'̀"{IP):ii="'E tVgT)

556814
< ･? op de >kjo:ippaide553915!su:￠it'tfi:ni123238

< ne @ as >.kjo:noowarini379109/NR46884E,652720,654853

‑428‑

文章による注記
1．ここには，記号化が困難なためコンピューターに入力できなかった個別的な注記をまとめて掲げた。
2．はじめに地図番号と地図名を示し，その次に注記の内容を地点番号順（琉球地区は最後）に記した。
3．発言者を次のカッコで区別した。

〈〉……主たる話者の発言
〔〕……参考話者の発言

（）……調査者の発言
4．調査者の報告した注記をそのまま転載したのではなく，表現および語形の表記の一部を改めた部分がある。その
ため，「各図の解説」に引用された注記と，表現や表記が若干異なる場合がある。

1．「雨が（降ってきた）」
0840．33〈ガを抜く。〉，1835．20〈雨かとガを言う。〉，1851．85〈gaは普通言わない。〉，1920．05〈「アメカ。フッテキタ

ゾー」は，外にいて，家の者に向かって言う時に使う。〉，2720．25〈ameと，助詞を抜く言い方は，他の人が使
う。〉，2772．75（Oaの入る表現は，あまり一般的ではない。），4672．19〈早く言うときは，ガを抜かすこともある。〉，

4689．11（「雨が」の「が」は入れない。），4699．06〈突然降ってきた場合には，Oaをとる。〉，4773．26（Uaは抜け
る。），4780．54〈「雨が」の「が」を抜く。〉，4790．55〈ηaはその時によって，付けたり付けなかったりする。〉，4791．

23〈自然な言い方では，ηaを抜いて言う。〉，4792．38〈カ．を付ける。〉，5608．81（アメガよりアメの方が，自然な言い
方である。），5609．54〈雨の次にηaが付かない。〉，5632．18〈雪の場合は，egja：となる。〉，5649．75〔カ．は入れな

い。〕，5661．77〈忙しいようなときはOaを省く。〉，5679．04〈ame

huttekitaは，上から下へ命令のとき，ことばを強

めて使う。ηaがないとぞんざいになる。〉，5680．23〈「が」が抜ける。〉，5681．22（gaと表記したが，

ない。また，amjaは，早口で言うときにそう言う。），5690．28〈心安い人に対して，

a程度かもしれ

ameとなる。〉，5702．35〈gaを

抜く。〉，5704．30〈Oaは取る。〉，5712．41（「が」を抜く。），5713．94〈ameOaは丁寧に言う時に，

ameはにわか雨の時

に使う。〉，5714．10（「雨が」の「が」はない。），6482．41〈アメンとは言わない。〉，6497．18＜Uaを入れない言い方は
ない。〉，6497．57（助詞力．は入れる。），6498．50〈カ。を入れる。〉，6527．95（助詞Oaのaの聞こえが極めて微弱であ

るが，amenとはしきれない。），6539．22（amenは，自然な口調で答えられたものである。），6541．09（ガは，［め］，

［g］を混用する』），6560．22〈アメフッテキタゾーは，質問の文脈と違うように思われる。質問に対応するのは，ア
メカ。フッテキタゾーだと思う。〉，6563．30〈ゆっくり言えば，ameと伸びない。〉，6575．43〈ameは，呼びかけの場合
に使う。〉，6580．88（がが脱落する。），6581．45（格助詞「が」は脱落が普通で，あらたまった時には入る。），6583．

30〈ameOaは，丁寧な発音の場合に言う。〉，6620．15〈ameNとは言わない。〉，6621．07〈ameNは遠州ことばで，昔の
老人が使ったかもしれない。〉，6711．35〈ガはどうしても入る。〉，7238．82〈ameNΦut：ekitalo：・は，子供に対して言

う。〉，7249．35〈aeteは「降って」の意である。〉，7311．28（ガ行鼻濁音は認められない。しばしば［Y］に聞こえ
る。），7424．62（［ga］はむしろ［Ya］に近い。），7500．46（がが脱落する。），7501．69（「が」のところがすべてンにな

る。この特徴は，和歌山方言では日高郡竜神村だけである。なお，問い直したところ，話者はあらたまった気持ちに
なり，ンが現れなかった。），7512．05（カ．がンになったものである。），7521．16〈「が」の脱落が普通である。〉（あら

たまった時には入る。），7523．93〈急いだ時など，ぞんざいに言うときには，格助詞が脱落する。〉，8394，21〈noは言
わない。〉，9249．94（noは言わない。），9313．46〈noは使わない。アユルは「落ちる」という意味である。〉

2．「先生が（来られた）」
0776．88（ガを言わない。），3702．37（多くは格助詞のないseNseを使用する。），3761．75（助詞が付かない。），3774．64〈Oa

を付けようと思えば付けうるが，不自然になる。〉，3785．94〈「が」は省略される。〉，3791．41〈gaは目上に使わな
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い。〉，4652．79〈ガを入れるのが普通である。〉，4672．19〈ガを入れる。〉，4677．98（助詞のgaが脱落する。），4688．45〈簡

略に言うとき，naを抜く。〉，4689．11〈Uaを抜くかどうかは，時と場合による。〉，4781．47〈ぞんざいな言い方では，
ηaを付けないこともある。〉，5462．29〈主格助詞ノは使わない。〉，5471．49〈noは言わない。〉，5556．91（lenla冒1よlenla
とも聞こえる。），5579．12（自然会話の中ではaの方が出る。），5609．54〈Uaが付く。〉，5631．26〈ノは言わない。〉，5661．

77〈ηaを入れる。〉，5701，40〈ηaを入れるといくらか丁寧になる。〉，5702．35（seNse：ではない。），5704．30〈センセ

ーコラレタケントモ……のように後に文が続くときなど，oaの取れる場合もある。〉（場合によって，ηaの入らないこ
ともあると解すべきであろう。どろぼうの場合についても同様。），5713．94〈seNseOaは，尊敬の意味をもつ来ラッタ
に応ずる形。seNseは，尊敬の意味をもたない来タに応ずる形で，生徒が急いで言う時に使う。〉，5721．76〈Oaの抜け
ることは，ほとんどない。〉，5723．51〈丁寧に言うとき，ηaを入れる。〉，6339．06〈noは言わない。〉，6411．31〈gaと
noとで敬意度は同じである。〉，6412．22〈lenleinoとは言わない。〉，6412．87〈〜noは言わない。〉，6421．57〔len∫e：
noと言う人もある。〕，6443．43（丁寧に言えば，

sjeNsje：gaである。），6488．48〈センシャという人がいる。〉，6512．

66（gaは［Ua］ではない。），6522．32（sense：ηaの［0］の音は弱い。），6525．98〈どろぼうの場合と区別がな
い。〉，6563．30〈「が」は言わないのが普通である。〉，6570．99〈gaを入れた方が，より自然な言い方である。〉，6572．
14〈sense：gaは，確認の意味が強い。

sense

は，軽く言う場合である。〉，6572．94（「が」は脱落する。），6580．88（助

詞「が」は脱落する。），6581，45〈この場合は「が」が入る。後のことばを付けていくあいだに自然に入る。〉（次の項

目のどろぼうの場合は「が」が入らないことと比べると，主語が先生なので無意識のうちにあらたまった気持ちにな
るのであろう。），6583．30〈sense：は，尋ねる場合にそうなる。〉，6590．44〈seN：se＝O

aは子供に言うときに，

仲のよい友達に言うときに用いる。〉（gaのときは，センセーがコラレタと敬語表現となり，

seNseは

oaの入らないときは，

センセキタと敬語抜きとなる。），6621．07〈seNse：Nは使わない。〉，7219．50（話者は，会話の中ではシェンシェーン

とも言っているが，質問調査ではシェンシェーノとコジキンと区別して答えた。），7249．35〈新しい教育を受けた人
は，ノをはっきり言う。〉，7279，32〈noは目上の人に対して用いる。〉，7311．28（かとノは，上・下で使い分けるとい
う同席者2名の説明に対して，話者は積極的には同意しなかった。），7332．69〈先生ノとは言わないようだ。〉，7333．

97〈センセイは言わない。〉，7341．77（話者は最初亀d§e：gaと答えたが，それはまちがいで，ノが正しいと訂正し
た。かと言ってはだめだとのことである。また，町長の場合も，町長サンノとなり，このノは敬語であると言う。），
7350．54〈seNse：noとseNse：gaとは，同じ意味である。〉，7356．77〈シェンシェーイとは言わない。〉，7382．67（どろ

ぼうの場合ガであることと対照すると，一見ガ，ノの使い分けがありそうだが，いろいろ質問してみたところでは，
その区別はかなりあいまいであった。）〔〜en〜e：no〕，7383．98〔lenle：no〕，8352．08〈seNse：noとは言わない。〉，9313．

46〈noは言わない。〉，0228．96〈〜nuは言わない。〉，0246．88〈nuは言わない。〉，0275．97〈この場合にnuは用いな

い。昔はnuと言ったのかもしれないが，私は子供の頃からgaである。〉，0276．51（先生の場合はga，nu両方使うが，
どうぼうの場合はnuのみということであった。「私がやろう」というときはwa：galusaであって，

nuは用いない。

なお，最初gaとnuとは新古の別だけのように見えたが，結局，両方とも昔から使っていて，用法上の区別があると
認めちれる。），0330．80．．〈nuを用いると，少し疎遠な感じになる。〉，2076．25（linlinduは，「先生こそ」に対応する。）

3．「どろぼうが（入った）」
0776．88（ガを言わない。），3716．48〈ノは使わない。〉，3726．68〈ノは言わない。〉，3730．43（dorobo：は，

dombo：の

ようにも聞こえる。），3735．77（aはjaにも聞こえる。），3750．64（被害の受身表現しか得られなかった。〉，3761．75（助

詞は入れない。），3765。93（ドロボーの代わりに，ヌスビトと言うこともある。），3774．64〈ηa．を付けようと思えば付
けうるが，不自然になる。〉，4652．79〈ガを入れる。〉，4672．19〈ガを入れる。〉，4677．98（助詞のgaが脱落する。），

4698．11〈ηaに見下す意味はない。〉，4699．06〈知らせるような場合にUaを入れる。ただし，叫びのような場合には
gaがとれる。〉，4723．40〈dorobo：ni

haerattaという言い方が，この場合普通の表現である。〉，4763．11（無助詞であ

る。），4780．54〈急いだときや，驚いたときなど，dorobo：のようにOa．が抜ける。また1先生とどろぼうとで，「が」

の有るなしの使い方は同じである。〉，4781．47〈忙しく言う時にuaを抜く。また，ここでは，丁寧にドロボウと言う
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人もあるが，普通はヌストを使う。〉，4782．08〈「が」を抜く傾向がある。〉，4790．55〈先生とどろぼうとで，Oaの付き
方に差はない。〉，4792．30〈doroboと短いとき，

Oaが付かない。〉，5586．56（ガの付かないのが大部分である。），5612．

62（doroboaのboの。は，かすかな音である。），5631．26〈尊卑によるカ．とノの区別はない。〉，5649．75〔カ。を入れ
ない。〕，5680．23〈「が」の入る場合もある。〉，5681．22〈早口で言うと，dorobaとなる。〉，5690．28〈Oaを入れ
る。〉，5701．40〈Uaが付かない。

Oaがないのは，丁寧に言わないときである。〉，5701．85〈「が」は取れる。〉，5713．

94〈dorobo：Oaは冷静に言うときに，

doroboは急いで言うときに使う。〉，5714．10〈普通，「が」を抜く。〉，5741．73〔ga

は言わない・〕・6277・12（先生とどろぼうとで，ga・noの使い分けはないらしい。），6512．66（gaは［Oa］ではな
い。），6551．70〈ゆっくりした話しぶりでは，ドロボーガとなる。〉，6563．30（「が」は顕現しない。），6563．87〈特に

驚きあわてて言うときには，ガは出ない。〉（ガ助詞の有無は，尊卑の区別を表すものではなかろう。），6572．94（ガは
脱落する。），6580．88（ガは脱落する。），6581．45くどうぼうのときは，ガは入らない。先生のときにはがが入るのに，
おかしいかもしれないが。〉（主語の違いが，心理的に影響しているとしか考えようがない。），6583．30〈nusut二〇は，
nusut：ohait：akaと尋ねる場合に言う。〉，6590．44（格助詞は抜ける。），6630．18〔nusuttoηa〕，7249．35〈nusutoN

が本当の伊万里ことばである。なお，子供ことばでnusutonoという言い方もある。〉（noは新しい。），7341．
77（nusudogaではなく，nusudoNが正しい。），7350．54〈dorobo：noとdorobo：gaとは，同じ意味である。〉，7382，
67〔nusudo：N〕，7401．80〈かとノとの尊卑の使い分けはない。〉，7460．22〈主格のノとがに尊卑の差はない。〉，7501．

69（先生とどろぼうとの間の尊卑によるガ・ノの使い分けは，和歌山県にはない。），7503．91（先生とどろぼうとで，

尊卑によるガ・ノの使い分けはない。），7512．05〈ヌスットンとは言わない。〉，830029〈かとノの使い分けはな
い。〉，8322．68〈〜ノと言えば敬語になるから，ここには用いない。〉，8332．42〈〜ノの形は使わない。〉，8352．08〈〜no

は言わない。〉（nulitoのliはsuのようにも聞こえる。），8354．30〈㌍ノの形は用いない。〉，8363．82〈〜ノの形は用い
ない。〉，9313．46〈noは言わない。〉，0246．88〈gaは使わない。〉，0276．51（話者はnusfdugaも回答したが，再度確認

すると，gaは言わないと強調した。

gaは共通語で新しいことばであると言う。），0330．80〈nuも言うが，

Oaの方が

よい。〉，2076．25（nusfturindUは，「どろぼうこそ」に対応する。）

4．「酒が（飲みたい）」
0776．88（「を」助詞を抜かす。），2790．38（sageko

nomitena：という表現が，この項目には適当である。），4652．79〔sakeo

nomitaina〕，4653．66（gaが入らない。），4688．45〈「が」を抜くことが多い。〉，4689．11〈「が」は普通言わない。〉，
4697．92〈カ。は普通入れない。〉，4698．11〈「を」を省略することが多い。〉，4699．06〈Oaが付かない。〉，4742．95（無

助詞である。）4763．11（無助詞であるbなお，nomidε：naiは「飲みたいなあ」の意味である。），4772．12（Oaを抜
く。），4773．26〈Oaを抜くのが普通である。〉，4780．54〈「が」を抜く。〉，4782．08〈「が」を抜く。〉，4783．69〈Oaを抜
く。〉，4791．23〈普通，「が」を抜く。〉，4792．38〈「が」を抜く。〉，5602．99〈ガを入れない。〉，5624．84〈「水が飲みた

いなあ」のときは，mezo：nometε・na：を使う。〉，5659．12〈カ．を入れない。〉，5670．47〈sagjoとは言わない。〉，5680．

23〈sagewo〜という言い方はない。〉，5690．28〈woは入れない。〉（ただし，助詞を入れるとすれば，

Oaよりもwoの

方を用いるらしい。），5701．40〈「が」をとる。〉，5701．85〈「が」がとれる。〉，5702．35〈Oaがとれる。〉，5704．30〈Oa
を抜く。〉，5710．29〈ηaを抜く。〉，5712．41〈「が」を抜く。〉，5713．94〈「が」を抜く。〉，5714．10〈普通，Oaを抜

く。〉，5721．76〈最近，標準語を習った人は，酒Oaとも言う。〉，5723。51〈Oaを抜く。〉，5751．61〈sageηaは，よくよ

く飲みたいときに使う。強い意味がこめられている。〉，6412．22（助詞なしの場合もある。），6421．57（話者はgaを抜
かないと言うが，無意識に抜くらしい。），6486．58〈オが抜けるのは急いだときである。〉，6497．18〈sakeが最も多く
言い，sakeoはその次に多い。〉，6498．50〈sakeηaは，願望が強い場合に言う。〉，6513．24（sakjaの拗音の部分は，

強い発音ではない。），6541．09〈sakegaとsakeとは，半々ぐらいに使う。〉，6553．22（gaは，強調により鼻音とはな
ちなかったもの。），6572．94（助詞が脱落する。），6580．88（助詞が脱落する。），6581，45（「が」は脱落するのが普通
である。），6652．43〈sakjo：は，私は使わないが，使う人がいる。〉，6656．31（sakjo：の融合は，やや弱い。），7219．
50（助詞が抜ける。）〔saken

nomitaka〕，7305．22〈sakeは独り言的であり，sakegaは人に説明する時に言う。〉，7331．
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32くお茶など酒以外のものがあるときに，sakebaと言う。〉，7332．69〈酒バ飲ミタカは，私は使わないが，最近の若
い人が言っているようだ。〉，7366．87（iは主格を表す助詞で，大分県南部に分布する。），7401．80〈sakegaは，相手

に言う場合。sakeとsakeoは，独り言を言う場合。〉，7407．66（話者は，助詞が抜けることはないと言うが，どう
か。），0275．97（助詞が付かない。），0276．51〈この場合，nuは用いない。〉

5．「酒が（好きだ）」
0776．88（「は」「を」の助詞を抜く。），4688．45〈「が」を抜く。〉，4689．11〈gaを抜くこともあるが，今は抜かない方

が多い。〉，4697．92〈カ。は普通は入れない。〉，4698．11〈Oaの省略されることが多い。〉，4699．06〈Uaは入らな
い。〉，4761．07〔sake

sUkida〕，4763．11（無助詞である。），4772．12（ηaを抜く。），4773．26〈Uaを抜く。〉，4782．08〈「が」

を抜く傾向がある。〉，4783．69（Oaを抜く。），4791．23〈「が」を抜く。〉，5612．62〈sakeo

sukidaは，人から「酒が好

きか」と聞かれた時の返事である。〉，5623．94〈sakeηaは標準語的であり，使わない。〉，5649．75（カ．を入れない。），

5661．77〈sakewoまたはsakjo：は使わない。〉，5672．89〔sakeoは，相当使うと思う。〕，5673．18＜sakja：とは言わな
い。〉，5690．28〔woはあまり聞かない。〕，5701．40〈普通Oaを付ける。〉，5701．85（「が」はとれる。），5702．35〈Uaは
とれる。〉，5704．30〈Oaを抜く。〉，5710．29〈Oaを抜く。〉，5712．41〈「が」を抜く。〉，5713．94〈「が」を抜く。〉，5714．

10〈⑪aが入る。〉，5721．76〈Oaはとれる。〉，5723．51〈Oaを抜く。〉，6421．57〈sakega〜とは言わない。〉，6477．12（こ

の項目の回答としては，サケガスキジャーが適当である。），6512．15（sakeのところは，ややsakja・の気味があ
る。），6541．09〈sakegaは，他と比較して酒が飲みたい場合，

sakeは，ただ酒が飲みたい場合である。〉，6572．94〈「が」

は脱落する。〉，6580．88（「が」は脱落する。），6581．45（ふだんの会話では，「が」は脱落するのが普通である。），7219．

50〔sake

li：tloru〕，7331．31〈sakebaは，酒が好きな程度が強い場合に言う。〉，7332．69〈酒バ好イチョルとは，あ

まり言わない。〉，7339．76〈Nは，男女ともに使う。土地の通りことばである。〉，7366・87〈iは主格の助詞で・大分
県南部に分布する。），7383．98〈サケンとは言わない。〉〔sakega

sukidaken〕，7500．46〈sakeηaとsakeと，半々ぐ

らいに使う。〉，7521．16（酒を強調する時は，「が」助詞は脱落しない。），0275．97（助詞は付かない。），0276．51〈こ

の場合，nuは用いない。〉，0294．66〈nuが本来の言い方である。〉

6．「酒を（飲む）」
1942．62（話者は，マイバンノムナーなどと答え，「酒を飲む」にあたる形が得られなかった。），2790．38（sage，
が正しい。），4652．79〔sakeo

oを入れず，sake

sageko

nondoru〕，4653．66（「あの人」の場合は。が入るが，自分自身についていう場合には，

nomuとなる。），4761．07（助詞のオを使うことについては疑問である。しかし，サケノムではない

かと誘導してみたが失敗した。），5615．67〈オは必ず入れる。オを入れなければ通じない。〉，5631．78〈sakjo：とはな

らない。ただし「麦を」はmuOjo：と言う。〉，5633．42〈sakjoは使わない。〉〔昔の年よりはsakjo

nomuと言っ

た。〕，5642．29〈sakjo：とは言わない。〉，6339．06〈sakjo：は若い人は言わない。〉，6407．43（ふだんの対話ではsake

nomija（酒を飲もうよ）と言う。），6412．87〈sakeという，

oを付けない形は，大酒呑みの場合に言うこともあ

る。〉，6454．24〈sakjo：は他の人が使う。〉（普通はsakjo：と言う。），6559．45〈sakeobaは昔聞いたことがある。〉，6560．

22

〈「酒を」に重点が置かれていないときは，サケにオを付けない。〉，6568．16〔sakjo：〕，6593．00〈〜オバとは言

わない。〉，7219．50（誘導で「バ」も入ると答えながら，実演はサケノムである。），7312．88〈サケバとは言わな
い。〉，7332．69〈サケバとは言わない。〉，7341．77〈サケバとは言わない。〉

