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北陸方言における主題・とりたてを表す「は」の運用について

山田敏弘

１.はじめに

　富山、石川および岐阜県飛騨地方北部(便宜的に「北陸」とする)で聞かれる方

言談話では、共通語で「は」に相当する主題・とりたて形式によって主題化さ

れるべき箇所が、主題・とりたて化されずに格助詞のままで表されたり主題化

形態が落とされたりするいわゆる主題形式の非用がよく見られる。例えば、次

のような例の下線部がそうである。（略号は以下参照、表記は原文のまま）

(1) 孫(20歳女性)：オ父サン、帰ッテキタ？

祖母(70代)：オ父サンガ キョー ８時ゴロ 帰ッテキタヨ…[金沢]

(2)　ナイナェナェナェ。ソンナヨーナモノガナェ。[白川] p. 73

(3)　ヤッパオーマキ(集落)デφドーヤ。[白川]  p. 40

(4)　(苗代の苗取りと田植えの手伝いを頼まれて）　苗取るがφおじじも、お

とともあんかも、たのめりゃよいがやれど。そっから田植えるがφ、お

ばばもおかかもあねはんも、ンな来てくれっさりゃよい思とるがやれ

ど。[砺波] p.21

　このような主題・とりたて形式「ワ」の非用については、山田敏弘(1996)に

岐阜県大野郡白川村方言についての指摘がある他、管見の限りまとまった考察

はない。本発表ではこのような「ワ」の非用について、以下の方言談話資料か

ら得られた用例をもとに分析を試みる。

　・『飛騨白川郷方言談話資料』[白川]　大阪大学文学部(1996)

　・『越中射水の昔話』[射水]　伊藤曙覧編　三弥井書店(1971)

　・『生まれ在所のはなしことば』[砺波]　えんなか会編(私家版)(1988)

　・『高岡の方言第３集』[高岡]　高岡市婦人ボランティア活動講座編(1986)

　・『全国方言資料(CD-ROM版)』[氷見]日本放送協会編(1972; 1999)

　・「金沢市方言談話」[金沢]　星場友和　富山国際大学人文学部「日本語研

　　究」レポート(2000)　　　　　　　　　　　　　　　（[　　]内は略号）

　なお、次のような主題の「は」および格助詞の省略は共通語でも頻用される

ものであり考察の対象から外す。

(5)　そっぢゃけで海月φ、今でもぐらぐらねなっとんがやとおい。[射水] p. 

159　＝主題「は」の省略

(6)　俺φ先に京へ着いたのお[射水] p.156　＝格助詞「が」の省略

　また小西いずみ(1997)、真田信治(1998)に指摘のある格助詞の「が」と主題

の「は」が同形式を取ることによる混同はここで考慮に入れない。あくまでも

共通語で通常現れるべき箇所の「は」の省略に限って考察の対象とする。



２.　考察　

　北陸方言での「ワ」の非用について論じる前に、共通語でどのような原理に

よって「は」と「が」が使い分けられているか庵功雄他(2000)をもとに整理し

ておく。
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　ここで問題になるのはA.とりたて(対比)の場合、C. 強調構文の場合およびD. 

いわゆる有題文のうち③の否定文の場合と主語が新情報ではない場合である。

特にA.とりたて(対比)の場合とC. 強調構文の場合は「は」は省略できない。ま

たD. いわゆる有題文のうち③の否定文の場合は、現代の共通語としては「は」

を普通、省略しない。最後の主語が新情報でない(すなわち旧情報の)有題文は

「は」を省略することは可能であるが格助詞で表すことはできない。

　以下、用例の多寡の点からとりたて的な性質を持つものを先に見てその後で

主題について見ていく。

２.１　とりたて(対比)の場合

　筒井通雄(1983)が述べるように、対比の「は」は共通語において省略するこ

とができない。話しことばでも前の「は」はやや省略しても違和感が小さいか

も知れないが後ろの「は」は必ず顕現しなければならない。

(7) 僕ハ[*φ]行くけど、山田ハ[*φ]行かないよ。（文法性判断は筒井）

　今回、北陸方言談話資料からは次の用例が得られた。

(4)　苗取るがφおじじも、おとともあんかも、たのめりゃよいがやれど。

そっから田植えるがφ、おばばもおかかもあねはんも、ンな来てくれっ

さりゃよい思とるがやれど。[砺波] p.21（再掲）

(8) オラッチャネー キメヨゴス ユーテ キートレド、タベタコトφ  ナイガ。

[高岡] p.195

(9) （獅子舞の踊り方について）オマエノホーφ コーヤ、オラノホーφ コー

ヤユテ イサカエ ヨーシタチューガケ。[高岡] p.190

　(4)では苗取りと田植えが対比的に示されているが、その場合の準体助詞「ガ｣

が「ワ」で取り立てられていない。これを共通語にした場合やはり「は」がな

いと奇異に感じられる。(8)(9)も同様である。

図１　共通語の「は」

と「が」の使い分け



(4)' 苗取るの{*φ/は}お爺さんもご主人も息子さんも頼めればいいけれど。

それから田植えをするの{*φ/は}お婆さんも奥さんも娘さんも皆来て下

さればいいと思っているんだけれど。

(8)' 私は、「キメヨゴシ」と言って聞いて{*φ/は}いるけれど、食べたこと{*

φ/は}ないんです。

(9)' お前の方{*φ/は}こうだ（けど）俺の方{*φ/は}こうだと言って、よく喧

嘩したというんでしょ。

　このように北陸方言では、構文的あるいは文脈的に２つの名詞句が対比的に

示される場合、「は」は省略される傾向にある。

　

２.２　暗示的対比のとりたて性の弱さ　

　次に２.１の対比的なとりたてを表す「は」と関連して、否定文で用いられる

「は」について見ていく。

　三上章(1953:205)が指摘するように共通語では否定文で「は」が現れやすい｡

野田尚史(1998:214ff)はこのような否定文で用いられる「は」を肯定文との対比

を暗示的に示すものと捉え、「…ホタルがいない」のような不在の現象文かあ

るいは「知られていないのはこの点だ」の焦点を主語にした「この点が、意外

と知られていない」などいくつかの用法を除いて、否定文では暗示的な対比を

表す「は」が使われることが多いと述べる。

　北陸方言ではこのような否定による暗示的対比を表す「ワ」は用いられない

傾向が強い。

(10) 「ア、ニシダヤロ」「ウン、ナーン、ニシダデφナイ」[高岡] p.11

(11) (坊さんを呼んでこいと言われた子に父が)「どうやったい」言うたら、

「門のとこねおって、かあかあ、言うて行ってすもた」言うたら「そ

りゃお前烏やがい、んな門の所でφ無いちゃ…」[射水] p.179

(12) 「ニシダノ オヤ...。」「ナン、オヤφナイ。」[高岡] p.11-12

(13) ソンナモン ナン ワケノワカランヨナ ハナシφ デキン[白川] p.52

(2) ナイナェナェナェ。ソンナヨーナモノガナェ。[白川] p. 73 （再掲)