7．「おれを（連れて行ってくれ）」
0724．95〈orebaは家族に対して使う。〉，2790．38（wagotomoは疑問である。

wagoto，またはwagotobaが正し

い。），2822．49〈oremoのモは自分だけの場合も使う。〉，3701．52（wagotomoは疑問である。wagoto，またはwagotoba

が正しい。），3710．70〈運転手がいて席が空いているようなときに，oredokomoノシェテッテケレと言っ。〉，3745．

98〈orebaは強めた言い方である。〉，3766．24〈woは1人について。
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moは私も加えて，の意である。〉，3772．61

〔oredoko〕，3783．11〈orebaは強めた言い方である。〉，4638．01〈他人と関係なく「連れて行ってくれ」という場合
は，orekotoと言う。〉，4684。77（oを省くことはないと話者は言ったが，省くこともあると思われる。他の人は。を
省くこともあると言う。），4689．11〈orekotoとは言わない。〉，4715．23〈orebaはほかに大勢人がいて，その中からと

くに自分を連れて言ってほしい場合に用いる。〉，4723．40〈oremoは文脈から自然な表現である。〉，4740．
93〔oredogo〕，4753．76〈オレンドコと言うことがあるかもしれない。〉，4780．54〈oreは急ぐときに，

oreNdokoはど

うしても連れていってくれというときに使う。〉，4790．55〈oredokoを使う人も若干ある。〉，4791．23〈oreoは1対1
のときに，oremoは大勢の時に言う。〉，4792．28〈oreNdokoは使わない。〉，5462．29〈orjo：は目下に言う。oreoより
もくだけたことばか。〉，5642．29〈orjoは，祖父や祖母がよく使った。〉，5673．18〈昔はorjo：と言った人もあったろ
う。〉，5701．85〈〜saとは言わない。〉，5704．30〈oresaとは言わない。〉，6385。98〈orjo：とは言わない。〉，6387．62（orjo：

は使うか尋ねたところ，話者は，言うとすればその形であろうが，自分はオレは用いないと答えた。），6428．09〈「を」
を付けた方が上品である。〉，6454．24〈自分は常にワシオのつもりだが，ワシューと言う場合もあるだろう。〉，6485．
49〔オラモ〕，6497．57（wa∫i：を使うかどうか質問したが，はっきりしなかった。），6498．50（助詞を使わずワシツレ

テイッテクレのような言い方をしないかと聞いてみたが，答えはあいまいであった。），6552．80〔オを入れないのは親
しみのある言い方である。〕，6571．48〈オを入れないのは親しい言い方である。〉，6573．32〈orekateとorenimoは，
多人数の中に加えてくれというときに用いる。〉，6580．88〈格助詞「ヲ」は用いない。〉（「〜ニ……テクレ」という型
があり，恩恵を与えられる時に用いられている。例「ワエニ（肩ヲ）タタイテクレ」），6581．45（「を」はあらたまっ
た時には脱落しないが，ふだんの会話では脱落する方が多い。），6593．00〈ヲバは言わない。〉，6593．98〈ge：obaは言
わない。〉，6656．31〈orjo：は相手と1対1のとき，

oremoは行く仲間が多いときに使う。〉，7219．50（otりbaは1種の

強調か。），7350．54〈orebaとは言わない。〉，7383．98〈oredake＞，7386．47（orjuについて，話者は「自分一人だけの
意」というが，実際にはそのように限牢されないようである。），9313．46〈obaは強く，命令的である。〉，0246．88〈wamba

は「我を」，wamdaroとwanumは「我も」の意である。〉，0247．31〈wambaηは「私をも」，

wangadiは「私までも」

の意である。また，wambaOは，子どもなどがせがんで言う。〉，0248．01〈wandakaは「私をも」の意である。〉，1213．

88〈wanunt∫anjiNとwantlanjiNは「私をも」の意である。〉，1260．68〈wanninは「私も」の意である。〉

8．「そんなことを（言うな）」
9．「そんなことを（言うな）」
0776．88（話者は，浜の人が，sottarakotoと言うのを聞くことがあると説明したが，話者自身もこの語形を使うよう
である。），279225（eは間投助詞的な使用である。），3772．61（sitadagodoもある。），3791．09（sottagodoとも言
う。），4609．53（sogedaのgの前にかすかに川音ηが入るように思われる。），4688．45（so：da〜は言わない。），4689．

11〈so：dakotoと言う者もある。〉，4790．55〈so：dakotoと言う者もある。〉，4791．23（話者はso：dakotoは教養あ
る人が使うと言うが，この発言は疑わしい。），5566．95（サーナコトでもよい。），5623．94〈sonne：の類は使わない。〉，

5624．84〈sokkenakoto：hっ：na（そんなことを言うな）と言う。〉・
では使わない。〉，5642．29〈soOa：nakoto，

sonne：koto，

5632・18〈越後でsoOe：nakotoと言うが・ここ

sonnenakotoなどは使わない。〉，5661．77〈sannakoto：とは

言わない。〉，5680．23〈開田村の大字末川ではse：nagoto・となる。〉，6366．25（ソガーナは石見ことばが入ってきたも
のである。），6393．86〈soga：nakoto：は漁師ことばである。最近は少なくなった。〉，6434．04（この土地ではsone：na

という語形の方が良く使われるが，son記：naとも言う。），6528．52〈ソナヨーナはおとなしい表現である。ソゲナは
他所のことばである。〉，6534．67〈力説する場合はコトオのオが脱落する。〉，6539．22（田舎の老人はsoge：nakoto：と
言う。），6563．87〈sonainakotoと言う人もある。〉，6573．79〈サーナ，ソネーナ，いずれも言わない。〉，6593．00〈サ

ーナ，ソゲナは言わない。〉，7248．97〈sogjaNkotobaは相手が他人の悪口などを言ったときに用いる。〉，7365．25〈ソ
ゲンコツーはこの地域の周辺部で聞く。〉，7405．10〈（ソンナゴジャーについて）つまらぬこと，くだらぬことをゴジャ

と言う。また，ホンナコトとはほとんど言わない。これは吉野川の池田から下流の人のことばである。〉
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10．「あれは（学校だ）」
0724．95〈アレワは使わない。〉，3720．70（a・edabaは，他と区別して言うときに用いる。），3731．38（aredabaは，他

と区別しながら言うときに用いる。），3772．61〔arja：〕，3791，41（aredabaは，他の建物と区別するときに用い
る。），4609．53（aredaba，

annadabaは，「あれなら」に当たる。

annaは代名詞であろうか。），4652，79〔ara〕，4677．

98（waが脱落する。），4763．11（無助詞である。），4772．12〈asokowaは，バスに乗っていて聞かれた場合。〉，4780．
54〈waは，確信をもって強めて言う場合，また，丁寧に言う場合に用いる。〉，4791．23〈「は」を抜く。〉，5471．49（ara

はarjaの再発音形である。ただし，話者は，これもarjaだと意識している。），5602．99（［ar硲］と表記した方が適切
かもしれない発音である。），5612．62〈arla：は，親しい人に対して用いる。〉，5623．94（話者は最初の調査で，

arja：

とは言わないと答えていたが，再調査の折には，arjaを使うと言う。），5701．85〈「あれは」のwaを言わない。〉，5713．

94〈arewaは丁寧に言う時，

areは早口に言う時に使う。〉，5721．76〈areaのreaは，reとwaが一緒になったも

の。〉，5723．51〈「は」を抜く。〉，6383．28〈問う人がアレワと言うと，つられてアレワと答えるが，自然なことばはア

リャーである。〉，6425．37（話者はarewaだと言うが，この質問のやりとりの会話の中では，

arja：に近く聞こえる。

他の項目の会話では，明瞭なarla：がしばしば使われたので，実際はarja：も存在すると思われる。），6459．96〈アラ
と言う人もあるが，私は言わない。〉，6486．58〈アレワと言うより，アレガの方が使われる。〉，6513．86〈arjaとは言
わない。〉，6580．88（「は」が脱落する。）〈アリヤとはならない。〉，6581．45（格助詞が脱落する。また，areの［r］

も脱落。），659L47（助詞は脱落することが普通である。），7219．50（日常会話では，アラと，長呼しないことが多
い。），7320．95〈アリャーとは言わない。〉，7341．77〈アラーとは言わない。〉

lI．「ビールは（飲まない）」
0840．33（「は」助詞は得られなかった。），1835．20（「は」助詞は得られなかった。），1868．21（「は」助詞が出な
い。），3791．41〈ビールの方にはdabaを付けない。〉，4652．79〔ワをはっきりと入れる。〕，4686．51（waを欠く。），4698．

11〈比較するのだから，waになる。〉，4780．54〈急ぐときに，

bi：ruとなる。〉，5462．29〈bi：rjaは言う人もあるが，

自分は言わない。〉，5602．99〈アは軽く入れる。〉，5623．94〈bi：ra：とはならない。〉，5633．42〈bi：ra：とはならな
い。〉，5670．47〈bi：ra

は心安い人に対して使う。〉，5701．85〈「は」は言わない。〉，5713．94〈早口に言う時は，

抜く。〉，5781．23（waの唇音は弱い。〉，6358．43（bi：ruwaはbi
と，bi：ruwaだと言うが，無意識に話すときは，

l

waを

raの反省形である。），6425．37（話者は意識する

bi：ra：と聞こえる。），6580．88（「は」は入れない。），6590．44（助

詞が脱落する。），6621．07〈bi：ra：とは言わない。〉，7395．63〔biTa〕，7500．46（「は」は入れない。）

12．「酒は（飲む）」
0776．88（この質問文の後半部では，「は」助詞が出てこない。），1868．21（「は」助詞は得られなかった。），1920．05（話

者は最初，サケオノムと言って，それをサケワノムに訂正した。），3730．43〈dabaは強調である。〉，3754．59〈「は」
はあまり入れない。〉，4637．20（すべて，「ばかり」の意味の助詞が回答された。ワを使うはずである。），4652．79〔ワ

をはっきりと入れる。〕，4667．22（sakeoは，話者の意味のとりちがいによる回答かもしれない。），4675．45（sakeraba
という仮定の言い方が回答された。普通は，sakewaとなる。），4677．98（この場合もwaを用いると思う。），4698．11〈比

較するのだからwaになる。〉，4780．54〈sakeは急ぐときに言う。〉，4783．69〈daraおよびdarabaは，この土地の言
い方である。〉，5462．29〈sakja：と言う人もいる。〉，5602．99〈アを入れることもある。ただし，軽いことばであ
る。〉，5605．57〈sakeoとsakeと，半々に使う。〉，5631．78〈sakja：とは言わない。〉，5633．42（第2調査票の話者
は，bi：ru

nomane二〇a

sakja

nomuのように言うのが普通かと言う。），5666．89〈サキャーとは言わない。〉，5701．

85〈「は」とか「を」は言わない。〉，5702．35〈「は」はとれる。〉，5713．94〈waを抜くのは，早口に言う時である。〉，

5721．76（keaをkε：と言う。），5723．51（waの［w］は，ほとんど聞こえないようだ。），5742．71（waは入らな
い。），5751．61（saYedaraは，仮定表現である。），6422．93（sakewaは，

は意識するとsakewaであると言うが，無意識に話すときは，

sakja：の反省形である。），6425．37（話者

sakja：となる。話者は最初，
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sakja：を否定していた

が，後には肯定した。），6513．24（sakeaの［a］の発音は弱い。［o］に近いか。），6572．94（「は」は脱落する。），6580．

88（「は」は入らない。），6581．45（「は」は脱落する。），6590．44（助詞は省略される。），6610．08〈sakjo；waは，強
調して言う時に使う。〉，6651．93（sakja＝の［j］の発音が，やや弱い。），7238．98（「は」のところを，「を」格のba
で言う。），7279．32（sakewaにはならない。），7332．69（サキャーとは言わない。），7394．05（「は」は入らない。），7405．

10〈この項目の回答としては，sakewaが適当である。〉，7500．46（「は」は入らない。），7523．93（waは，強調すると
きに入れる。）

13．「おれの（手拭）」
0717．50〈waliの方がoreよりよいことばである。〉，0776．88（orenoとも言う。），1739．28〈息子に対してオレノと言
う。ワタシなどは使わない。〉，2734．05〈orenodajoという言う方もする。〉，2784．51〈wεnoは，乱暴な口調の場合に
用いる。〉，2790．38（wadasUnoはていねいな言い方である。），3720．70〈noは急げば省くことがある。〉，3721．11（格

助詞の「の」は，省略が普通である。），3726．68〈or皇noda：という言い方もする。〉，3762．42〈noをつけない人もい
る。〉，4597．66（自称はオレを多く使う地域であ・る。），4619．63〈オレナダという言い方もある。〉，4628．23〈orenada

という言い方もする。〉，4637．20〈oregandaという言い方もする。〉，4658．59〈orenaという形は使わない。〉，4686．
51（orega＞oreaの変化と思われる。），4694．72〈orennodaという言い方もする。〉，4697．92（格助詞は付かない。），

4706．43〈orennada（おれのものだ）という言い方もする。〉，4743．29〈orenada（おれのだ）という言い方もす
る。〉，4760．53〈orenaとは言わない。〉，4772．12〈oreηaとは言わない。〉，4773．26〈oreOaとは言わない。〉，4790．

55〈oreOaと言う人も若干いる。〉，4792．38〈oreUaNda（おれのだ）という言い方もする。〉，5462．29〈oregaは目下
に言う時に使う。〉，5471．49〈dagaと言う人もいる。〉，5516．19〈オラノカ．ヤ（のだ）ワイという言い方もする。〉，
5546．66〈男性はワシ，女性はウラを用いる。〉，5558．21〈oreOajaという言い方もする。〉，5594．81〈若い人は，

wa∫ino

などを使う。〉，5611．95〈onnoは自分を誇張した言い方である。〉，5613．28〈d3ibunnoという言い方もする。もともと
軍隊ことばで，今も用いる。〉，5618．48〈oreOanda（おれのだ）という言い方もする。〉，5659．46〈orennodaという言
い方もする。〉，5661．77〈oreOaとは言わない。〉，5670．47〈000aは言わない。〉，5680．23〈woriOaは，三岳村寄りの
下条あたりでは使う。〉，5704．30〈orenaとは言わない。〉，5710．29〈oreOaとは言わない。〉，5713．93〈oreOaとは言
わない。〉，5714．10〈oreOaとは言わない。〉，5723．51〈私は使わないが，

orenoも同じ意味であり，子供のときから両方使った。なお，

oreOaと言う人もいる。〉，5751．61〈oreOaも

oreOanda（おれのだ）という言い方もある。〉，6349．

68〈wasigaは，特に自己所有の意を示す。〉，6375．28（自然会話の中には連体格のかも出る。），6384．87（連体助詞の

ガは皆無ではない。自然会話の中で，ワシガジダイ（私の時代）という言い方が出た。ただし，敬卑の使い分けは明
らかではない。），6387．62〈omaaraanoより，

omaaraagaということの方が多い。〉，6396．62〈oragaは，専用を強調

するときに用いる。〉，6407．69〈ワシは男女とも使用する。女性は他に，ワタシも用いる。また，自分は使わないが，

農村の老人は男女ともウラを使用する。〉，6421．57〈自分は言わないが，一般には大部分oragaと言う。丁寧でない言
い方である。〉，6431．51〈兵隊のとき，orenoと言った。〉，6436．55〈ウラとワシは，どちらをよく使うとも言えな
い。〉，6457．60〈昔はウラノと言った。自分は今は使わない。〉，6466．36〈wae：noという言い方を，昔聞いたことがあ

る。下品な言い方である。〉，6474．83〈uranoは，大体古老に多い言い方だが，若い人でも使う人がいる。自分は使わ
ない。自分はwasiを使う。〉，6511．27〈uraは，主に女性が昔使った。〉，6512．15〈女性はuranoと言う。〉，6513．

24〈walinojaという言い方もする。女性はwata∫iを用いる。〉，6527．20〔wa∫inoは，親に対して言うときに使
う。〕，6563．87〈orenotenuηuiよりも，

orenola（おれのだ）と言う方が普通である。〉，6620．15〈onnoとは言わな

い。〉，6620．70〈女性はwa∫inoと言う。〉，6621．77〈orenno：da（おれのだ）という言い方もする。〉，6629．13〈「おま

えの手ぬぐい」は，wagatenegiである。〉，6630．18〔onno〕，6720．23〔ogano〕，7219，50（otりgaは，
こえる。），7249．35〈oigatobai，

oηgaに近く聞

oinotobaiという言い方もする。後者は子供言葉である。〉，7302．56〈女性はutlinoを

使う。〉，7305．22〈ガは強く権利を主張するときに使う。オマはオレよりやややさしいことばである。〉（話者は，複数
のときオマラを使うと言うが，1人のときにも言うのではないか。），7308．37〈orand3a：という言レ・方もする。〉，7320．
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95〈オレガ，オリガは言わない。なお，オレントゾのような言い方もある。〉，7339．76〈ワシガテヌグイとは言わな
い。〉，7340．42〈oigaとoinoとで，上下の差はない。〉，7400．15〈walinoは，普通のときも，丁寧なときも，両方用
いる。〉，7441．02〈oraOga3aN（おれのだ）という言い方もある。〉，7446．26〈oranoは年上に，

8314．52〈ogaは早口で言うときに，

oraOaは年下に使う。〉，

oigaはゆっくり言うときである。〉，8394．21〈noは言わない。〉，9313．46〈noは

言わない。〉，0275．97（助詞を入れない。）

14．「先生の（手拭）」
3609．46〈seNsenodadebaという言い方もする。〉，3762．42〈noを付けない人もいる。〉，4619．63〈∫enle：nadaという
言い方もする。〉，4628．23〈§en§e：nadaという言い方もする。〉，468串．45〈「が」は使わない。〉，4698．11〈seNse：Oa
とは言わない。〉，4699．06〈seNse：Oaとは言わない。〉，4701．13〈senseワnnadaという言い方もする。〉，4706．43〈sense：

〜nada（先生のものだ）という言い方もする。〉，4753．76（ノを付けない。），4763．11＜￠en￠ennadajaという言い方を
する。〉，4772．12〈seNse：Oaとは言わない。〉，477326〈seNse：ηaとは言わない。〉，4782．08〈「が」は使わない。〉，
4783．69〈seNse：Uaとは言わない。〉，4790．55〈seNse：Oaは，若干の人が使う。〉，4792．30〈「が」は使わない。〉，4792．

38〈seNsenoは，先生がいるときに使い，

seNseOaは，先生がいない時に使う。〉，5463．73〈lenle：noは，もったいが

ついた言い方。lenle：gaは，ややけなした言い方。〉，5609．54〈seNse：Oaとは言わない。〉，5611．95〈sense
という言い方もする。〉，5659．46〈sense：nnodaj

manda

oという言い方もする。〉，5701．40〈seNse「：Oaとは言わない。〉，5701．

85〈「先生が」とは言わない。〉，5704．30〈seNse：ηaとは言わない。〉，5710．29〈seNse：Oaとは言わない。〉，5713．
94〈seNse：gaとは言わない。〉，5714．10〈「が」とは言わない。〉，5721．76〈sense：naとは言わない。〉，5771．36〈Ua

とは言わない。〉，6416．22〈lenle

l

gaは，昔，老人が言っていた。今は言わない。〉，6482．41〈ガ，ノの使い分けと，

尊卑の差はない。〉，6563．83〈sense：nolaという言い方もする。〉，6621．77〈seNse＝Nno：da（先生のだ）という言い
方もする。〉，6629．13〈目上の人に対しては，gaは使わない。ただし，孫（名前はケンイチ）に対しては，ケンイチノ
手ぬぐい，ケンイチが手ぬぐい，と両方用いる。〉，6721．33（seNse：Nは，ごく自然な調子で回答された。），7219．
50〈leN〜e：nto（先生のもの）という言い方もする。〉，7339．76〈センセーガテヌグイとは言わない。〉，7356．77〈シェ

ンシェーンとは言わない。先生のときは，ノを多く使う。〉，7382．67〈〜eN〜e：Nとは言わない。〉，830029〈〜ガの形
は用いない。〉，8322．68〔〜かとすれば，見下げた言い方となる。〕，8332．42〈〜ガの形は使わない。〉，8352．08〈seNse：

gaとは言わない。〉，8354．30（「手ぬぐい」の代わりに，準体助詞トを置けば，

代は，senseigaを同輩・目下に対して，

senseigatoとなる。），8363．82〈若い世

senseinoを目上に対して区別して用いるようになっており，子供にもその

ように教育している。noは新しい。〉，9313．46〈noは言わない。〉，0247．31（nuなどは入れない。），0275．97〈nuは
用いない。〉，0276．51〈sense：nuは，先生がその場にいないとき，

sense：gaは，その場にいるときに用いる。また，

「あなたの〜」は，？uiga〜，「おまえの〜」は，？ja：ga〜であり，いずれもnuは用いない。〉，0330．80＜naは言わな
い。〉，

15．「どろぼうの（手拭）」
3721，11〈noはほとんど省略されることがない。〉，4619．63〈dorobo：nadaという言い方もする。〉，4628．
23〈nUlfbftonadaという言い方もする。〉，4675．45〈dorobo：gaの方が，

dorobo：noより自然な言い方である。な

お，「先生が」とはならない。〉，4688．45〈「が」は言わない。〉，4689．11〈noとOaに使い分けない。〉，4695．46〈dorobo：

gaという言い方も，古くはしたようだ。〉，4698．11〈dorobo：Oaとは言わない。〉，4699．06〈dorobo：gaとは言わな
い。〉，4701．13（ドロボーナ手ぬぐいという言い方はしないらしい。）〈dorobo；nnadaという言い方はする。〉，4706．

43〈doroboa〜nada，

nussubidoanada（共に，どろぼうのものだの意）という言い方もする。〉，4712．40〈ドロボーナ

とは言い難い。〉，4731．58〈ドロボーノとは言わない。〉，4740．93〈どろぼうに対しては，dorobo：naとは言わな
い。〉，4772．12〈dorobo：Oaとは言わない。〉，4773．26〈dorobo＝Oaとは言わない。〉，4780．54〈先生でも泥棒でも，
ノ，ガの使い方は同じ。〉，4781．47〈先生と泥棒に対する，ノとかの区別はない。〉，4782．08〈「が」は付かない。〉，4783．
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69〈dorobo：Oaとは言わない。〉，4790．55〈dorobo：Oaは，若干の人が使う。なお，「先生の手ぬぐい」と「どろぼう
の手ぬぐい」において，かとノとは特に区別はなさそうである。〉，4791．23〈dorobo：Oaは使わない。〉，4792．30〈「が」
とは言わない。〉，4792．38〈dorobo：noよりdorobo：Oaの方が，自然な言い方である。〉，5462．29〈ガは言わない。〉，
5609．54〈dorobo：Oaとは言わない。〉，5615。67〈先生，どろぼうの区別はない。〉，5617．85（ドロボーガ（カ．）は，
抽象的ではなく，現実の場合に言う。また，かとカ．の区別はなく，普通はガだが，ときにカ．が聞かれる。），5638．67〈ga
は言わない。〉，5701．41〈dorobo：Oaとは言わない。〉，5701．85〈「どろぼうが」とは言わない。〉，5702．35〈dorobo：

ηaは，目下に対してや，人格的な問題で，やや粗雑に言う場合に用いる。〉，5704．30〈dorobo：・ηaとは言わな
い。〉，5710．29〈dorobo：ηaとは言わない。〉，5713．94〈dorobo：gaとは言わない。〉，5714．10〈「が」とは言わな，
い。〉，5721．76〈dorobo：Oaとは普通言わない。〉，5723．51〈doroboOaとは言わない。〉，5771．36〈dorobo：Oaとは言

わない。〉，6349．68〈gaは自己の場合にしか使わない。〉，6366。25（話者は，先生ノ，自分・泥棒ガ，という使い分け
があるように言うが，はっきりしない。），6416．22〈dorobo：gaは，昔，老人が言っていた。今は使わない。〉，6482．
41〈尊卑によるかとノの使い分けはない。〉，6513．24〈dorobo

mojadzoという言い方もする。〉，6576．85〈Oaは使わ

ない。〉，6652．43〈dorobo：Nと言う人もいる。〉，6721．33（dorobo：Nは自然な調子で回答された。），7339．76〈ドロ
ボーガテヌグイとは言わない。〉，7401．80〈「が」と「の」との尊卑による使い分けはない。〉，7421．38〈尊卑によるか

とノとの使い分けはない。〉，7460．22〈dorobo：gaは使わない。〉，7501．69（nusutto：と長音化するのは，その方が発
音しやすいためか。），8315．25〔nusudoN〕，8322．68〈ガを使えば，見下げた言い方になる。〉，8325．00（話者は，ヌス

ドガとは言わないと言うが，疑問である。），8352．08〈ヌシトガは，それが泥棒の手ぬぐいであることがはっきりして
いるときの言い方である。また，gaは卑下しているときに用いる。〉，8354．30〈〜ガの形は用いない。〉，8394．21〈no
は使わない。〉，9313．46〈noは言わない。〉，0276．51〈gaを使うと不自然である。最近もgaを入れない。〉，0330．80〈Oa
は使わない。〉

16．「（ここに）有るのは」
1868．21（「有るのは」の形は得られなかった。），2794．15〈このような疑問の場合，konfar伽。

という語が付く。〉（hebaは，「それじゃ」の意である。），5613．28（kokoni

heba

naNdadoと，

heba

arunoganandaという表現は，初めて聞

いた。疑問はあるが，話者は使うと主張する。），5651．04（同席者は，aruna：を使うと言うが，話者からは明確な回答
は得られなかった。），5670．47〈a比naは，心安い人に対して用いる。〉，6339．06（arla：は，

31（a：rUnowaは，

arunowaと，

う言い方はしない。〉，．

arujaの変化形か。），6411．

a：nowaとの混清か。），6385．98〈aruna：とは言わない。〉，6494．07〈アルンワとい

U544．72〈arunowaという言い方は，文章語的である。〉，6548．53〔arumonowa〕〔aruno〕，

6600．34〈aruna：とは言わない。〉，6621．07（話者は最初，

arunowaと答え，それを，

aruna：と訂正した。），7312．88〈有

ルトワは，あまり言わない。〉，7377．63（arutowa＞arutoa＞aruta：という変化か。），7392．76（attowaを誘導した
が，得られなかった。），7394．05（アルノワ〉アルトワ〉アルタ〉アッタという変化か。），7440．72（nowaの［w］
が，ほとんど聞こえない。），7462．00（a而ga：は，一応［ga］と表記したが，むしろ［Ya］に近い。），8304．66（atta
は，アルトワの約である。），8324．40（aimunnaは「有るものは」の意である。），8352．08（att・aのように聞こえる発
音もある。），8354．28（arumunnaは「有るものは」の意である。）

ワ．「行くのでは（ないか）」
1807．12〈ikuN3aとikundeとは半々に使う。目上，目下の意識はない。〉，3761．75（fgUdogodenεgaは，将然的な言
い方である。），3762．42（否定形の疑問表現は得られなかった。），4652、79〈ikundanε：kaのdaは，

daかd3aか自分

でもはっきりしない。〉，4731．58（イク．ナデナイガとか，イク．ナンネガという語形が当然出るはずなのだが，誘導し
ても得られなかった。），5462．29（エクンジャネ心急を確かめたが，話者を言わないと答えた。），5615．67〈egdad3anε：

kaは事情を知っている場合，

eggakaは事情を知らない場合である。〉，6267．09（ikutodeは「行くのか」当たる言い

方である。このあとに，さらに「ないか」に相当する部分は付かない。），6412．87（同地点の他の話者によれば，fkUdanae一
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kajaと言うとのことである。），6421．57αk廿jana：kamoslrenは，質問文の意味の取り違えか。これは，「行くように
なるかもしれない」の瞭然体であろう。），6465．42〈「行く」はjukuの方が多い。

ikuは新しい言い方である。〉，6500．

66（ikugidjan紀：kaは，「行く日ではないか」である。），6504．96〈ikuOjanaikaは，気楽な相手に対して使う。〉，6541．

09〈ikunonto〜も，

ikunon〜も両方使うが，後者は略した言い方である。〉，7229．75〈ikutod3anakatsukaは同等か

目下に対して，ikutod3anakatsule：は目上に対して言う。後者の方がやさしい言い方である。〉，7370．96＜ikasuto3ana−

kakaは，目上の人に対して用いる。〉，7386．47〈ikutejaは，行くことが決っているときに使う。ikutozjaは，疑問の
強いときに使う。〉，8325．95（ikjahendoは，「行きはしないか」の意である。），8345．84（ユクトヂャ，イクトヂャの
ヂャは，［d3a］である。），0275．97（？ikjuUkutuja

ne：miは，「行くことはないか」に対応する言い方である。），1261．

22（？ikaniは，「行かぬか」に対応する。）

18．「行くのに（便利だ）」
4761．07〔egunlwa〕，5462．29（［ikuni］は［ikuni］に近い発音である。），5463．73（イクニモは意味が少し違う。），

5556．91（イカニはイクカ．二からの変化形か。），5613．28〈イクガニは老人相手の時に出ることがある。〉，5624．
84（egoanneは「行くのに」にあたる。），5672．89〈若い者はイクノニと言う。〉，5698．95〈イクニは気どった言い方
である。〉，6522．32〈イクンニとは言わない。〉，6652．43〈イクニは飾って言うことばである。〉，．7275．24（ittokiは自
然会話でよく聞く。），7350．54〈jukutenja：，jukute：とは言わない。〉，7427．06〈イクンニとは言わない。〉，7460．22〈西

海町でイクガニと言う人がいるが，平城ではそれがない。〉，7521．16〈イクンニとは言わない。〉，8324．40（dettliは「出
るのに」，ittonlaは「行くのには」，

ikutlinaは「行くのには」の意である。），8325．95（ikutaは「行くのは」の意で

ある。），8341．43〈イッテナは「行くのには」の意である。〉，0228．96〈？ik
くのが」，？ik

jummjaは「行くのは」，？ik

junnuは「行

juηkutujaは「行くときは」の意である。〉，0247．31＜？ikijaと？ikinnjaは「行くのは」，？ikjuntukijaは

「行くときは」の意である。〉，0176．51（「行くのに」そのままの表現はない。？ikjuntamfは「行くために」，？ikjunduki
は「行くとき」に当たる。）

19．「東の方へ（行け）」
1743．81〈ソッチノホー，コッチノホーとも言う。〉，1920．05〈サは言わない。〉，4710．55〈kamiOadasaは「東京方面
へ」の意味である。〉，4780．54〈「〜へ」は丁寧な人が使う。〉，4790，55＜この土地の人は多く，hiOasinoho：saと言
う。山サ，川サ，畑サ，学校サなどのようにして。〉，5539．80〈「東の方へ」という言い方はしない。〉，5604．28〈gigalinohっ：

niと言うかもしれないがよくわからない。〉，5680．23（話者は「東の方」を使わないと言うので，

kasa（川上，北の方）

で答えてもらった。kasanoho：eは若い者と話すときに使う由。翌日もう1度たずねたところ昔の人は〜weを使った
という回答を得た。），5720．12（当地では東方を「下」，西方を「上」と言っている。），5761．80（giOa∬no：eとも聞こ
える。），6349．68〈ho：eは二者択一の場合，

ho：niは方向一般。ただし厳密な使い分けではない。〉，6368．60〈方角で

は「東」とは言わない。〉，6496．96くふつうは東西南北の称を使わずに方角を教える。〉，6497．18〈giηalinoho：niとは
言わない。〉，6497．57（〜エの方が適切である。），6498．50（〜エの方が適切である。），6527．95（〜エムイテは自然的
口調で出た。この形は注目される。），6560．22〈「へ」の部分はエにもイにも，それらの中間音にも発音する。〉，6563．
30〈「の方へ」はあまり言わない。〉，6580．88〈〜イとは言わない〉，6610。08（「東の方へ」という言い方はあまりされ

ないようだ。），6720．23〔giga〜inoho：e〕，7238．98〈〜noho：eははっきりと指示する言い方，〜noho：saeはそれに
比べて漠然としている。〉，7284．24（ko？はコチ，すなわち東の意である。），7341．77〈〜サイとは言わない。〉，7349．

91〈ho＝niはho：eよりもやさしさが出る。〉，7385．04（niはNに聞こえる場合がある。），7405．10〈普通はアッチと

かコッチとか言って，ヒカ。シノホーエのような言い方はほとんどしない。〉，7427．06〈ヒカ．シノホーエとは言わな
い。〉，7521．16〈〜イとは言わない〉，8322．68〈gigalinohose：の方がgigali：よりもいくらか上品な言い方であ
る。〉，8324．40〈Gigalinoho：gakiは「東の方角に」の意である。〉，8363．82〈アッチサイ，コッチサイのように〜サイ

は用いるが，東西南北にサイを付けて言うことはしない。そのような言い方はインテリや鹿児島市から来た人などが
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用いる。〉，0247．31〈nad3e

kat〜i（名瀬へ）というときはkat∫iと言う。〉

20．「東京に（着いた）」
4790．55〈この土地の多くの人は，to：kjo：saを使う。〉，5670．47〈〜iは早口で言うときに使う。それ以外は〜niで
ある。〉，5710．29〈〜niと言う人もある。〉，5751．61〈saは使わない。〉，6377．11〈tσ：kjo

：．niは最終目的が東京の場

合，to：kjo：eは東京が目的ではないときである。〉，6418．54〈to：kjo：niは自分のとき，

to：kjo：eは人のときであ

る。〉，6497．18〈to：kjo：niは独り言で言う場合，

to：kjo：eは電話などで「東京に着いた」ことを伝える場合であ

る。〉，6580．88〈二はほとんど用いない。〉，7237．67〈東京にいる人の側から「東京へ来て下さい」などというときに
はto：kjo〜an6互と言うが，この場合にはto：kjoniと言う。〉，7289．51〈to：kjo：・sanjaとは言わない。〉，7350．54〈to：

kjo：saNとは言わない。〉，7382．67〈to：kjo：．saNとは言わない。〉，7521．16（場所を特に意識したときにはniを使
い，その他はeを使うという意に解釈される話者の説明があった。），8352．08〈〜seは使わない。〉，8363．82〈東京サ
イと言えば「東京の方へ」の意になる。〉，8394．21〈この場合sana：は変である。「〜へ行く」というときには〜sana：
を使える。〉

21．「見に（行った）」
4658．69〈saは使わない。〉，4688．45〈二はあまり使わない。〉，4731．58〈サは使わない。〉，4740．93〈サは使わな
い。〉，4760．53〈米沢旧市内のいわゆる家中ことばではmini，町方や周辺部の人達はmisaを使っている。〉，4783．69〈二

は使わない。二の使用は無理である。〉，4790．55〈この土地の多くの人は，misaを使う。〉，5649．75〈saは言わな
い。〉，5730．61〈サは使わない。〉，5742．71〈saは言わない。〉，5771．36〈saは使わない。〉，5780．84〈サは使わな
い。〉，5781．23〈サは使わない。〉，6396．62〈自然の発音ではmi：であるが，意識はミニである。〉，6559．45〈sakeoba
を昔聞いた。〉，6600．34〈me：とは言わない。〉，6620．15〈mire：とは言わない。〉，6711．35〔ミサニなどとは言わな

い。ミサンである。〕，7320．95〈miiとも言うかもしれないが，自分はminiと言う。〉，8313．72〈mige：と言う人もい
る。〉

22．「仕事に（行った）」
2701．41〈〜saとは言わない〉，4658．69〈「私は〜」の文脈では〜二を用い，「あの人は〜」の文脈ではんサを用い
る。〉，4659．79〈〜サは使わない。〉，4761，07〈〜サとは言わない。〉，5651．04〈liUotoiとは言わない。〉，5661．77〈∫iηotoe

とは言いにくい。∫iOotoniとは言わない。〉，5681．22〈liOotoiは使わない。〉，5701．40〈シゴトサとも言うかもしれな
い。〉，5742．71（第1答はliOotoeであったが，後で否定した。），6398．07〈∫igotoiとは言わない。〉，6407．69〈シゴト
ーシニという表現が自然である。〉，6662．49〈∫iOotoiは早く言うときにそうなる。〉，6700．97〔シゴトサも聞く。〕，7258．

64〈kibari：itaとの慣用的表現もする。〉，8304．66〈シゴチは使わない。〉

23．「大工に（なった）」
3753．89（〜サを使うかと聞いてみたが，答えがあいまいだった。），3754．89〈〜サと言う人もある。〉，4609．53〈サは

使わない。〉，4658．69（〜サとは言わない。），4672．19（ていねいにしかもはっきりと言う場合にはniと発音される

が，ふつうはN程度。de：kusaNのように終わりにNがくる場合には重複するので，さらにNをつけることはないよ
うである。），4689．11〈〜サとは言わない。〉，4698．11〈〜サとは言わない。〉，4706．43〈サは使わない。〉，4740．93（〜サ
とは言わない。），4761．07〈〜サとは言わない。〉，4773．26〈〜サとは言わない。〉，4782．08〈〜サとは言わない。〉，4783．

69〈〜サとは言わない。〉，4790．55〈〜サとは言わない。〉，4791．23〈〜サとは言わない。〉，5537．77（話者はダイクサ

ニと答えたが，このサは「さん」の省略形であろう。），5651．04（daiku㎡とも言う。），5702．35〈〜サとは言わな
い。〉，5710．29〈〜サとは言わない。〉，5712．41〈〜サとは言わない。〉，5714．10〈〜サとは言わない。〉，5723．51〈〜サ

とは言わない。〉，5731。69〈〜サとは言わない。〉，6397．11〈daikuiとは言わない。〉，6601．37〈女性の年寄りはデータ
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サンと言う。〉，6620．15（話者はdaikuNとは言わないと答えたが，実際には言うのではないかと思う。），7305．22（終
わりのイはほとんど聞こえない。），7311．28〈二はいらない。〉（ダイクイと言ったつもりらしいが，ダイクニときこえ
た。），7325．86〈ダイクィーとは言わない。〉，7377．63（他の人の言い方にはde：．kuNが多い。），0246．88〈〜0や〜hatli

は使わない。〉，0275．97〈ko：tlo：kaN？agati（校長に上がった），

Giraka：sagatf（ヒラ社貝に下がった）のような上

下関係をはっきり示す動詞のときはkaNを用いる。〉，0276．51〈「校長になった」はko：tlo：katsi

natiである。「隊

長，大工の頭領，課長，ヒラ社員になった」など，身分や地位め上下に関する場合はkatsiが使える。〉

24．「ここに（有る）」
2765。13〈コゴサと言う人もいる。〉，3720．70（コサもわずかに使われる。），3783．11〈kogQsaは相手に強く言うとき
に用いる。〉，4688．45〈〜サとは言わない。〉，4698．11〈〜サとは言わない。〉，4699．06〈〜サとは言わない。〉，4706．

43〈サは使わない、ただし，コゴサオク（置く）と言うときには使う。〉，4723．40（話者は最初，コゴサと答え，あと
でこの場合はサは使わないと言いなおした。），4742．95〈ココサ有るとも，ココサ置くとも言わない。〉，4743．29（話
者は，コゴサと言うかもしれないというが，はっきりしない。），4782．08〈〜サとは言わない。〉，4790．55〈〜サとは
言わない。〉，5462．29（話者は，この場合，kokeとは言わないと答える。ただし，「ここに来よう」ではコケ，「あそ
こに行く」ではアスケー，「どこへ行くのか」ではドケと回答した。），5471．49〈kokeとは言わない。〉，5558．19〈老

人はkokoneとも言う。〉，5609．54〈〜サとは言わない。〉，5701．40〈ココサアルとは言わないが，ココサオクとは言
う。〉，5701．85〈〜サとは言わない。〉，5702．35〈〜サとは言わない。〉，5713．94〈〜サとは言わない。〉，5714．10〈〜サ
とは言わない。〉，5721．76〈〜サとは言わない。〉，5723．51〈〜サとは言わない。〉，5731．69〈ココサオケとは言つが，