　得られた用例の多くは(10)や(11)のように「ではない」のような指定辞の否定

で「ワ」が省略されたものである。(12)はさらに「デ」も省略されている。他に

も(13)では「話しはできない」のように対象を取り立てる「は」も省略されるこ

とがある。また、(2)は否定文の主語が対比の「ワ」で取り立てられず格助詞の

まま現れている例である。なお動詞文の主語については、次の(14)のようなもの

も見られるが、このような「は」は共通語でも省略されることが多い。

(14) イマ、ナーン、カイツブリ(蝸牛)φ オラントコイネ　[高岡] p.40

　このように暗示的対比の「ワ」は概して北陸方言では弱く、この場合「ワ」

は用いられない傾向にある。

　ひとつ興味深いのは、(10)(12)(13)に見られるように、否定を含意する会話の

浮き草的な「ナ(ー)ン」が直前に用いられていることである。野田(1998:215)は



否定文で用いられる暗示的対比の「は」について「このような『は』は、対比

を表すのではなく、述語が否定であることを前もって知らせる働きをするよう

になって」おり、特に「ではない」の「は」はそのような形式化が進んでいる

ことを指摘している。野田のこのような観察が正しければ、北陸方言では「ナ

(ー)ン」が先触れ的に用いられることによって「ワ」がその役割から解放されて

いるとも考えられる。

２.３　状況成分に付加される「ワ」

　共通語では、「今」や「日本で」など時や場所の状況を表す成分が、述語に

近い位置に置かれた場合は「は」を伴わないが、述語から離れ文頭に置かれた

場合には「は」を伴って現れるのが普通である。

　(15)　日本で{?φ/は}リストラが深刻な問題となっている。

　これは場面を設定し、その場面について述べたり訊ねたりする場合に用いら

れる「は」である。このような状況成分に付加されるべき「は」も北陸方言談

話においては現れないことがある。

(16) イマデφ、アンマ タメラウッテコト イワンナ [白川] p.9

(17) あんにゃま、今朝φさぶて霜おっでとったがいし、ねんねちぶたいさか

いべっちょぼんぼしてやらっしゃいま。[砺波] p.85

(18) （始発文で）ヨメンニ イクトキニφ アタマ ユーテ チャント シテ イカ

ハッタガヤロー。[高岡] p.201

(3)　ヤッパ オーマキ(集落)デφドーヤ。[白川]  p. 40

(19) (地蔵祭りの賽銭の話)サイレド オラトコノ チョーナイデφ ソンナコト 

アンマ モライニ デンダコトイノ。[高岡] p.18

(20)  アノー アコニφ ソトボリチャー ナイガデ、ウチボリ ソク ソトボリチネ

ー。[高岡] p.35

(16)～(18)は共通語であれば通常「は」が付加される時の状況成分について、

「ワ」を伴わないで現れている例である。特に(16)のような「今デ」という形は

単に「今」という副詞的に用いられる時名詞に格助詞のみが付加された形とい

うよりは、すでに固定化された形式のようである。

　一方、(3)および(19)(20)は場所を表す状況成分に「は」が付かないで表されて

いる例である。(19)と(20)は否定の暗示的対比とも繋がる用法であるが截然と区

別されるものではない。

　このような状況成分に付く「ワ」は「今デ」のような固定化された場合を除

いて「は」を逆に伴うことも多く、どちらも用いられる。

２.４　「～(の)は…だ」文

　直前の質問文などに何らかの前提が示されており、その前提を述語にすると

いわゆる総記を表す陰題文になる。例えば次の(21B)のようなものである。

(21) A:誰がここにあったケーキ食べたの？



B:太郎が食べたよ。

　(21A)の質問文で前提とされている「ここにあったケーキ食べた」ことを述語

のまま残し、新情報を主語にすると(21B)が得られる。当然、(21B)の主語は新

情報であるから「は」で主題化されることはない。

　一方、(21A)に対しては次のように答えることも可能である。

C: ケーキ食べたのは太郎だよ。

(21C)では前提が準体助詞の「の」を介して主題化されて示されている。このよ

うな構文は強調構文とか分裂文などと呼ばれる。

　北陸方言では準体助詞としては「ガ」が用いられ、強調構文の主語は多く主

題化されないで表される。

(22) イチワン テットリ ワヤイガφ ナンカ オンゾハン マッツルオー ダイニシ

テ ハナシ シラレタホーガ。[高岡] p.16

(23) 「嫁さのこっちゃれど、なんも気きかんやつで、どないにやっかいかけ

ておるこっちゃる思て、ほんまに気の毒ですちゃ。」

「なんあんた、礼言わんなんがφこっちのほうですちゃ。」[砺波] p.40

(24) 「イマ、ナーン、カイツブリ(蝸牛)オラントコイネ」

「メッタニ。イマクンガφ カモダケヤ。」[高岡] p. 40

　しかしながら、次の(25)(26)のように前提となっていない場合でも準体助詞の

「ガ」が用いられる場合には「ワ」が「ガ」に後接して現れることが少ない。

(25) (靴の話)オマエノガφ フジサンミタイナ カッコーヤ ユーテネエ[高岡] 

p.139

(26) アノー アコニ ソトボリチャー ナイガデ ウチボリ ソク ソトボリチネー 

イマノ アルガφ。[高岡] p.35

　このように「ガワ」の回避は、上に挙げた主題・とりたての省略よりも広く

観察される。その要因が何かは今のところはっきりしたことは言えない。

　なお、２.１の対比のところで見た例文(4)はこのような「ガワ」の使用の回避

とも捉えることができる。

２.５　その他の性質による「ワ」の非用

　最後に上で述べた特徴では説明できない「ワ」の非用についていくつかみて

おきたい。

(1) 孫(20歳女性)：オ父サン、帰ッテキタ？

祖母(70代)：オ父サンガ キョー ８時ゴロ 帰ッテキタヨ…[金沢]