ココサアルとは言わない。〉，5781．23〈〜サとは言わない。〉，6374．58（自然会話のときにはココエと言っているより
である。），6393．86〈探し物を見つけたとき，コンニアッターと言う。〉（コレニ〉コンニという変化であろう。），6436．

55（ココェーという形はあるが，この項目の調査中には出なかった。），6443．43（調査者はkokwe：と聞くが，話者の
内省ではkoke：だと主張した。），6450．98〈ココニとは言わない。〉，6455．57（調査者はココェーと聞くが，話者の内
省ではコケーであると言う。），6496．96〈ココイとは言わない。〉，6629．13〈「あそこに」はアソー二と言っ。〉，6711．

35〈ココサとは言わない。〉，7308．37〈「ここにある」をkokonja：ruとも言う。〉，7332．69〈コケーやココンとは言わ
ない。〉，7365．25〈市の周辺部ではコケー，コキと言う。〉，7383．98〈ココサとは言わない。〉，7385．64〈昔の人はkoki
と言う。〉，8363．82〈コケとは言わない。〉

25．「おれに（貸せ）」
2773．12〈waesamoとも言う。〉，2822．49〈オレサとは言わない。〉，3733．31（〜niも使う。），3754．59〈オレサと言う
人もある。〉，3772．61〈oresamoがふつうである。〉，4723．40〈〜サは使わない。〉，4742．95〈サとは言わない。〉，4782。

08〈oresaと言う人もある。〉，4783．69〈一部の人はoresaと言うかもしれない。〉，4790．55＜oresaを使う人も若干い
る。〉，4792．38〈oresaを使う人も稀にいるが，自分は使わない。〉，5704．30〈〜saとは言わない。〉，5710．29〈〜saと

は言わない。〉，5713．94〈oresaとは言わない。〉，5714．10〈オレサとは言わない。〉，5721．76〈oresaとは言わな
い。〉，5723．51〈〜サとは言わない。〉，5731．69〈〜サとは言わない。〉，6387．62〈オレニとは言わない。言えばオレー
であろう。〉，6711．35〈オレサとは言わない。〉，7237．67〈oiとは言わない。〉，7342．65（二を付けた形はない。），0276．

51〈この場合katsiは用いない。〉

26．「息子に（手伝いに来てもらった）」
2793．04〈話者よりもっと高齢の人はheηareniと言う。〉，3704．48〈boNdzUは「長男」を，

oNdz銭は「次男以下」を

言う。「息子」に相当することばはないためこのように表現する。〉，3720．70〔musukodogo〕（同席女性の発言），3754．

59〈サと言う人もいくらかある。〉，4609．53（oraenoko（助詞なし）は「息子たちに」の意。

oraenokosaと言わない

かと聞いたが答えはあいまいだつた。antlasaka…とも言うと答えたが，語尾の発音がはっきりしなかった。〜sakaで
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あるとすれば，これはsa＋karaのraの脱落であろうか。）〈次男以下はont∫aと言う。サとカラに新古差はない。サ

はこちらから頼んで来てもらった場合，カラはこちらから頼んだ場合にも息子の方から自発的に来た場合にも言
う。〉，4669．44〈「とうちゃん」は孫からみた息子の呼び名であるが，もっぱらこちらを使う。〉，4684．77（「息子」を
ani，

musuko，

segareとも言う。），．4686．51（ムスコは日常の生活語としては使用しない。），4689．11〈ムスコサは使

わない。〉，4699．06〈〜サは使わない。〉，4724．56〈息子が自発的に来てくれた場合には，ムスコカラと言う。〉，4742．
95〈〜サとは言わない。〉，4773．26〈〜サはあるかもしれない。〉，4781．47〈〜サは使わない。〉，4782．08〈〜サは使わ
ない。〉，4783，69〈昔の人はムスコサと言った。〉，4790．55〈〜サは使わない。〉，4792．30〈ムスコサとは言わない。〉，

4792．38〈〜サは使わない。〉，5537．77〈「息子」のことをコドンドン（子ども達）と言う。〉，5558．19〈「息子」という

ことばは普通用いず，amma（兄）やod3a（弟）を用いる。〉，5579．12（アニは「長男」，オジは「次男以下」の意で
ある。），5604．28・（セガレカラを使うかと聞いたところ，話者は使うかもしれないと答えた。），5623．94（アニは「長男」

の意である。），5624．84（アネは長男の意である。），5651．04（ムスコよりコドモを使う。），5661．77〈〜カラは使わな
い。〉，5680．23〈コドモガラ（〜カラ）は使わない。〉，5701．40〈〜サは使わない。〉，5702．35〈〜サは使わない。〉，5704．

30〈〜サは使わない。息子はseOare，

bo：zuとも言う。〉，5710．29〈〜サは使わない。〉，5712．41〈〜サは使わな

い。〉，5723．51〈〜サは使わない。〉，6420．49〈自分の息子に対してはムスコとは言わない。ワカイモンと言う。〉，6459．

96〈コー二は「子に」の意である。〉，6494．07〈ワカイシュニは「多くの子供たちに」，ワカイモンニは「一人の息子
に」対して言う場合である。〉，6517．35〈こういう場合にはムスコとはあまり言わない。ワケーモンと言う。〉，6538．
42（アニは本来「長男」の意である。），6591．47（「息子」ということばは使わない。），6620．15〈〜カラとは言わな
い。〉，6623．54〈ワケーシュー，コゾーは「息子」の意である。），6639．97〈sena：は「息子」の意である。〉，7332ボ69〈息

子ン，息子サは言わない。〉，7341．77〈息子イとは言わない。〉，7342．65（［nl］は「二」と「ン」の中間音である。），

7350．54〈ムスケーとは言わない。〉，7377．63〈ムスコという単語は方言ではあまり使用しない。たいていはコドモで
すませる。〉，7392．76〈人の名前にniを付ける。〉，7431．34（「来てもらった」をどうしても「来てくれた」と言いかえ
てしまう。），7522．94（bo：とは「坊」の意である。），8300．81〈「息子」とはあまり言わない。〉〔oiaakoni〕，0228．
96〈jiηganuk

waとは言わない。〉，0248．01（k

waηは息子が1人の場合，

k

waUkaOは複数の場合である。），1157．

92（waragigaは「童べが」に対応する。），1221．48（wikigwaOgwanuは「息子が」に相当する。），1261．22（kwanu
は「子が」に対応する。），2086．60（wa：nuduは「子がぞ」の意である。）

27．「犬に（追いかけられた）」
3741．06〈〜カッテは移入した表現である。〉，3752．79〈inunigatteという言い方は，よそでは使うが，ここではあまり
使わない。〉，4638。01〈私はinniと言うが，

inuni，

inuiと言う人もいる。〉，4658．69（イヌガラとは言わない。），4763．

11〈イヌサオッカケタというふうにならばサを使う。〉，4688．45〈サは使わない。〉，4698．11〈サは使わない。〉，4699．
06〈サは使わない。〉，4715．98〈サは使わない。〉，4781．47〈サは使わない。〉，4782．08〈この場合はサは使わない。し
かし，犬サ追っかけたというときは使う。〉，4790．55〈サは使わない。〉，4792，38〈サは使わない。〉，5624．84〈enokara
とは言わない。〉，5710．29〈サは使わない。〉，5712．41〈サは使わない。〉，5713．94〈〜二を抜いて使う人もある。〉，5714．

10〈サは使わない。〉，5761．80（話者は「犬が追ってきた」「犬が追いかけてきた」としか答えなかった。），6383．28〈〜kara

と〜iは同様に用いる。〉（質問文にひかれて〜niが出たが〜iがふつうらしい。），6620．15〈〜カラは使わない。〉，
6711．35〔inuNは私も使う。〕，7284．24〈inukaraのことをiOkaeと言う。〉，7341．77〈犬イとは言わない。〉，7385．04（ini

はiNniが短音化している。），8352．08〈〜カラとは言わない。〉

28．「運動場で（遊ぶ）」
5782．25〈〜neも〜deも両方とも普通に使う。〉，7289．51（〜karaは使わない。），7347．54（ウンドーバジと言う人も
いる。），7407．66〈ko・teideは年輩の者が使う。〉
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29．「船で（来た）」
3752．13（質問は誤って「車で」を尋ねてしまったが，「船で」の場合もdeを使うことは共通である。），4669．44〈〜サ
ノッテは決まった言い方である。〉，5537．77〈「船」のかわりに「車」を用いた。〉，5539．15（「船で来る」というとこ
とはないから「船で」という言い方はできないというので，「車で」（自動車で）に置き替えて調査した。），5558．19（「船

で」は普通用いないというので，「車で」に置きかえて調査した。），5680．23（話者は，山の中なので．「船」はないと
言うので，「車」で回答してもらった。），6538．42（「車で」の例で聞いた。），6630．18（「車で」の文例を使用した。），

7219．50（〜カリ，〜カラの両方を発音しているが，自然会話ではカリである。），7238．82〈フネカラは「船の仕事を
はなれて（来た）」の意になる。〉，7248．97〈自分の持ち船で来た場合はフネカラと言う〉，7259．54〈フネカラとは言
わない。〉，7275．24〈船便で来たときはΦuneka？と言う。〉，7341．77〈フネジとは言わない。〉，7382．67（Φunekarは自

然な感じで発話された。），8300．29（〜カラという言い方も用いないことはない。），8312．95〔フネカラもたまに用い
る。〕，8315．25〔hunezje〕，8345．56〈フネジは聞いたことがある。フネカイは今でも良く使う。〉，8352．08＜〜カラと
は言わない。〉，0228．96（〜バラとは言わない。），0246．88（〜iはこのほか手段・道具を表すときに使われる。haraは

起点を表すのに使われることが多いが，交通機関によっての場合にも用いられる。）

30．「1万円で（お願いします）」
1739．28〈コレを使い，「一万円」とは言わない。〉，1807．12〈L万円で」とは言わない。〉，1835．20（「一万円で」の
形は得られなかった。），2790．38〈回答は不可能である。〉，3704．48〈質問文に相当す表現は存在しない。〉，3725．
49（ftsfman〜の語頭の音声は［g］かもしれない。），3731．38（あまり明瞭な返答ではなかった。），3734．14（itsfman
〜の語頭の音声は酋］かもしれない。〉，3760．57（あまり明瞭な返答ではなかった。），3766．24（ftsiman〜の語頭の
音声は［e⊥］かもしれない。），4638．01〈kittekureは「くずしてくれ」の意である。〉，4658．42（イチマンインダガが

自然な言い方である。），4676．57（イチマンエンダロモが自然な言い方である。），4761．07〈この質問文のような経験

がない。あったとしても，一万円札を黙って出す。〉，4782．08〈現物をさし出すから，普通L万円」と言うことはな
い。〉，4791．23〈コレデトッテクダサイと言うが，これはわりあいていねいな方である。普通は黙って出す。質問文の
ような形は言わない。〉，5584．79（一万円を目の前に出しているのだから，「一万円で」とは言わないようである。），

5595．89〈一般に「一万円〜」とは言わない。〉，5649．75（〜dakittoは「〜だけど」の意である。），5653．33〈金額は
言わない。〉，6387．62（イチマンエンカラとは言わないかと話者に聞いたところ，あるいは言うかもしれないとあいま
いに答えた。），6393．86（「〜カラ」は誘導しても出ない。日常「コレカラトッテオクレ」を聞くように思うが。），6425．

37〈イチマンエンデはめったに使わない。よそへ言ったら使うかもしれない。〉，6458．39（コエデは「これで」の意で
ある。），6496．96（金額を言わないのがふつうではないか。），6517．35〈「〜で」とは言わない。〉，6563．87〈L万円で」

とは言わずにコレデと言う。〉，7238．82（イチマンエンカラとは言わないかと聞いたところ，話者は他所ことばの感じ
がすると答えた。），7334．34（itlimaNend3iとなりそうに思われるが，話者は言わないと回答した。），7341．77〈普通

はイチマンエンサツカラというような言い方自体がない。1万円札であることは見ればわかる。フトカバッテンが普
通である。〉，7407．66〈金額を言ってはおかしい。〉，7420．76〈金額を表現せずに言う。〉，8324．40（イチマンエンジャ
ヒガは「一万円ですが」の意である。），0248．01〈k

udz了Ogwanu

niOkaraは「小銭が無いから」の意である。〉，0275．

97（回答された語形は「1万円ですが」という言い方である。「〜で」に当たる形は出なかった。），1232．38（？uri∫i：は
「これで」の意である。），1250．59（kurisa：niは「これで」の意である。），1261．92（kurisa：niは「これで」の意で
ある。），2086．60〈otsuriba〜i：taboriとは「おつりをばしてたぼれ」の意である。〉，2150．17（該当する表現は得られ
なかった。），2151．21（該当する表現はない。）

31．「それより（あの方が良い）」
3731．38〈sorelokkaは，子供が使う。〉，4699．06〈sorejorjaは，今はほとんど使わない。私の父などが使った。〉，4781．
47〈sorejoqkaは，親しい者の間で使う。〉，5612．62〈jokaは使わない。〉，5633．42〈sorejorjaは，よく聞く。〉，5670．
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47（sorejokaは，

sorejogaと，方言では発音するだろう。），5672．8q〈sorejorja：と言う人もいる。

である。〉，5680．23〈〜jogaは使わない。

soijori，

れより」の意である。〉，6339．06（soreta：は，

sorejoriwaの意

hoijoriは，なまった言い方である。〉，5761．80〈kottlijoriは，「こ

soretaの反省形である。），6377．11（soretowaは，

soreta：の丁寧な表

現である。），6413．55〈so＝jo：mokaは，「それよりもか」に当たる。〉，6421．57（sorejorikaは丁寧な言い方か。一般
には，so：jokaと言うらしい。），6475．60〈ソレヨカは，隣りの，岡山に近い福田集落の言い方である。〉，6494．07〈ソ

レヨカは使わない。聞くことはあるが，それは，他地方から来た人の言葉である。〉，6495．07〈ソレヨカは使わな
い。〉，6497．18〈ソレは目の前，ホレはもっと向うにある場合に使う。〉，6517．35（sorelo∫iが同席者により誘導された

が，話者はほとんど使わないと言う。），6524．67〈horejorikaとは言わない。〉，6551．70〈ソレ別口は，大阪的な言い

方である。〉，6590．44（〜トナは，和歌山県内では，他の地域では使わないと思う。），6593．00〈ソレヨカは言わな
い。〉，6593．98〈sorejokaは言わない。〉，6621．07（話者はsorejokaは聞いたことはあるが，ほとんど使わないと言

う。しかし，明治43年生まれの別の話者は，この形をよく使うと言う。），6636．30〈sott∫ijoriは，力が入る時に使
う。〉，7332。69〈ソレヨカとは言わない。〉，7339．76〈ソレ逐一とは言わない。〉，7341．77〈ソレヨリは，クサイで結ん

で少し敬語表現となる。ソレヨカは，クサで結ぶ。〉，7441．02〈Soretowa

iwan

araε：（それとは言わない。あれが

よい。）という表現もある。〉，2086．60（kurikinnaは，「これより」の意である。）

32．「田中という人」
0724．21〈タナカトイウヒトとは言わない。〉，1851．85〈tanakaju二Gitoとレ・う言い方も，四国なまりか。〉，2720．25〈〜ト
ユーシトは使わない。〉，2734．05〈tanagatoju：litoは，知り合いで親しい人に対して言う。〉，2765．13〈tanagadoj樋廿to

より，tanagadz樋世。の方が適切である。〉，2772．75（tanagadzUhetoとも言う。），3723．31（Ceruは「言う」に当た
る。），3725．49〈dzu：とは言わない。〉，3766．24〈tanagadojUgitoより，

tanagadz廿g！toの方が普通であろう。），4609．

53（dθuの［jコ音は，かすかである。〉，4676．57〈話者は，tanakatokaju：gitoも答えたが，これは，誰か不確実な
場合である。），4689．11〈tanakattsu：gitoは，おばあさんが使う。〉，4792．30〈tanakatsu：Gitoは，農家の老人が使

う。〉，5463．73〈「〜という」に当たる部分を，話者は調査者との対話の中で，以下のようにいろいろに言う。〜teu
（多），〜tluju：，〜tliju：，〜tlu：，〜tlo：），5539．80〈「と・いう人」のような言い方はしな，い。〉，5602．99（ぞんざ

いに言うと，ju・の部分がかすかになり，tanakatte￠itoに近く聞こえる。），5604．28〈gaNは，悪口である。〉，5609。54〈自

分は使わないが，tanakatsu：gitoと言う人もいる。〉，5661．77〈tanakatt∫u：gitoとは言わない。〉，5670．47（再調査の

話老は，tanagattseugitoは使わないと言う。），5672．89〈tanakattlu：gitoは，中年以上の人が，

tanakatoju：gito

は，今，若い人が使う。〉，5702．30〈田中ツー人とは言わない。〉（tanagatoの［to］は［do］に近い発音である。），5704．

30〈tanakatteju：Gitoは年配の人が，

tanakatoju：Gitoは若い人が使う。〉，5723．51〈〜cjμ：とか，〜ttelu：などは，

あまり使わない。〉，6378．90〈「田中言う人」のように，トを抜かす言い方はしない。〉，6385．98〈タナカチューとは言
わない。〉，6477．12〈タナカチューヒトとは言わない。〉，6482．41〈田中ユーヒトとは言わない。〉，6486．58〈急いで言

う場合に，タナカチューヒトとなる。〉，6494．07〈タナカチューヒトという言い方は，ときどき聞くが，私は使わな
い。〉，6496．96〈tanakatlu：gitoという言い方は，聞くことがある。〉，6536，18（〜ttlu：は，質問に対しては話者が否

定したが，談話中には発話されている。），6560．22〈タナカチューヒトは，ふざけてならば言うが，普通ではない。〉，
6570．99〈tanakatju：gitoは，親しい人に対して使う。〉，6571．48〈なにげなしに言うとtanakatju：Gito，意識して言
うとtanakatoju二gitoとなる。〉，6621．07（調査後，昭和8年生まれの男性に尋ねたら，

tanakatt〜u：を答え，この方

が古いと言う。また，「そうだというよ」はso：datlo：waと言うと言い添えた。ただし，

tanakatt〜o：とは言わない

という。），6652．43〈tanakattlu：gitoと言う人もいる。〉，6711，35〔tanakatoju：no〕，7320．95〈田中チューモンとい

う言い方も昔はあったが，それは，見下げた言い方である。〉，7341．77〈tanakatlu：litoは目上に，

tanakatlu：moN

およびtanakat∫u：jatsuは，同僚から目下に対して用いる。〉，7383．98〈助詞toは付ける。〉，7416．34〈tanakat∫u：gito

は，土佐では多いが，ここでは少ない。tanakagaという言い方をする。〉，7501．69〈敬称のサンは必ず付ける。〉，8300，
29〔tanakatlu：hutoとも言う。〕，0275．97〈tanakatlijuOtl

u：1ま，普通語を直した言い方である。〉
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33．「（雨が）降っているから」
2772．75（Φ廿tterahandeが適当な表現である。），2790．38（ΦUtterahandeが正しい。），2791．57（フッテラハデが正し
い。），3710．70〈フッテルハンテは孫などに親切に言う場合に使う。〉，3752．13（Φutteradεという言い方も使うよう
だ。），3762．42〈フッテルエンテも使うかもしれない。〉，3791．41〈Φutteruenteは女性の用語であり，稀にしか使われ
ない。〉，4675．45（ΦuttesukεはΦutterusukεのruが脱落した形である。もちろん脱落しない形も用いられる。），4686．

51（フッテイルンダンガは「降っている」という状況に力点があり，フッテルスケネは原因・理由を表すことに力点
がある。），5462．29〈フッチョルケニと言う人もある。〉，5575．52〈サカイは理由を強める場合に使う。〉，5605．57〈フ

ッテルンダンガは「降っているので」の意である。〉（フッテルンダンガは状態に，フッテスケニは原因・理由に重点
がある。），5613．28〈suke，

ndaUgaという助詞を老人たちが使うのを聞いたことがあるが，私自身は使わない。〉，5615．

67〈フッテタンダンガは，現在降っている場合に言う。〉，5633．42（話者は最初はフッテルセー（古）（少）も答えた
が，再調査の結果，使わないと訂正した。），5659．46〈ameppridagara

jukunaという言いかたが主である。〉，5661．

77〈相手に対して何か言うときには二を使い，自分に関したことはデを使う。〉，5673．18〈〜deは使わない。〉，6287．
81（話者はケーは言わぬと言うが，141番の項目．でコドモジャケー，264−A番の項．目でスグキマスケーと答えている。ケ
ーは存在すると言わねばなるまい。カラは共通語的か。），6348．34（ke：が普通である。），6385．98〈keは小郡の方で
は言うが，山口市では言わない。〉，6397．11〈〜ケンは女性が使う。〉，6412．22（karaは質問文に引かれたものであ
る。），6421．57〈kenは他人が使う。〉，6445．13（huttorukeNとも言う。），6446．93（調査中，他の項目でしばしばケー

を使っていた。この項目ではケーを使わぬと話者は言うが，ブリョールケーも存在するはずである。），6490．31（第1

答はアメガフッチョッチャイカレンドであった。これはこの項目の回答としては不適切のようであるが，断定はでき
ゴ
ない。なお，参考話者によれば，この項目の文脈ではやはりフッチョッチャは不適当とのことである。），6498．50（フ
ンジョルキニを聞いてみたところ，あることはあるだろうが少ないだろうとのこと。），6534．67〈サカイは強調の気持
ちを含む。〉，6560．22〈フットーの部分はフットルとも言う。〉，6563．30（話者はamejatteNとも答えたが，これは「雨
だから」の意である。ヤッテンはヤヨッテニの変化である。），6593．00〈フットルヨッテとは言わない。〉，7219．50（自

然会話では老女からkeNaeを聞く。また隣町の三浦町三浦の古老は∫eNと言うとの教示もあった。），7275．24（第2調
査票話者の藤原茂氏は自然会話の中でクッテ（来るので）と言う。テも「ので」相当か。）

34．「だから（言ったじゃないか）」
35．「だから（言ったじゃないか）」
1851．85〈ダカラと言う人もいる。〉，3734．14〈ダカラは若い人が言う。〉，3740．34（ndanteganfの［9］は［U］のよ
うにも聞こえる。），4715．23（ho〜dakkaraも聞く。），5463．73〔soidake〕，5579．12（誤答かと思い後日も確かめた

が，話者はソンデが「だから」に当たる表現だと言う。「だから行かない」は，ソッデイカンと言う由。），5622．
19〈古くはda：sukε，

da：sagεもあったが，これは女性のことばである。〉，5623。94〈da：sakeは使わない。〉，5633．

42〈〜se：，〜sake，〜sukeの類は使わない。〉，5672．89〔hondade〕，5673．18〈〜dadeは使わない。〉，6368．60（他
の調査によれば，当地ではジャケーと言う。），6397．11〈ジャケーは女性が使う。〉，6398．07（話者は最初はジャカラ
と答えたが，すぐにジャケーに訂正した。），6445．13（ジャケンとも言う。），6446．93（sed3a：，

d3akaraも聞かれ

る。），6457．60（ジャカラを使うかと質問したが，話者ははっきりとは認めなかった。），6475．07（ジャケンとも言う

らしい。），6497．57（話者は最初，hodakendoと言っているが，誤答と思われる。），6547．33〈ダケドもダカラも向
じように使う。〉，6551．70〈ソヤサカイは，孫には言わない。おとなを相手にきつく，くどくど言う場面なら使う。〉，
6557．65〔soidamonde〕，6571．48〈sojasakaiは間遠い言い方である。〉，6620．15（話者はソレダニは使わないと言う
が，実際は，〜二の形は用いるのではないか。），6623．54〈ダカラは友だちに対して，ソレダデは孫に対して使う。ま
た，ソレダンテはなじり気味に言うときに使う。〉，6700，97〔dakaN〕，7370．96（sogaN〜はsogeN〜とも言う。），7382．
67（話者は最初sorudakeNと答えたのち，

soddeに訂正．した。），．7400．15＜ソジャーーケンは親のことば，ダカラは子ど
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も同士のことばである。〉，7521．16〈ソヤサカイニは念を入れて言う場合に用いる。上品とかあらたまって言うとかに
は関係はない。〉，8300．81〔dakeN〕，8322．68（ミエソラは「それ見ろ」の意。この文脈ではこれがふさわしいが，一
般の順接の接続詞はd3addeである。），0228．96〈？a∬i？aOkanaは「そうあるから」の意である。〉，0246．88〈？ure：ja

は「それね」，d3aOkaraOは「だから」の意である。〉，0276．51（？ugasa：Okiは「そうだから」という形である。）

36．「子どもなので（わからなかった）」
37．「子どもなので（わからなかった）」
1920．05〈kodomonanodeと言う人もいる。〉，3766．86〈「〜ダガラ道に迷った」「〜ダスケ相手にけがさせて許せ」な
ど次に現れる意味により使い分ける。〉（説明の意味がはっきりしなかった。），4675．45（コドモラガンネは「子どもで

ある」という状態，コドモラスケは「子どもだから」という理由に重点がある），4684，77（話者は，kodomodanoniと

も答え，標準語の「ので」と同じ意味であると言うが，疑問である。55歳の女性は，noniということは聞いたことが
ないと言う。また，sukeを使うことが多いのではないかと言う。），4686．51〈コドモランダンガよりもコドモラスケの
方が理由・原因を表す意が強い。〉，4695．46（コドモダンナンガは子どもであるという状態に力点があり，コドモダス
ケは子どもだからという理由に力点がある。この項目の問いの主旨は前者か。），4711．32〈女性はオボゴダッタハゲと
言う。〉，4790．55（コドモナンデと言わないかとたずねたところ，話者は使うかもしれないとあいまいに答えた。），4792．

38〈〜ダカラと言う人があるかもしれない。〉，5463．73〔kodomodakeN〕〔kodomodamondakeN〕，5471．49〈コドモ
ダモンダヶンは弁解の時に使う。〉，5605．57（コドモダンダンガは状態に重点があり，コドモダスケニは原因・理由に

重点がある。），5613．28（kodomodakedeとレ・う回答も得られたが，調査文と対応する形ではないので，捨てるべきで
あろうか。），5618．48〈コメラは「子ども」の意である。〉，5632．18〈コドモダサゲとコドモダモンダサゲは越後から
入ってきたことばである。〉，5673．18〈〜ノデはあまり使わない。〉，5681．22（再調査したところ，話者はコドモダモ
ンデの方が良いと答えた。），6348．34（〜dake：が普通である。），6421．57〈コドモダケンと言う人もいる。〉，6504．96〈コ
ドモヤデは気楽な相手に使う。〉，6542．64〈コドモヤンデは親しい言い方である。〉，6546．12〈ダデは使わない。〉，6563．

87〈コドモヤモンデは，子どもをかばう気持が強い。〉，6590．44（コドモヤモンは理由を情緒的に言うとき，コドモヤ
サケは理性的に述べるとき，と強い．て区別されようか。），6600．34（最初はコドモナモンデと答えたが，コドモダモン
デに訂正した。），6604，01〈〜ナノデは使わない。〉，7266．14（話者は最初，ko：mo￠itlotteと答えたが，これは「子供

のくせに」の意か。），7275．24（自然会話では，イソガシカジャッテのようにジャッテも使われている。），8300．
81〔〜narade〕，0228．96〈natiとは言わない。〉，0246．88〈wara：b§nati：は「子供デ」にあたり，〜narbaは「〜ナ
ノデ」にあたる。）

38．「寒いけれども（がまんしよう）」
0840．33〈samuidomoと言う人もある。〉，1835．20〈keredoを略して，

kedoと言う人もいる。〉，3796．26（sammi：domo

の［mf］は［mU］のようにも聞こえる。），4609．53（samUndomoの［mU］は，［mi］のようにも聞こえる。），4666．

42（この土地の者同士が話すときは，sa：meromoを用いることが多い。），4782．08（geNtomo，

geNnjomoとも話者

の口をついて出た。両方ともよく使うものであろう。），4792．30（kとgが交替する傾向がある。），5565．12（サムイ

ケンドカは「寒いけれどね」である。），5612．62〈samuiOaは，文章に書く時にも用いる。〉，5622．19（samuikemo
は，会話の中に自然に現れたので，その使用を確認したものである。），5631．26〈推量の場合，samuizuraga，
keredomoとも言う。〉，5653．96（平常の話しことばでは，

samuizura−

sabi：（寒い）が使われていた。），5679．04〈kedo，

gedoと

も，昔から両方使った。〉，5680．23〈〜kendomoは使わない。〉，5723．51〈〜ゲンドモとはならない。〉，6277．12〈バ
ッテンは使わない。〉，6348．34（samuiよりsabuiが普通の語形である。），6349．68〈samuidaga＞，6366．25（ケドは主
観的，ガは客観的な表現である。また，サミーは方言的，サムイは共通語的な言い方である。），6397．11〈文を切ると
きは，samui

gano：と言う。〉，6420．49（この質問の文脈では，

samUigaより，

samUidadomoの方がよくあてはまる

と思う。），6421．57〈samUidadomoは，他の人が使う。〉，6430．53（samuidadagaも回答されたが，やや疑問があ
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る。），6437．94（119番の質問では，「飲まないが」のところに，ノマンケドモ，ノマンケドが現れている。），6477．12〈サ

ムイの他に，サブイ，ヒヤコイ，コゴエルも使う。〉，6490．31（samuikedogaは，会話の中で自然に出たので，その使
用を確認したものである。），6504．96〈kendoは，気楽な表現である。〉，6544，72〈samuiを老人はsabuiと言う。〉，
6551．70〈ケドに対してケンドは，強めて言う場合に用いる。〉，6557．65〔sabuiga〕，6560．22〈サムイはすべてサブイ

とも言う。〉，6581．45（kedomoは，少し強い言い方である。），6593．00〈ケンド，ケードとは言わない。〉，6610．

08〈sabuikedoは，雪や風のような時の寒さ，∫imirukedoは，凍るような寒さを表す。〉，6620．15（調査後，近くに住
む82歳の男性に尋ねたら，sabuiOaを答えた。），6641．25〈samuikendoを使う人もいる。〉，6642．32〈samUike：Oaは
女性のことばである。〉，6652．43（話者は，samuike：Uaは少ないと内省するが，そうとも言えないと思う。），7275．

24（119番の質問のところで，nomambatteka（飲まないが）のように，

battekaという言い方が出た。），7332．69（寒

カバッテとは言わない。），8352．08（samuidoNのようにも聞こえる。），0228．96〈piguruka？ambatl

ikkjanaは「寒

くあるけれど」の意である。〉，0246．88（第2調査票の話者は，gi＝sambamと答えた。），1213．88（pi＝saliaは「寒い
が」，pi：saje：ligaは「寒いですが」である。）

39．「だけど（行かなければならない）」
0724．95〈ダケドは使わない。〉，0894．41（「だけど」は出なかった。），1739．28〈∫itakedoは，「だけれど．も．」というよ

うな意味である。〉，1851。85〈四国弁では，hond3a：kendoと言う。〉，2720．25〈ダケドは使わず省略して，

do：〜itemo

と言う。〉，3702．37〈「だけど」という1単語に相当する方言は，普通使用しない。〉，3734．14（最初dakendomoと．

ｭ

音したが，すぐに〜dadomoと言いなおした。），3746．76（接続詞の用法は得られなかった。），3762．42（明確な解答が

ない。しかし，ndadomoを使うと思われる。），3777．19〈接続詞の用法はない。〉，4698．11＜soNd3aUa以外の言い方
はない。〉，4712．15〔soredemoとも言う。〕，5565．12（ソヤケンドカでもよいか。092番の質問の「寒いけれども」で
は，サムイケンドカ（寒けれどね）と答えている。），5566．91（シャンジャケットとも言う。），5588．78〈「寒いなあ。

だけど」というようには切らない。〉，5602．99＜〜kedoより〜kendoを多く用いるが，最：も多く使うのは〜kemoであ
る。〉，5609．54〈今，若い人はdagedoと言う。〉，5624．84〈domoよりdemoの方がハイカラである。〉，5631．78（「だ

けど」にあたる接続詞はないらしい。いろいろ誘導したが，はかばかしい回答はなかった。），5649．75＜〜dagedoと
いう接続助詞の用法しかない。接続詞の言い方はしない。〉，5659．46〈接続助詞としてしか言わない。〉，5670．47〈so：

dakendoを使う人もいる。〉（第2調査票の同席者は，

soid殉aを答えた。），5679．04〈hondemoとdagedoとは，両方

同じように使うが意味が違う。その違いはうまく説明できない。〉，5680．23〈dake：doの類は使わない。〉，5690．
28〔dakedo〕，5721，76〈daOa以外の言い方はない。〉，6277．12〈バッテンは使わない。〉，6349．68（回答を得るのが困

難であった。他の話者によれば，so：dakendoなどとは言う。），6358．43（soredemoは，

soidemoの反省形であ

る。），6383．28くしいて言えば，demoという言い方もする。〉，6384．87〈demoは，女性がよく使うかもし．れない。〉，
6393．86〈ho皇3akedoは，特別に理由がある時に使う。〉，6420．49（この場合，

いと思う。），6440．35（soidagaは，

so：dadomoと，

so．：を付けることが多

soedagaの再発話形である。），6443．43（第1答はdeke：doであったが，その後

確認したところ，使用を否定した。），6446．93（zja：ke：doとも言う。），6465．42（zjakedo，

sjezjakedoとも言

う。），6477．12〈「寒いなあ。だけど…」と切れる言い方よりも，サムイケンドと続ける言い方の方が多く使う。〉，6497．

18（hodakeNもあるかと尋ねたところ，

doが付かなければ意味が通じないとのこと。同席者も同意見。ホダケンは「だ

から」に当たるから，この意見は適当である。），6498．50〈dakendoは使わない。

hodakendoも使わないが，徳島市

内の一部の地区で使う人がいるようだ。〉，6500．66（どうしても接続詞は出なかった。），6504．96〈hondemoは，気楽
な表現である。〉，6516．13〈「寒いなあ。だけど」とは切らない。〉，6519．90〈「寒いなあ。だけど」とは切らない。〉，

6526．55〈「寒いなあ。だけど」とは切らない。〉，6539．22〈あまりこういう言い方はしないが，しいて言えば，soidemo

であろうか。「だけどなあ」と言う時，ソイデモナーと言う。〉，6543．37〈kendoは，他の土地のなまりを持ち込んだ
人が言う。〉，6548．53〔ho：dakeN〕〔hodakeN〕，6551．70〈ソンデモは，強い意志がこめられている感じである。〉，6563．

87〈セヤケドは，相手の言うことを受けて言う時に用いる。〉，6570．99（接続助詞としてのkedoの回答しか聞かれな
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かった。この地方では，接続詞としてはsojakedoとなるのが普通である。），6583．30〈hojakedoは，昔の人が言うの
を聞いたことがある。〉，6593．00〈ジャケンド，ホヤケドなどは使わない。〉，6620．15（調査後，近くに住む82歳の男
性に尋ねたら，so：danaを答えた。），6621．07（調査終了．後，昭和8年生まれの男性に尋ねたら，

he：daOa（それだが）

を答えた。dakedoは方言的でないと言う。），6650．72（同席者の誘導によりdemoという回答も得られたが，不確か
である。），7219．50（battekaは同席者から回答された語形だが，話者も自然会話ではたびたびこの語形を使う。ま
た，88歳の女性からは，battekaraも聞く。），7275．24（話者はbattekaを否定するが，自然会話では現れる。），7305．

22（hetatteは「それでも」に相当する。），7312．88〈この場合，バッテン，ジャケドという．言い方は使わないよう
だ。〉，7325．86（ジャーケンドなどは使わない。），7332．69〈ジャケドとは言わない。〉，7383．98〈私の息子など，今は

バッテンを使うようだが，昔は使わなかった。〉，7393．63（小声でdagaとも答えたが，不確実である。），7401．
80〈3akendoは聞くが，私は使わない。〉，7405．10〈sondemoは，

so3akendo，

so：d3akendoの次に多い。〉，7408．

46〈holakendoは，若い人が使う。〉，7427．06〈sojakedoは婦人語である。〉，8322．68（この文脈では，

doliteNが回

答されやすいと思われるが，一一般の逆接の接続詞は，d3addoNが普通である。），0247．31（ganli？ambaOは直訳すれ
ば，「そうあるけれど」である。），0248．01〈？ugasi？aObaUは直訳すれば，「そうあるけれど」である。〉，0276．51（？

ugasi？aigaは，「そうだけれども」に当たると話者は言う。「だけど」と直接対応することばは見つからない。）

40．「植えたのに（枯れてしまった）」
0776．88（話者は最初，uetanoniと答えたが，後で，使わないと訂正した。），2790．38（話者は廿edematanoとも答え
たが，この回答は疑問である。この項目の回答としては，Uedabateが適当である。），2793．04〈廿edabateカ｛，この項

目の回答としては適当である。〉，2822．49〈uetakeredoは女性が使う。〉，3702．83（話者は最初Uedanonlを答えた
が，Uedabatateが適当であると訂正した。），3710．70〈adz廿は，「やつ」という意味か。「学校へ行ったのに，休みだ

った」というときは，fttaadz廿と言う。〉，3741．06（Uedajattadomoのjattaは「奴だ」である。），3750．
64（uedadeni，

uedade：niは，「植えたというのに」の約である。），4629．91（uedanbaは，「植えたら」にあたる。），

4688．45〈〜geNzjoはあまり使わない。〉，4698．11．〈u皇tad3ロ：niは・「植えたというのに」の意である・〉・4740・

93〈深山（ミヤマ，近くの集落の名）の老人達は，gennonという語形を使っていた。〉，4761．07〔uedandaken−
domo〕，5575．11（uetand3aneのd3aneのところは，

d3aniと言ったり，

njaniと言ったり，話者はいろいろと言い換

えてd3aneに落ち着いたが，話者自身，そのあたりはどうもはっきりしないらしい。），5613．28〈uetagani

lま，古い言

い方で，今は使わない。〉，5623．94〈uetaniは使わない。〉，5633．42〈uetaniは使わない。〉〔uetanoniは丁寧であり，

普通，uetaniを使う。〕，5673．18（uetemo

karetlattaという回答も得られたが，この項目の回答としては不適当だと

思う。），6348．34〈uetaniは，残念な気持ちが強い場合に使う。〉，6375．28（uetasoniは，言い立てる心意が強い。），

6384．87（意識的に発音する時はソニ，無意識に発音する時はソエとなる。），6383．28〈uetasoni

lま，強く言う時に使

う。〉，6421．．57〔uetaniが普通である。〕，6548．39（ウ．エトンノニは，「植えとるのに」の意である。），6548．

53〔uetanoni〕，6584．38〈uetanniは言わない。〉，6623．54＜uetaNは，2・3日置どたって言う場合，

uetakkeNは，

1・2ケ月くらいたって言う場合である。〉，6634．32〈uetake：Oaは，少し意味が異なる。〉，6700．97〔uetanoN〕，7219．

50（teは，

toni＞toi＞teの変化か。），7275．24（「植えたものを」（詠嘆逆接）相当のuetamombaを，第2調査票の話

者との会話の中で聞いた。），7401．80〈uetakendoは，昔聞いたが，今は使わない。〉，7441．02〈uetaganiはあまり使

わない。日吉村の父野川でよく使う。〉，7446．26〈若年層は，uetakendoと言う。〉，7523．93〈uetakedomoは，やや
強い感じを与える。〉，0246．88（bamは「のに」，

muOは「ものを」，前gaは「が」に対応する。）

41．「食いながら（歩くな）」
1801．80〈タベ〜の代わりに，クイ〜とは言わない。＞1851．85（kuimotteは四国弁である。），3766．24（k廿iのiは，
むしろ［e⊥］か。），4698．11〈kui

だ。〉，4773．26〈kuinaOaraとkui

kuiは子供に対しては言う。

kuinaOara．は，それより少し年上の者に使うよう

kuiは半々ぐらいに使うか。〉，4780．54〈kuinaOaraは主に若い者が用いるが，私
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も使う。〉，4782．08〈kui

kuiは，使う人がいる。〉，4790．55〈kui

kuilま，昔の人で言う人があった。〉，5605．57〈kuinagara

と言う人もいる。共通語である。〉，5672．89〈kuilinaは，以前は多く使った。〉，5673．18〈以前はkuilinaが主だっ
た。〉，5679．04〈タベタベは使わない。〉，5732．77〈ku：とはあまり言わない。〉，5742．71〈kuinaOaraは，昔多かっ

た。今は，tabe

tabeと同程度に使う。tabe

tabeは，この土地でも言うが，もともとよそのことばである。なお，女

性は，tabenaOaraと言う。〉，5751．61〈kui
供のときからない。〉，5762．82〈tabe

81〈kui

kuiとtabe

kuiは荒い言い方である。また，

kuiの代わりにtabeを使うことは，子

tabeは言うかもしれない。〉，6267．09〈若い人は，

kuinagaraと言う。〉，6287．

tabeとは，子供に対して言う。〉，6368．60〈kuinagaraは大人に対して使う。ku：ku：は子供な

どを相手に言うときに使う。〉，6404．92〈i若い人は，クイモッテと言う。〉，6420．49〈子供に対しては，kUi

kUiが多

い。〉，6421．57〔kU了kUiとも言う。〕，6436．55（話者は，笑いながら答えた。），6459．96〈クイモッテは言う人もい

る。〉，6517．35（話者は，指図するときにはky：gatera

arukeと言い，止める場合にはgateraとは言わないと説明す

る。禁止では，ガテラは使わないらしい。），6521．94〈tabenaOaraは女性が使用する。〉，6527．20〈ku：katakeni

lま，

内輪の言い方である。〉（「笑いながら」は，waraukatakeniである。），6551．70〈クイモッテは言わない。〉，6560．22（話

者は，クイクイとも一旦答えながら，取り消した。クイクイアルクとは言うが，クイクイアルクナは変である，とい
うのが理由であった。），6580．88〈〜ツツは用いない。〉，6591．47〈「くいつつ」とは言わない。〉，6601．37〈kuilina，

kuinaUaraは，目下の者へのことばである。〉，6652．43〈kuiUatsuraと言う人もいる。〉，7308。05〈taberuの場合は
nagara，

ku：の場合はku：ku：と言う。〉，7336．38（カタデのデの声音は［de］である。），7339．76〈kuin匹oteは他所

から入ったことばであり，若い人で使う入がいる程度である。また，クイクイ歩クとは言わない。〉，7347．54〈ク一蓋
タジーは，昔の老人が使った。〉，7350．54〈ki：ki：とは言わない。〉，7383．98（kwiのiは中舌がかっている。），7404．

20〈tabe

tabeを使う人は極めて少ない。若い人のことばである。〉，7427．06〈kuinaUaraは共通語で，この土地では

使わない。〉，7440．72〈ku：はあまり使わない。〉，7441．02〈クイモテは言わない。〉

42．「買物がてら（見物する）」
0840．33〈「買物がてら」とは言わない。〉，1743．81〈kaimonoOateraは使わない。〉，1801．80（カイモノカ．テラと言う

はずのところを，カイモドカ．テラのように発音したのであろう。），1942．62（第2調査票の話者は，kaimonogaterani
を答えた。），2720．25〈カイモノカ9テラは使わない。〉，2734．05〈カイモノカ．テラは使わない．。〉，3702．83〈mono

eQta

kanT

tsUndeniとも言う。〉，3723．31〈karUは「買う」である。〉，3752．13（kaimono∫itatsu：deni，〜tundeniとも，

この項目の質問にぴったりした回答とはかならずしも言えない。），3753．89〈kaemonosfnaOaraという表現は共通語

的で，他に何か言い方がありそうだが思い出せない。〉，3757．18〈「がてら」に当たる形は特にない。〉，3772．
61〔kaimonotsuideni〕，3794．22〈「買物がてら」に当たる表現はない。〉，4712．15（〜ガテラは使わない。），4723．
40（tsuedeの後に，二を入れない。），4637．20（kaimontliideが自然な言い方である。他に，

kaimonlitekara，

kaimonlite

t〜iideniという言い方が得られた。），4746．20〈「散歩しながら」もサンボナカ．うであるが，「仕事しながら」はシコ．
トシナカ．ラ，「勉強しながら」はベンキョーシナカ．うである。〉（同席者も，カイモノナカ。うに同意した。），4780．

54（ka釜mononaOaraは，「買物しながら」とは別である。），4792．30〈〜ガテラはあまり使わない。〉，4699．
06〈ka皇monolinaηaraは，使う人もいる。〉，5463．73〔kaimonoli＝〜i：〕，5547．42〈「カミてら

」は使わない。〉，5612．

62〈kaimonodairaは，祖父などが使っていたのを，子供の頃聞いた覚えがある。あるいは自分も使ったかもしれない。〉
（dairaはdairaniとも言う。また，

kailina，

kailimaは「買いながら」の意。話者自身は現在使わなくなっている

が，他の老人は今も使う。），5624．84（kaemoN

linaOara，〜li〜ima，〜〜isamaは，いずれも「買物しながら」の意で

ある。），5638．67〈Oateraを使う人もいる。〉，5639．17〈〜Oateraは使わない。それは上等な言い方である。この項目
に該当する言い方は思い出せない。〉，5642．29〈kae〜imaは「買いながら」，

kaemoNlilimaは「買物しながら」の意で
よ

ある。〉，5653．33（話者は同意しなかったが，同席者はkaimononaηaraを使うと言う。），5657．80（カイモノガテラは
使わない。），5659．46〈gateraは，上品な家庭では使う。〉，5702．35〈〜ガテラは言わない。〉，5721．76〈kaimonoOatera
とは言わない。〉，5731．69〈kaimononaUaraは使わない。〉，6378．90〈「がてら」はhambuNと言う。〉，6398．07＜kaimono
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hambuNとは言わない。〉，6420．49（この他，

kaemonotsi：denfもあるはずである。），6486．58〈ガテラは使わな

い。＞16497．57（kaimontsuideniとも言う。），6527．95（カイモノカ．テラとは言わない。），6534．67〈カ．テラではな
く，カ．タラと言う〉，6542．64〈kaimononotsuideni，

kaimongateraniとも「買物を兼ねて」の意であり，kaimonlimotte

は，買物と見物との動作の並行を表す。〉，6545．31〈Oateraは，文章語的である。〉，6560．22〈カイモノの部分は，カ
イモンともなる。〉，6572．14〈kaimonli∬iiが自然な言い方である。〉，6600．34（話者は最初kaimonolinaOaraと答え
たが，後で，それをkaimonosenagaraに訂正した。、なお，〜selinaは使わないと言う。），6613．68〈「がてら」は使わ
ない。〉，6697．59〈kaimonogateraは，若い人が使う。〉，7219．50（同席者からは回答を得ている。すなわち，

moNlinagatu，

ke：

ke：moNt〜i：deの二つである。このうち，前者はこの項目とやや意味がずれるか。後者の回答が妥当

であろう。），7229．75〈kja：moOg

ateraは漁師町で，

kja：montli：deは島で，

kja＝montsuide．は商家町で，それぞれ

言う。〉，7308．37〈kaimononobinniは，聞くことがある。〉，7336．81〈kaimoOgataraと言う人もいる。〉，7341．77〈ガ

テラとは方言では言わない。買イモンガチラとも言わない。〉，7366．13（ト．ウナジーのトゥの音は，［thu司であ
る。），7374．97〈〜ガテラとは言わない。〉，7385．04〈ke7moNcunaziは「買物ついでに」，
しながら」に当たる。〉，7395．63〔kaimoNsi

si・〕，8306．52（誘導の結果，

kaimonocunariも・あるということだが，話

者本人の使用は不確かである。），8352．08（話者ははじめkemonNdatsuraを答えたが，
後で取り消した。），0248．01

kemoNsurugataziは「買物

kemoNdatsureと答え直した

（kaimuOsi：ra（買物してから）という言い方もする。），0276．51＜「歩きながら」は，？

akkit〜ag甑aである。〉，0330．80〈linamuO

ho二ja：tsu：は，「品物を買いながら」の意である。〉

43．「帰りがけに（買物をした）」
0746．69〈kaerilinaと言う人も．いる。〉，1739．28〈「帰りがけに」ということばはあるが，私はあまり使わない。〉，1756．

04〈kairi∫inaniは聞くが使わない。〉，1770．72〈引回リカ。ケニは使わない。〉，1801．80〈カエリガケとは言わな
い。〉，3734．14〈kaim6nono

asinf，

matsfdz廿gε：nhtta

asini（町使いの足に）という言い方もする。〉，3747．46〈ka｝：

risinaniと言う人もいる。〉，4609．53〈ke：riOakeが自然な言い方である。〉，4653．66（kaerigakeniが，この項目の設
問に合っている。），4689．11〈ka皇rilinaniは使う人もある。〉，4723．40〈目口リシナニという言い方はしない。〉，．4782．

08〈kε：riOateraは，言う人もいるが少ない。〉，4790．55〈〜シナニは，あまり使わない。〉，5462．29＜子供の時は，

主にmodo〜inaniを使った。〉，5565．29（モドリシナニが多用されるかと思う。），5588．78〈カエリニは行く前から意図

的に，カエリシナニは思いつきで，何かをしょうとする場合。〉，5597．42（カエリカ．ツラという言い方をしないか尋
ねたが，はっきりした回答は得られなかった。），5611．95（kaerilinaが，設問の意図に合った回答である。），5624．
84〈kε：redotlineは，「帰り時に」の意味である。〉，5649．75〈itta

tsuideni＞，5661．77〈〜linaniは，めったに聞か

ない。〉，5672．89〈〜linaniは使わない。〉，5690．28（シナニは他に，「〜ながら」の意も表す。），6359．61〈kaerigakeni

は，目上の人に対して言う。〉，6374．58（同席者は，話者が日ごろイニシナニと言っていると指摘した。），6398．07．（こ
の項目の回答としては，modori∫inaniが適切である。），6411。31〈ts廿fdeniとも言う．が，あまり言わない。〉，6425．

37〈kaerisinaniは，使う人もいるが，自分は使わない。〉，6431．51〈modosiniは古い言・い方で，私自身は使わな
い。〉，．6454．24〈kaerisinaniは，他の人が使う。〉，6477．12（この項目の回答としては，モドリシナニが適当と判断さ
れる。），6490．31（modori〜の形が，土地のことばとし．て自然らしい。），6497．18（話者は，

modo∫inaniを多く使うと

言うが，この言い方はくだけた言い方で，それほど多く使わないのではない．か。），6498．50（他に，modori∫inani，
modoriOakeni，

modorikakeniなどの言い方もあるようであるが，話者としては，

kaerilinaniが最も自然．な形と考え

られる。），6504．96．（kaeriniは，質問の意図と意味がややずれる。），6506．49〈ギフエイッタツイデニという言い方
を，昔よく使った。〉，6558．24〈kaeriNは「帰りに」の意である。〉，6577．43〈kaeri∫inaは，よそから入ったことばで
ある。〉，．6594．20〈∫inaniは，やわらかな言い方である。〉，6600．34〈kaeri加keniは「帰って来る直前に」の意味，
kaeri∫inaniは「帰って来る途中で」の意味である。〉，6620．70〈kaeriOatera，

kaeriOatsuraと言う人もいる。〉，7219．

50〔私はkaerigatteとは言わない。〕，7229．75〈gakeよりgjakeの方が，回答として適切である。〉，7332．69

〈帰りガ

ケ，帰りガケンはともに言わない。〉，7341．77〈gakiの後に，二は付けない。〉，7427．06〈との項目の回答としては，
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inilinani，

kaerilinaniが適当である。

iniOateraは少々意味が違う。〉，7440．72〈modolini，

modoriniは，「帰りに」

の意である。〉，7512．05（二は付かない。），7523．93（厳密には，カエリニとカエリカ。ケニとは違うが，大体は同様に

使う。），8304．66〈gakeの後に，助詞「に」は用いない。〉，8322．68＜modoidatsureは，「帰るついでに」の意であ
る。〉，8345．84（話者は最初モドリビンニと答えたが，後で，モドルビンニと訂正した。）

44．「お茶でも（飲もう）」
1868．21（「お茶でも」に対応する形は得られなかった。），3706．81〈tlademoとt〜akodemoは身内に対して，

は客人に対して用いる。〉，378121〈od3akko

nomojaと言うのが普通であるが，

otlademo

od3akkoの後にもし入れるとすれ

ば，共通語と同じくdemoである。〉，4792．30（初め話者は，デモはあまり使わないと言ったが，この人の癖であろ
う。なお，「お茶」の発音は，この土地でod3aと言うとのことである。），5462．29〈otlanatoは人に言う時，

tlademo

は自分が思う時に言う。〉，5463．73〔otlanato〕，5556．91（ot〜ademoとはあまり言わない。），5609．54〈otlaをod3a
とは言わない。〉，5713．94〈ocjaをozjaとは言わない。〉，6375．28（otlana皇toは老人のことばで，自分は使わないと

話者は言うが，どうか。），6383．28（話者は，otlanattoはこの土地で一般に言うが，自分は使わないと答えた。ただ
し，「パンでも御飯でも」の項目では，〜ナトは聞いたことはあるが普通は言わないと答えている。），6393．86（otla3atto

は最初に回答されたが，聞きなれないことばである。otladomoは少ないと言うが，話者の口から自然に出た言い方で
ある。），6485．21〈ナトと言うこともあるかもしれない。〉，6494．07〈オチャナトノマンカという言い方は，全然聞か
ない。〉，6495．07〈オチャナトという言い方は，他の人が使うのを聞く程度で，自分は用いない。〉，6563．87（自然会

話に，チチナトワカシマヒョ（牛乳でもわかしましょう）が現れた。），6571．48〈otlanatoは，お茶以外にも食べ物が
あるとき使う。〉，7308。37〈ot〜a：で「お茶でも」の意になる。

otlademoとも言うが，在来語ではない。〉，7312．88〈demo

はdeNのようにはねて言うことがある。〉，7320．95〈オ茶デン飲モーとはあまり言わないようだ。〉，7341．77＜otladoN

とot∫adeNでは，意味が少し違うようだ。「香々食ウテオ茶ドン飲モーカノー」と言うが，「オ茶デン飲モーカ」とは
言わない。〉，7395．6＄〔cjadoN〕，7404．20〈natoはまれに聞く。〉，7500．46（naitoはナリトからきている。），7523．

93（otlanadoは，厳密には意味が少し違うが，類似の言い方として話者が挙げたもの。なお，オチャナットは使わな
いと言う。），0246．88〈tl

a：demは「お茶でも」，

tl

aOkjaは「お茶など」に対応する。また，

t〜

a：？atfm「は，「他にも

っとよいものを飲みたいが」というニュアンスになる。〉

45．「パンでも御飯でも（好きな方を食べなさい）」
2793．04〈女性は御飯をmamaと言う。〉，3726．68〈話者は，

mesTdarfとも別の所で言っている。〉，3787．45〈〜dari

〜dariの言い方はない。〉，4699．06〈御飯をmaNmaという人は稀になった。〉，4711．32〈新庄市周辺部の田舎では，
gohanをmamaと言う。〉，4763．11〈datteよりdarfの方が，より方言的である。〉，4781．47〈ゴハンは上品なことば
で，ここではメシを使う。〉，4782．08〈マンマは家の者に対して言う。ゴハンは外の人に対して使う。メシは今使わな
い。〉，4790．55〈御飯をmaNmaまたはmesiとも言う。前者は老人が使い，後者は使う人が少ない。〉，4791．23〈「〜だ
って」はあまり使わない。〉，4792．38〈mesiはmamaとも言う。〉，5604．28〈me〜idemoは友人に対して，

mammademo

は家族に対して用いる。〉，5612．62〈昔は御飯をmammaと言ったが，今は言う者はいない。〉，5673．18〈gohaNは，

昔はomammaといった。〉，5713．94（paNdemo

gohaNmoは形がくずれているので疑わしい。），5723．51〈老人が

gohaNをmamaと言うのを，聞いたことがある。〉，6379．13〈naritoは中年層以上が使う。若年層はpandemo
me∫idemoと言い，これはやや上品な言い方である。〉，6383．28（話者は，〜ナトは聞いたことはあるが普通は言わな
いと答えた。なお，「お茶でも飲もう」の項目では，オチャナットを，この土地で一般に言うが，自分は使わないと答
えている。），6393．86〈パンナト

ゴハンナトは言わないことはないが，自然に口に出ることはない。〉，6409．00（調

査の場ではゴハンダローガと聞きとったが，録音を聞くと，ゴハンダーガのようにくずれている。L
demoの類は用いないと言うが，質問の意の取り違えか。一般には，
も多く使う。〉，6480．23〈若年層は，pandemo

demo，

6421．57（話者は

denを用いる。），6437．94〈darogaを最

gohandemoと言う。〉，6490．31（nε：toはナリトの転であろう。），6491．
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78〈pandemo

gohandemoは女性語である。〉，6515．79〈デモとナトは同程度に使う。〉，6580．88〈〜ナット〜ナット

は用いない。〉，6620．15（pannari・mi∫inariは，この項目の回答としては不適当かもしれない。），7289．51〈〜デン〜デ

ンは言わない。〉，7305．22（〜ナリト〜ナリトを，西隣りの小野田市の70歳代の女性からは聞く。この話者は，60歳代
であるために出ないのか。），7316．65（パンデンとは言わない。），7332．69〈パンデチャ御飯デチャとは言わない。〉，

7374．97（話者はdemoの方を多く使うと言うが，実際は，
の方をよく使う。〕，7446．26〈若年層は，paOjatgi

mesi

gohaOjatGiと言う。〉，7500．46〈〜ナット〜ナットは用いない。〉，

8300．81〈gohaNを血eliとも言う。〉，8304．66〈paNdeN
ともある。），8345．56〈pandeN

deNの方が多いようである。）．，7395．63〔gohaNは，

mesideNと言う人もいる。〉，8306．52（deNはzjeNとなるこ

me∬eNと言う人もいる。〉

46．「子どもでも（知っている）」
3704．48〈warasUdemoは，自分の子の場合に使う〉，4782。08〈この場合，ワラシとは言わない。〉，4792．38〈子供を
ワラシとも言う。〉，5539．80（anokodatteは，「あの子だって」の意である。），5605．57〈datteとdemoとは，半々に
用いる。〉，5653．33〈gakidemoは，少し怒って言うような場合に使う。〉（日勤語である。），5680．23〈〜datteは使わ
ない。〉，5681．79〈gakidatteという言い方には抵抗がある。

gakidomodatteとdomoを付ける。〉，5712．41〈warasida−

qteは，ヤマッテ（山手）の方で使う。〉，5723．51〈子供をガキとも言う。ワラシとはあまり言わない。平（たいら）
市から来たものは，ワラシ・ワラシドモと言う。〉，5742．71〈kodomodatteは，今は少なくなった。〉，5781．23〈gagira
は複数である。〉，．5782．25（kodomona：teは，「子供だって」に相当する。），6571．48〈kodomodemoは強い言い方で

ある。〉，6572．14〈kodomodemoはやわらかい言い方，

kodomokateは強い言い方である。〉，6620．15〈dattemoは方

言的な言い方である。〉（desaeは，この項目の回答としては不適当かもしれない。），6700．97〔コドンデン〕，7269．

52〈demoとdeNとは，半々に使用する。〉，7275．24（kodondeNが普通である。），7332．69〈子供デッチよr一とは言わ
ない。〉，7374．97（話者はdemoも答えているが，実際はdeNという言い方がほとんどである。），7377．63（deN，

zjeN

は，個人的な差のようである。），7424．62（d3a：tgiはやや強意がある。），8300．81〔deN〕，8321．58（kodoNのNは，

nのときも，mのときもある。）

47．「皮だけ（食べた）」
2772．75（bakarfは，

bagarfとなるはずである。），3754159〈若い人はdageを使う〉，3791．41〈kawaba：riは，強調

的表現である。〉，3794．22（kawadageも，

kawabariも，同じ位使う。），4637．20〈kawabakaと，

程度に使う。〉，4696．95〈kawabakkaは，「いくつもいくつも」というときに，
きに用いる。〉，4715．98〈kawabaOariより，

kawadakeと，同

kawadakeは，「1個だけ」というと

kawabarfの方が方言的である。〉，4742．95（話者は「皮ばかり」という

ことはありえないと言うので，「あんこばかり」で答えてもらった。），4792．38〈ka：pedakeのka：peとは皮のこと
である。〉，5642．29〈kawakkiriとは言わない。〉，5672．89〈ga：tadakeは「周囲だけ」の意である。〉，5680．23〈皮の

ことを昔はka：と言った〉，5690．28〔kawabaka〕，5731．69（kawabeとは皮のことである。），6348．34（bakkasi
は，bakka：の反省形である。），6383．28（話者によれば，マンジューオ

カワダケ，マンジューイ

カワバッカリと

いう使い分けをするという。しかし，いかがか。），6409．48（da：kiは，「だけ」に引き音節が添加されたものであ

る。），6411．31（bakka：はbakkariのぞんざいな言い方である。），6425．37〈kawadakeは使わない。〉，6497．
18〈kawabakkariは，一般的には言わない。〉，6498．50〈dakeよりbakkariを多く使う。〉，6512．66〈否定のとき
は，カワシカクワンと言う。〉，7219．50〔ga：tabakkari〕，7249．35〈皮について，加工品は臼awa，自然物はkawaと
言う。〉，7332，69〈皮はgawaとも言う。〉，7339．76〈giriは，他所から入った語かもしれない。〉，7400．15〈kawagiri

は，言おうと思えば言える。〉，7408．46〈bakkaliは言わない。〉，8322．68（kawabakkaiが本来の言い方である。）

48．「（食って）寝るだけなら」
1868，21（「食って寝るだけなら」に対応する形は，得られなかった。），1942．62〔ナラのところをダラとは言わな
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い。〕，3772．61（dabaはほとんどnabaに聞こえるが，鼻音化が強いためか。），4684．77（dakeやbakariを例とし
て，他の言い方はないか聞いたが，話者はないと言う。疑問に思う。），4723．40〈naraよりdattaraの方が方言的であ
る。〉，4752．94〈dakedaraよりbarfdaraの方が方言的である。〉，4753．76（neterubandeは，ネテルバカリデに対応
するものかもしれないが，よくわからない。），5462．29（nerdakenaraは，

28（naraの部分はdaraとも言うはずである。なお，話者は最初，

neddakenaraに近い発音である。），5613．

neruguraidaraと答えたが，質問文とやや意味がず

れると思われる。），5632．18〈naraよりdaraの方が方言的である。〉，5710．．29〈ナラはダラとはならない。〉，5713．94＜ダ

ケは付かない。〉，5723．51〈neteNdakedaraは，老人が言うのを聞いたことがある。〉，5742．71（nerudakedaraは言い
まちがいか。），6349．68〈妻に向ってなら，neruhodonaraと言う。〉，6384．87（nerudake3attaraも，

nerudakenara

も，話者は自信なさそうに答えた。nerunara〈多〉という表現が，土地のことばなのであろう。），6396．62（話者は最：
初，ネルジャケジャッタラと答えたが，これは誤り。後に確めた。），6398．07〈nerund3akenaraとは言わない。〉，6411．

31〈dakenaraよりhodonaraの方が，方言的である。〉，6422．93〈ne：hodonaraは，他の人が使う。〉，6425．37（改ま

って尋ねられると話者はdakeを答えるが，無意識の会話ではdakiを使っているらしい。この例は，県南にもあ
る。），6570．99（nerudakej

attaraの方が普通ではなかろうか。），6571．48（ネルダケヤッタラの方が普通ではなかろう

か。），6642．57くこの場合は，naraの代わりにdaraは使わない。〉，7332．69〈ヌッダケナラのようなつまった言い方
はしない。〉，7383．98（「寝るだけなら」についてくり返し尋ねたが，適切な回答が得られなかった。），7405．10〈neruda−

kejattaraとは言わない。また，

kuinedakedattaraという言い方もある。〉（nerudakedattaraもあるはずである。），

0246。88〈bi聴rは「寝てばかり」に対応し，

dakeは「寝るだけ」に対応する。〉，0248．01＜「〜するだけ」に対応する

表現はない。〉

49．「雨ばかり（降っている）」
2720．25〈バカシは使わない。〉，3791．41〈baliは詠嘆的である。〉，4698．11〈bakkaは聞くが，ここでは言わな
い。〉，4715．23（bariは方言的である。），4792．38〈bakkaとは言わない。〉，5622．19（話者は，

amebakkariとamebakka

との違いを，その後に，ことばが続くか切れるかによるものと言うが，そういうことはない。），5632．18（話者は最初

bakkariを答え，それをbakkaliに訂正した。），5661．77〈bakkaは強調のとき用いる。〉，5672．89＜bakkaは使わな
い。〉，5681．22（bakkaについて話者は，最初使わないと答えたが，後に，使用を認めた。），6436．55（話者は，アメ
バーを笑いながら答えた。），6437．05〈バカリ，バーは使わない。〉，6534．67〈bakkaとは言わ、ない。〉，6548．53〔amebak・

ka〕〔amebakkari〕，6551．70〈バッカシは大阪なまりの感じがする。〉，6577．43〈bakariはテレビ風のことばであ
る。bakkaは昔，他地域と交流のないときに使った。〉，6580．88（バカリは用いない。），6711．35（ぞんざいな言い方
では，末尾のeがほとんど聞こえなくなる。），7219。50（bakkaliのliは，

75〈bakkaiは佐賀弁である。ここでは，

Giとの問の中間的な聞こえである。），7229．

bakkariと言う。〉，7275．24（asundebakka：（遊んでばかり）という言い方

が，第2調査票の話者から聞かれた。），7332．69〈bakkaは言わない。〉，7373．31〔アメバカリ〕，7521．16〈bakka∫iは
強い感じがする。〉

50．「百円くらい（使った）」
4638．01〈gurεと言う人もある。〉，4715．95（バカリは共通語で，この土地ではバリと言うのではないかと思われ
る），5462．29（ヒャクエンホド，〜ホドシは言わないと答える。ただし「カギカケントネルポドシ（寝るくらい）デ

スケーネー」が101番目項目の調査時に，「シゴトニアクホドシナシゴトーヤリマシェン」が021番の項目の調査時に
出ている。），5633．42〈Oure：は聞く。〉，5680．23〈Uuraiは使わない。ヒャグエンカ．トゴは「百円分」にあたる。〉，．

6422．93〈ヒャクエンホドとも言うが，これは「百円ちょうど」の意である。〉，6475．07（［gurε：］は［gur記：］と表

記すべきかもしれない。），6497．18〈〜ホドとは言わない。〉，6504．96〈hodoは「不確定」の意味であり，

gatokoは

「だいたい」「およそ」の意味である。〉，6572．94（ho：はホドの変化である。），6560，22（ヒャクエン．ク．ライとも言う

はずである。），6595．01〈Ouraiとは言わない。〉，7332．69〈ヒャクエングレーはめったに使わないが，．聞いたことはあ
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る。〉

51．「百円しか（ない）」
0724．95〈〜ボッチは使わない。〉，1770．72〈ΦjagueNjoriは，友人や家の者と話す時に使う。〉，3791．41〈女性は〜jokka
と言う。〉，4688．79〔〜hakaは外海府で良く使う。〕，4689．11〈〜likattは老人が使う。自分は〜〜ikaを使う。〉，4698．

11〈〜シカッテは強調する場合に使う。〉，4761．07〔gakuensika〕，5462．29〈〜ヨカとは言わない。〉，5508，16（ヒャ

クエンデは，百円で残りはないという気持であろうか。），5517．75（ヒャクエンデ

ナイは，あと百円で残りはない，

というような内容である。），5623．94〈ヒャクエンシャーは若い人が言う。． r，5680．23〈〜kkiri∫ikaは強調した言い方
である。〉，5681．22〈〜saraは使わない。〉，5723．51〈〜キリ，〜ホカは使わない。〉，5742．71〈昔，在の年寄りがヒャ

グエンシャガと言った。〉，6375．28（自然会話では他の老人がヒャクエンハカシカと言うのを聞いた。），6383．
28〈gjakueNkja：もときに聞く。古い表現である。〉，6421。57〔ヒャクエンヨカ〕，6453．31〈〜hokaは80歳以上の
人が使う。〉，6477．12〈ヒャクエンホカは他から来た人のことばである。〉，6485．21〈ヒャクエンホカも聞く。〉，6558．

24〔ヒャクエンシカ〕，6568．16〈〜ナンジャは自然口調中より採取した。ただし，調査時には話者は使用を否定し
た。〉，6572．94〈シカは使わない。〉，6573．79〈ハッチャは使わない。〉，6580．88〈〜カは〜シカのシの脱落した形であ
る。〉，6590。44〈ホカを使う人もいる。ハチャは使われていない。〉，6620．15〈〜saraや〜la：は使わない。〉，6635．21〈ヒ

ャクエンバッカリナイとも言う。〉，7219．50（これまでの調査で80歳の女性から，〜ハネチャ，〜ハネーチを聞いてい
る。），7405．10〈〜kaとは言わない。〉，7408．46〈ヒャクエンハカと言う人もいる。〉，7421．38〈〜ダケシカは強調する
場合に使う。〉，7523．93〈「百円はちゃ」は使わない。〉，8312．95〔ヒャクエンセカ〕，0228．96（Gakujeηduの場合，？

aruとはならない。），0246．88（話者は？amと言っているが，島から出たことのない多くの人は？aOと言う。またdu
の結びは連体形が普通である。），0248．01（gakujeOdu？aruは係結びである。），0275．97（gjakuendu？asigaは，
「百円しかないが」に当たる。），0276．51〈jukaは「よりか」に由来するか。〉，0330．80〈？aiは，見ていて言う場合，？
aO

は，そう思う場合である。〉，1213．88（pjakujendu？airuは連体形結びである。），1157．92（gakuenruは「百円ぞ」

の意である。），2076．98〈gakuendu

arfは「百円こそある」の意である。「百円しかない」という表現法はない。〉，2086．

60（「百円ぞある」という表現である。）

52．「百円ぶん（ください）」
0840．33〈店などへ行ったときにはアタイと言う。家ではグラェーと言う。〉，1835．20〈今は略してヒャクエンと言う
人もいる。〉，2608．90〈プン，アタイは使わない。〉，2720．25〈〜アタイは他の人が使う。〉，2790．38（話者は〜バガ

リ，〜グラエを使うかもしれないとあいまいに答えた。），3791．41〈ad肥は使うことはあるが，女性に多い。

dageは

「きっちり」というニュアンスがある。〉，4609．53〈デーは「代」である。若い人は使わない。〉，4639．69〈〜adεは若
い人が使う。〉，4672．19〈de：はダイ（代）のことである。〉，4706．43〈￠akuendε勘は「百円代」ということである。〉

（dξ｝はアタイ（価）の変化したものかもしれない。），4782．08〈〜プンを使う人もある。〉，4792．38〈ヒャクエンド

コは年寄りが言った。今は言わない。〉，5723。51〈〜gana，〜buNは使わない。〉，5463．73〔GakueUgatoko〕
〔gakueUgahodo〕，5584。79〈〜ダケは他の人が使用する。〉，5604．28〈昔，老人がヒャクエンガンと言うのを聞いたこ
とがある。〉，5645．43〈プンとは言わない。〉，5649．75〈〜Oaとは言わない。〉，5659．46〈ヒャクエンカ．ドゴは，在の
方で年寄りが使う。〉，568L22〈〜カ．トコとは言わない。〉，5780．84（〜プンとは言わない。），5793．74〈ヒャクエン
ブンという言い方もある。〉，6349．68〈〜ガトコはみかんの場合には言わないが，魚の切り身などについて言う。〉，6358．

43（ほかに〜ホドも当地にはある。），6375．28〈〜ガは女性のことばである。自分は言わないだろう。〉，6385．
98〈〜ガ，〜ガンは言わない。〉，6435．04〈ヒャクエンホドは親しい店で，ヒャクエンブンは知らない店で使う6＞，6475．
07〈〜プンは若者が使う。〉，6479．95〈〜ガンは州本では言わない。〉，6482．41〈ヒャクエンガとは言わない。〉，6488．
48〈ガンは昔あった。私は使わない。〉，6494．07〈〜ガンはときどき聞いた。子供のことばである。〉，6510．74〈〜カ。

トコとは言わない。〉，6517．35〈gakueOOatokoは稀である。使う人もいるが，私はあまり使わない。〉（gakueりOur記：
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は「百円位」に相当する。），6524．67〈プンとは言わない。〉，6545．31（ヒャクエンダケを使うかとたずねたところ，

話者は「方言ではないような気もする」とあいまいに答えた。），6548．53〔GakueOgatoko〕，6551．70〈プンもガンも言
わない。〉，6604．01〈プンは使わない。〉，6641．25〈〜bakkaは子供が言う。〉，6700．97〈〜プンという言い方はしな

い。〉，7308137〈ヒャクエンブンは「百円分」，ヒャクエンガは「百円程度」の意である。ジュッセンガクダサイと言

って煎餅を買うとき，重：さの関係で9銭になると言われれば9銭分の煎餅を買ってくる。gaは程度を表す。多少前後
があってもよいが基準を示す。〉，7320．95（百円ガツと言わないかと聞いたところ，百円ガトの方が多いと話者は答え
た。），7341．77〈人によって〜ガツと言うこともある。私の場合は〜ガタが多い。〉，7523．93〈〜ガナは使わない。〉，

8312．95（百円バッカイは「百円分ほど」に当る言い方である。）

53．「皮ごと（食べた）」
1794．54〈kawagotoは，孫に使うことばである。〉，1807．12〈Ootoは鼻濁音にする。また，親しい人になら，

をよく使う。〉，1851．85〈りんごの場合，皮をむかないで食べることを，marumama

kawamama

tabetaと言う。〉，1920．

05〈kawamU3Traは，りんごの場合にもよく使う。〉，2720．25〈kawamamaは，他の人は使うが自分は使わない。ま
た，カワコ．トも使わない。〉，2734．05〈カワコ．トは使わない。〉，2790，38〈kawam廿Nts廿keが，この項目め回答とし

ては適当である。〉（話者は，kawabariも答えたが，意味がずれるであろう。），2793．04〈kawa

という，新しい言い方もある。〉，3714．95〈kawa

m廿ganede

marUkode

tsUdamanma（皮が付いたまま）という言い方もする。〉，3752．

79〈kawamatlikeは，使う人もいる。〉，3760．57〈kawama3ikaraは女性の用語である。〉，3772．61〔kawamadzura〕
（kawamadzugaraもある。），3780．65〈marumatlikura

kutta（まるごと食べた）と言う表現もある。〉，4609．53〈domo

は「とも」である。〉，4688．45〈kawaOuciraは，昔，老人が使った。私は使わない。〉，4689．11〈kawaOut〜iraとは言
わない。〉，4697．92〈カワムガネァーデとも言う。〉，4699．06〈kawaOutliraはあまり聞かない。農村で言う。〉，4706．

43〈「まるごと」にあたるmarukodeという言い方もある。それをよく使う。〉，4715．98（kawamadzuraの方が，
kawanomanmaより方言的である。），4761．07〔kawagarabi〕，4780．54〈kawaOuciraは老入が使うが，私は，

kawaOoto

を用いる。〉，4783．69（gotoの［9］は［0］ではない。），5556．91〈kawamoteraも聞いたことはあるが，使わな
い。〉，5595．89〈マルコ．トと言うことが多い。〉，5659．46〈marunomammaとも言う。〉，5680．23〈昔は「皮」をka：
と言った。〉，5704．30〈kawaUutliraは，使う人もいるが，あまり多くない。〉，5714．10＜kawaOoto以外の言い方はな

い。〉，5723．51〈kawaOotoは，若い人の言い方である。〉，6368．60〈kawagomeは，他の人が使うのを聞くことがあ
る。〉，6369．32〈kawanomammaを最もよく使い，次いで，

kawagomeをよく使う。〉，6398．07（この項目の回答と

しては，kawagomeが適切である。），6411．31〈kawagUr茸mfは街（平田市）で言う。〉，6412．22〈kawa3enbu

lま、今

はあまり使わない。質問の意味とややずれるかもしれない。〉，6418．54〈tome：は，「共に」である。〉，6426．92〈marugoto

という言い方もする。〉，6488，48〈カーゴシは古い言い方で老人が使うが，私は使わない。私はカーゴトと言っ。〉，6490．

31（話者はgomeを，共通語と思っている口ぶりであった。），6498．50〈kawaOoteは，

kawaOoliに次いで使用頻度が

高い。〉，6527．20〈kawanomammaは子供の言い方である。〉〔kawaOurumi〕，6541．09〈kawagutliは，よそから入
ったことばである。〉，6563．87〈kawaOutliは，本来食べられないものを食べたときに言う。〉，6604．01〈「ごと」は使
わない。〉，6623．54〈ka：saraは，主に芋などに言う。〉，6656．31〈maruUotoとも言う。〉，7219．50（kawamaNは，

話者は「皮ごと」の意と言うが，同席者は「実はおろか皮まで」の意であると言い，質問の意図にはややはずれるよ
うである。）〔kawagotsu〕，7302．56〈kawadakeとも言う。〉，730522〈marutamaという言い方もする。〉，7312．
88〈kawagomiは古い言い方だが，今も使う。〉，7332．69〈皮ゴツとは言わない。〉，7341．77〈皮ゴミとは言わない。

皮ゴッとも言わないようだ。〉，736L72〈kawatomeとkawagomeとは，使用度合いが半々である。〉，7382．
67〔kawagotsu〕，7386．47〈kawanariは「皮がついたまま」の意，

kawagosiは「皮がついている上から」の意であ

る。〉，7405．10〈kawagoliとは言わない。〉，8352．08〈kawatomiとは言わない。〉，0275．97（ko：mba
「皮も一緒に」という形である。）
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mad3iNは，

54．「傘なんか（いらない）」
2720．25〈カサナンテ，カサナンカは使わない。〉，2791．57〈3者のうち，カサダナンテが一番妥当である。〉，3609．46〈カ

サナンカは他に持つ物がたくさんある場合に使う。カサダキャは雨が多く降っていないときに用いる。〉，3706．
81〈kasadobaは，品物がたくさんあるときに使う。1つのときは，

kasabaである。〉，3710．70〈カサダバは相手と相

談する場合に使う。〉，3740．34（カサダバは指定・限定的な場合に使う。），3741．06（カサダノはよその土地から移入
したものかもしれない。），3772．61（カサナバは「傘なら」の意味らしい。）」4781．47〈〜ナノは使わない。〉，4782．08〈カ

サナンテと言う者もある。〉，5462．29（カサダエナンダエを確かめたが，言わないらしい。），5463．73（カサマデは「傘

がいるほどには」の意である。）〔kasajanaNja〕，5516．19〈カサドモとは言わない。〉，5612．62〈カサナンカは友人
に，カサドモは目下の人や，子ども，孫などに話すときに使う。〉，5625．61〈〜ナンテと言う人もいる。〉，5670．47〈カ

サナンザは心安い人に言う。〉，5672．89〈カサナンザーは「かさなんぞは」の意である。〉，5681．22〈〜ナンゾは使わ
ない。〉，5713．94〈カサナノは使わない。〉，5723．51〈カサナンテど言う人もいる。〉，6277．12（カサワ

イランゾは，

いかにも自然な感じで回答された。），6378．90〈ナンカとは言わない。〉，6383．28（カサジャーナンジャーをこの土地
でよく聞く。），6443．43（ヤ一一はヤコワの融合形である。ただし，単独のヤコは存在しない。），6425．37〈〜ナンカ
はこの付近では使わない。〉，6454．24〈カサヤコーと言う人もいる。〉，6457．60（カサヤコーを使わないかと聞いてみ
たが，あいまいな答えだった。），6485．21（話者は，カサヤは傘だけのことである，特に傘を指して強く言う場合であ
るから，この質問にはふさわしくない表現だと言った。），6498．50〈カサヤンカとは言わない。〉，6504．96〈カサナン
テは気楽な相手に使う。〉，6512．66〈ナンカにあたる言い方がない。〉，6525．98〈カサナンカとは言わない。〉，6544．72〈ミ
タイナモンとは言わない。〉，6548．53〔カサナン〕〔カサヤナン〕〔カサヤナン．カ〕，6568．16〔kasaGa）naika〕，6570．99〈カ

サミタイナンは強い言い方である。〉，7219．50（自然会話の中で60歳の男性がカサテロナンテロ，カサンヨーンターと
言った。），7340．42〈カサテンナンテンは「傘や合羽など雨具なんか……」の意である。カサドマーは傘を軽く例示し
た場合である。〉，7341．77〈カサヤラとは言わない。〉，7401．80〈カサナンゾと言わないかと聞いたみたら，話者は，

少しは使うかもしれないとあいまいな答え方をした。〉，7405．86〈若者はカサヤコシと言う。〉，7416．34〈ナンカとは
言わない。〉，7420．76〈カサナンカは，傘を邪魔ものあつかいにしているときの言い方である。〉，7427．06〈カサナン
ゾは使わない。〉，7446．26〈若年層はkaθara：と言う。〉，8352．08〈kasada：はkasadomaの変化したものである。〉

55．「安ければ安いほど（良い）」
4653．66（話者は最初jasuiho：と答えたが，「ほど」の意味を取り違えたようだ。その後確めたところ，

jasuihodoと

言うとのことであった。），5659ら46〈ヤスイニコシタコドナイという表現がふつうである。〉，6527．20（話者は，jasuihodo

とjasuiho：Oaの区別がはっきりしない。「買えば買うほど」という文例で確かめると，

hodoであると言う。），6573．

79（ヤスイニコシタコトナイという言い方もする。），7503．91（ヤスイホカ．では，選択・比較とまぎらわしく，質問
の意図と少しずれるようである。），8306．52（ホドはホズと言うのが普通である。），8332．．42（ヤシカシコなどは言わ
ない。）

56．「何が起こるやら（わからない）」
1747．55〈okorujaraは使わない。〉，2790．38（nanf

ogorUgaとなるはずである。），2793．04〈nanf

古い言い方で，今は使わない。〉，3706．81〈ogorUNdagaの方が，
る。〉，3720．70（話者は最初，nani

boQpadzUgasaは

degfNdagaより，この項目の回答としては適当であ

ogorudagaと答え，それを訂正した。），3721．11（話者は最初ogiru〜と答えた

が，ogoru〜と訂正した。），3740．34〈ogorUの代わりに，6gfr廿とは言わない。〉，4698．11〈okorujaraは，特別に強
調する時，たまに言うことがある。〉，5672．89〈dekirudakaと言う人もあるが，少ない。〉，5713．94（okorukaは，話
者の口から自然に何度も出た。），6377．11（jaraは，

jaraiとも言うようである。），6428．09〈ヤラは入らない。〉，6477．

12（ワイテはワクで，「湧き起こる」「急に生ずる」の意味である。），6494．07〔ナニガオキルヤラ〕〈新〉，6497．18（オ

キルヤラを尋ねたが，オコルヤラであるとのこと。），6497．57（この話者の場合，okorud3araが最も自然な表現と思
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われる。），6506．49（この土地は，話者が回答としたように，ナニカ．オコルワカランという形が一般的である。），6513．
24（laraのraの発音は，やや弱い。），6527．20（自然口調で，

okoru

dokoi

iku

wakaraNが出たため，尋ねたところ，

naniOa

wakaraNが回答された。），6600．34（nanja：okorunkaは，「何が起こるのか」の意である。），6711．35〔naniga

oki：daka〕，7219．50〔nanno

okoru3ari〕〈古〉，（リリは，ジャリからの変化であろう。），7316．65（オコルヤラとい

う言い方はしない。），7332．69〈ナンノ起コッカとは言わない。〉，7427，06＜nanja：okoruNjara

lま，何か事が起こっ

て，その後でその事を回想的に言うような場合の言い方である。〉，7659．62（adannarukaは，「どうなるか」に対応す
る形である。），8354．28（okottoNは，「起こるとも」の意である。），9313．46〈dejo

l

kaは「出会うか」，

oki：kaは「起

きるか」に対応する。〉，0275．97（？id3irjuηgadaraは，「出るやら」に対応している。），2076．96（gasaのsは，

rの

言い違いか。）

57．「誰やら（来た）」
0717．50（「誰やら」にあたる形式は回答されなかった。），1739．28〈ヤラは使わない。〉，1747．55〈jaraは言わな
い。〉，1794．54〈ダレヤラとは言わない。〉，2790．38（darega，

daegaと言うはずである。），4686．51（darrakaという

形でも用いられる。），4715．98（daredakaよりdandagaの方が，方言的である。），4742．95〈daregaのgaは，カに
当たる。〉，4752．94（daregaのg3は音韻上／ka／に対応する。），4772．12（daregaは，誰力の有声化である。），4781．

47〈この土地では，〜ヤラは使わない。〉，4783．69（daregaのgaは，カの有声化である。），4792．30（daregaは「誰
か」の意である。），5471．49〈da艶araは他の人が言うこともある。〉，5556．91（darrjaraは，

dadd3araとも聞こえ

る。），5613．28（darekagaのgaの部分は，4回発音された中に，やや［Oa］に近く聞こえたものがあった。），5651．
04〈darejaraは使わない。〉，5681．22（dareOa

kitana：，

dareOa

kitakana：も回答されたが，この項目の回答として

は不適当と思う。），5701．40〈darejaraとは言わない。〉，5714．10〈darejaraは使わない。

daNd3akaは言う人もあ

る。〉，5723．51〈daNzjakaは，私は使わないが老人の使う言い方である。〉，6349．68〈daredajaraは，人に教えるよう
な場合に使う。〉，6368．60〈darelaraは使う人もいる。〉，6384．87〈darejaraは，不確実性がとりわけ強い。〉，6387．62（誘

導により，darejaraという形も得られたが，確実な回答とは言えない。），6396．62〈darejaraは，かなり離れた所の人
を指して言う時，darekaは，近くに来ている人について言う時に，用いる。〉，6421．57（質問の意味の取り違えであ
ろうか。一丁目はda：dae，

da：daeraというはずある。），6431．51（darejaraは，

dareja二の反省形である。），6495．

07〈ヤラは使わない。〉，6497．18〈この項目では，darejaraの方が適当である。なお，
うが，darejarakita

mitekoiとは言わない。〉（darezoは，

57〈darejaraを最も普通に使う。次に，

darezo

darezoOakita

kitankaのように，疑問表現に使う。），6497．．

darekaUaを多く使う。〉，6512．15（doitsuの後に，

が普通であろう。），6527．20〔dareka〕，6542．64〈darezogaは，

mitekoiとは言

aとかjaraとかが続くの

darejaraとは意味が違ってくる。〉，6557．65〔dare−

ka〕，6604．01〈ヤラは使わない。〉，6615．12（ヤラは使わない。），6697。59（darejaraとも言う人がいる。），6721．
33（daredakaは，自然な口調で答えられた。），7219．50〔dari3ari

l

irambatte〕，7279．32（dadd3aro：も回答された

が，これは言い誤りである。），7366．87〔darika〕，7377．63（普通はdarikaという人が多い。），7501．69〈ヤラは使わ
ない。〉，0228．96〈tasitagaroは二人以上の場合に，

tarukagaroは一人の場合に用いる。〉

58．「筆やら紙やら（たくさんもらった）」
0746．69〈ヤラも使うかもしれない。〉，1835．20〈〜jara〜jaraは，たくさんもらった感じがする。〜ja〜oは，わずか

なような気がする。〉，3772．61（〜gara〜garaは，同席者はよく使うと言うが，話者はそれほどでもないと言う。ま
た，〜dano〜danoは誘導したが，はっきりした回答は得られなかった。），4643．56（〜ja〜jaは確かな時に，〜jara
〜jaraは不確かな時に，使用する。），4667．22（Φudeto

kamiは，意味の取り違いの可能性がある。），4686．51（〜rano

〜ranoが，この質問の回答としては最適である。〜ja〜oは，もらった物が筆と紙に限定される場合である．なお，
もらった物が何か不明の場合には，〜raka〜rakaを使う。），4696．95〈〜ja〜oは，もらった物が筆と紙だけの場合，
〜dano〜danoは，もらった物がその他いろいろある場合。〉，・4781．47〈ヤラは上品なことばであり，使わない。〉，4791．
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23〈hudedano

kamidanoは近頃のことばであり，使わない。〉，4792．38〈hudeja

kamijaとは言わない。また，

hudedano

kamidanoは言う人もあるが，私は使わない。〉，5598．95〈〜ヤラ〜ヤラと〜ヤ〜ヤは両方同程度使う。〉，5605．
57〈〜jara〜jaraと言う人もいる。〉（話者は，〜daka〜dakaも使うと言うが，これは，もらった物が不明の場合であ
ろう。），5613．28〈〜ja〜oが最も多く使い，〜jara〜jaraがその次に多く使う。〉，5615．67〈トカはほとんど使わな
い。〉，5642．29〈〜ja

kamijaとすると，さらに続けて別の品物を例示しなければならない。〉，5675．66〔Φudedano

kamidano〕，5690．28（〜ja〜jaは，同席者は使わない。），5713．94〈ヤラは使わない。〉，6358．43〈〜ja〜jaは言わな

い。〉，6383．28（Φudeja

kamijaは無意識に出た回答である。），6397．11〈d3anoはjaraとは意味が違う。〉，6440．

35〈〜jara〜jaraは，品物がたくさんのときに言う。〉，6497．18〈Φudeja

kamijaとは言わない。〉，6498。50〈Φuded3ara

kamid3araは，あまり聞かないb＞，6513．86〈ヤラとは言わない。〉，6525．98（ヤラ〜ヤラはなかなか出ない。使わな
いらしい。），6581．45〈〜トカ〜トカの言い方はしない。〉，6590．44〈トカは使わない。〉，6604．01〈ヤラは使わな
い。〉，6620．15〈jaraとは言わない。〉，6621．07（Φudeja
は，少し使う人がいる。〉，6652．43〈Φudeja

kamijaとは言わないらしい。），6651．40〈Φudedano

kamijaと言う人もいる。〉，6700．97〔フデダン

ラは使わない。〉，7238．98〈jaraとteroは同程度に使用する。〉，7312．88〈ΦudedeN

kamidano

カミダン〕，6720．23〈ヤ

kamideNは，耳にすることはあ

るがあまり使わない。〉，7332．69〈筆デン紙デンとは言わない。〉，7333．97（フデジャン

カミ．ジャンなどの言い方は

ない。），7339．76〈〜ヤラ〜ヤラは使わない。〉，7340．42〈〜teN〜teNは土地ことばである。〉，7392，76（tyameNは「帳

面」の意味である。），7500．46〈jaとtokaは，同程度に使う。〉，7501．69〈トカと言う人もあるが，私は使わな
い。〉，7512．05（〜カラ〜カラは，丁丁に見られる特徴的な言い方である。），8321．58（kaNjaraのNは，かなり［m］
に近い。），0330．80〈老人は，pudiUkjaと発音する。〉，1233．52（Φudija

habinde：は，「筆や紙など」に対応する。），

2076．25（Φudeは共通語であって，Φudiと言うべきところである。）．

59．「行くだの行かないだの（ぐずぐず言うな）」
0779．88（「行くだの行かないだの」に．直接対応する形は得られなかった。），2790．38（この項目の回答としては，eg廿dano

eganedanoが適当である。），3721．11〈igutteradano

fganεtteradanoあるいはigutteranano

のは丁寧な表現で，男性は使わない。〉，4675．45（igurano

言うと答えたが，発音してもらわないでしまった。），5463．73〔ikuda．：ikanoda：〕〔ikuda

テは「といって」に当たる。），5556，91（この回答は，ikunoja
トカとは言わない。），5624．84（egoandano

だの」の意味である。），5651。04（ikudaka

fganεtterananoという

igandanoもある。），4781．47（話者は，この質問文のまま

eganε・ndano，

ikanoda〕，5517．75（チ

ikannoとも聞こえる。），5566．37（イクトカ

egoandano

eganεandanoは，「行くのだの

イカン

行かないの、

ikane：ndakaは，「行くのか行かないのか知らないが，ぐずぐず言っては

いけない」に当たる言い方かと思う。厳密には，この質問文の構文とは対応していない回答である恐れがある。），5659．

12〈igundaka

igane：ndakaという言い方が，ほぼ，この項目の質問文に対応するか。〉，5672．89（ikuka

は，この項目の回答としては，かならずしも適当ではない。），6358．43〈自分はikudano

ikane：ka

ikandanoと言うが，一般に

は，ikuda：ikanda：と言うことが多い。〉，6385。98〈jukud3ano〜とは言わない。〉，6421．57〈ikUdaera

ikandaera

は，他の人が使うが少ない。〉，6475．07（ikuzja：ikaNzja：は，笑いながら答えた。），6485，21（イクンカ
カは，この項目の回答としては不適当か。），6497。18〈ikuja
しては，ikujaik3n

jaが適当である。ま為，誘導の結果，

イカンノ

ikaNjaとは，言わない。〉，6498．50（この項目の回答と

ikujano

ikan

jano，

ikunojaikannojaという言い方も得ら

れたが，これらは後に，ドッチナなどと疑問の形が続く表現であると言う。），6527，20（〜noka〜nokaは，この項目
の．回答としては，かならずしも適当とは思われない。前回の調査では，誘導により，ikud3ano
ikaNjanoという言い方が得られた。），6531．61（ikunoka

ikannoka

ikand3ano，

hakkirise：は，この項目の回答としては不適切

のようにも思われるが，これ以外の表現はないと言う。同席者も，イクナライク

イカンナライカン

ハッキリセー

と言っているところを見ると，〜ハッキリ．セーが，この土地の普通の表現なのだろう。），6534．67〈jukuno
の方が，この項目の回答としては適当かと思う。〉，6557．65〔ikuda

34（ikugkajo

ikaOkajo，

ikukajo

ikujano

ikannoto

ikanda〕，6576．85〈質問文のよ．うに言う。〉，6600．

ikaOkajoという回答も得られたが，この項目の答えとしては不適当である。），6623．
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54〈ikudaka

ikandakaは，当人が行くとはっきり決めていない場合，

決めている場合である。〉，6635．21（誘導により，jukuda
テロ

行カンテロ，行クテロン

ikudemone：ikandemone：は，当人が行くと

jukan記：kaも得られたが，疑問がある。），7332．69〈行ク

行カンテロンは言わない。〉，7336，38（ユクノカ

やや質問を誤解したものか。），7340．42〈ikuteN

ikanteNも，

ikuno

ユカンノカ

グズグズユーナは，

ikannoも，両方ともよく用いる。意味上の差も

ない。〉，7341．77〈〜テン〜テンと，〜ジェイ〜ジェイとは，後に続く言葉で違う。つまり，行クチン

行カンテン

ッキリ言ワンカ，ドッチスルトカ，それに対して，行クジェイ行カンジェイ

々ダ決メラルル

モンカイ，のように。〉，7420．76〈ikujano
かないとか

ソゲンユータッチャ

ikaidemo＞〈？〉，8394．21〈ikutoja

言って」の意である。〉，0228．96（t〜

lkantoja

ハ

tlu：teは，「行くとか，行

iは，「〜と（言って）」に当たる。），0246．88（？ikjumunu？ikjamunu

は「行くだの行かないだの」に，？ikjumt〜i？itlar？ikjamt〜i？it〜arは，「行くと言ったり行かぬと言ったり」に当た
る。），0247．31（？ikjuOgajaro？ikjaOgajaroが，この項目の質問に該当する。？童kjukkai？iklaOkaiは，「行くか行か
ぬか（はっきりしない）」という意味であると言う。），0248．01（？ik

uηtsi？itts

ari？ikaOtsf？ittsariは，「行くと言っ

たり，行かんと言ったり」の意である。）

60．「今日こそ（終わらせる）」
3721．11〈kjo坦golira（ha：）は，仕事が長く続いてうんざりしている気持ちが含まれている。〉，3725．49（kjo＝wa

dze二

￠iは硬い表現かもしれない。），4609．53（話者によればkjo：kosoは若い頃から使っていたと言う。共通語化によるも
のか否か不明である。），4647．69（kosoは用いない。），4652．79〔ここから北へ15kmほど先の入川では，キョーコサと

言う。〕〈ここではキョーコサとは言わない。〉，4684．77（kjokosoのkjoのところは，やや［tlo］に近くも聞こえ
る。），4688．45〈「今日こそ」に相当する言い方はしないようだ。〉，4699．06〈コソは使わない。〉，4742．95〈kjo：koso

は強い言い方である。〉，4773．26〈kjo：gossaとは言わない。〉，4780．54〈kjo：kosoは，何が何でも終わらせるという

強い意味である。〉，4791．23〈kjo：kosoは，仕事を全部かたずけてしまわねばならないときに言う。kjo：waは，仕
事が結果的に残ってもかまわない場合に言う。〉，4792．30〈コソは使わない。〉，5566．95（キョーワ

ジャーデモは，

「今日はどうしても」の意である。），5579．12〈kosoは使わない。〉，5602．99（kosaは自然談話にも観察された。）」612．

62〈kjokosoは文章的な言い方である。〉，5613．28〈kjo：kosowaが最：も強い言い方である。〉（klo：waは，
分を強め，尻上りに言うことで強調する。），5659．46〈kjo：kosoは言わないが，

waの部

a∫itakosoは言う。〉，5676．44（kosa：

は，コソワに当たるか。），5696．16（kosaは「こそは」に対応する。），5713．94〈コソは使わない。〉，5741．73（kosa
は「こそは」に対応する。），5751．61（gosaは「こそは」に対応する。），5761．80（「こそ」に相当する語形は得られな
かった。），5771，36（「今日こそ」に当たる言い方は引き出せなかった。），6267．09（kjo：ma：ndeは「今日までで」の

意である。），6358．43〈kj6：kosawaは，

kjo：waの強調形である。〉，6377．11〈kjo：kosaという言い方もあるが，私

は使わない。〉，6409．48（kjo：waのwaを強めて言う。），6412．22〈今日コソという表現はない。〉；6415．00〈kjo：
kosowaには，強調の意味が強い。〉，6421．57〈「こそ」に当たる表現はない。〉，6431．51〈kjo二kosoは強い言い方で
コ
ある。〉，6434．04〈仕事の場合はキョーコソは使わないが，喧嘩などではキョーコソヤッテヤルのように使｝う。〉，6450．

98〈コソはあまり使わない。〉，6497．18〈kjo：waのwaに，強めの意味が入っている。〉，6500．66（kjo＝lattemoの
〜attemoは，「どうしても」の意である。），6521．20〈kjo：waのwaを強めて言う。〉，6523．87〈kjo：de：は，質問と
少し意味がずれるかもしれない。〉，6525．96〈相手から何度も請求されたときに，kjo：kosoと言う。〉，．6531．61〈キョ

ーコソ

シゴトオスルとは言う。〉，6538．42（kjo：kosona：のna：は間投助詞である。），6545．31〈今日コソは文章語

である。〉，6548．53〔kjo：koso〕，6552．80〔キョーコソという言い方はしない。〕，6580．88（助詞waが強めのために

入る。他にも，「今日はの新聞」などがあり，紀北を主にかなりの地域に広く見られる。），6581．45〈「こそ」は使わな
い。〉（waが入ることで，強調の意味を果たす。），6603．68〈「こそ」は使わない。〉，6604．Ol〈「こそ」は使わな

い。〉，6711．35〈強調する場合にkjo：kosoと言う。〉，7219．50（調査の場面ではkosuとkosoの中間ぐらいの聞こえ

であるが，自然会話でははっきりkosuである。），7237．67（「今日こそ」にぴったり対応する表現はないようであ
る。），7248．97（抑揚が強調性を発揮する。），730522（kjo：de

ha：のha：は間投詞である。）〈コソは使わない。〉，7308．
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05〈kosoはよほどの時でないと使わない。

do：delnoをよく使う。〉，7332．69〈kjo：waのkjo：のところに力を入れて

言う。〉，7339．76〈kjo：waにも「こそ」の意味が入っている。なお，キョーコサとは言わない。〉，7340．42〈kju：wa
のwaに力を入れて言う。

klu：madenja：は強い決意を示した言い方である。〉，7377．63（giriは普通，「まで」「まで

に」の意で使われる。質問時には出なかったが，他の場面でkju7kosuが確認された。），7400．15〈kjo：3u：niwaは強
い感じがする。kjo：kosaは「今日こそは」の略である。〉，7407．66〈kosoは使わない。〉，7521．16〈「こそ」は使わな
い。〉（waが入ることで強調の表現となる。），8313．72（kju：zuideは「今日までで」の意である。），0246．88〈kj

gadinantiは「今日までで」に相当する。
意，k

ju：k

kju：kusaという言い方はしない。〉，0248．01＜k

u：

ju：nantlは「今日で」の

usarinantiは「今こそで」の意である。〉，0276．51〈ku〜ujaは「こそは」である。なお，「今度こそは」

は，kundekulujaとなる。〉，1221．48（ku：madiniは「今日までに」に相当する。），1232．38（su：Φitt〜i：niは「今
日一日で」の意である。）
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