(27) （稲垣示という人が高岡市の公園整備に尽力したという話の後で）ダカ

ラ タカオカノ コーエンガ ソノッサンノ オカゲデ ノコッタト ウン ナン

カ…。[高岡] p.45

(28) アコノ ダイゲンジ(大源寺)ノ アコノ オヤベノカワ(小矢部川)イネー。ア

コガ ムカシ ホレネー スゲ(菅) ツクットタロガイネ。[高岡] p.56

(29) ンデ アンタガ オボエ ヨイデーエ、ナンデモ シットルデー、アンタ、ア



ンタニ キキャ イチバン ヨイワッテ。[白川] p.52

　(1)は孫が父の帰宅を訊ねたのに対して、父の帰宅を見ていた祖母が答えたも

のである。この答えの文では共通語では通常「は」が用いられるが、この例で

は主題化されていない格助詞がそのまま現れている。(27)および(28)も前文で既

出の名詞句である「高岡ノ公園」および「大源寺・小矢部川」を指す代名詞

「アコ」について「ワ」が用いられず格助詞のまま現れている例である。一

方、(29)は眼前の談話参与者「アンタ」を指す名詞句が、「ワ」で主題化されて

いない例である。いずれも特に総記的な意味あいのある文脈でないのにも関わ

らず「ワ」が用いられていない点に注意しなければならない。

　総記ではないとすれば(1)および(27)～(29)の用例はどのような理由によって

「ワ」が使われないのであろうか。(1)は一旦現象描写的に文を発したものと解

釈される。即ち、「あっ、お父さんが帰ってきた」の「が」である。しかしな

がらこのような用例は、[金沢]以外はいずれも回想を中心とした談話資料である

ためか同様の用例は観察されなかった。

　(27)(28)の用例はいずれも述語が動詞であるいわゆる動詞文である。これらの

用例中の「公園が残った」および「あそこが菅を作っていた」は、話者が直接

目で見たことではないであろうが「ガ」を使うことにより事実がより生き生き

と表現されているものと考えられる。(1)のような既出の名詞句について、それ

を主題化してそれについて述べるのではなく、その名詞句が主体となって引き

起こされる出来事をより生き生きと表現する手法としてこのような「ワ」の非

用があるのではないだろうか。

　しかしながら(29)のような形容詞が述語となり主語の性質について述べる文に

ついてはそのような解釈はできず、総記でなければ共通語の理論としては

「ワ」で主題化されなければならないところである。文脈としては「何か方言

で話をしなければならないと言われて適当な人を選んだ。その中で『アンタ』

は物覚えがよいので、『アンタ』に聞けばよいだろうと思って呼んだ」という

文脈であり、総記の「ガ」が使われる場面ではない。他に類例が見あたらない

のでこれ以上のことは分からないが、やはり事実として「『アンタ』が物覚え

がいい」ことを生き生きと伝える用法とも考えられる。

３.　共通語の「は」の体系と北陸方言の「は」の体系　

　前節で見てきたいくつかの要因は次のようにまとめられる。

　①　北陸方言では対比的な「ワ」が弱くしたがって「ワ」はとりたての形式

　　としてよりも主題としての用法のみに限定される傾向が強い。

　②　現象文的な捉え方の領域が右下の領域からDの有題文へと広がっている。

　これを図１を参考に表すと次のようになる。（黒く示したところは共通語と

特に用法が異なる部分の広がりを表す。）
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　ではこのような「ワ」の領域の狭まりと「ガ」の領域の広がりはどのような

要因によるものなのであろうか。対比の「ワ」の弱さについて考えられる理由

はそもそもこの「ワ」が談話文脈上前提となるいわゆる旧情報についているの

ではないという特殊な用法であることによるものと考えられる。また現象文的

な「ガ」の広がりは、既に述べたように、主題化された名詞句について叙述を

施すのではなく出来事全体を生き生きと表す手法が北陸方言ではより取られや

すいことによるものと考えられる。

　

５.　おわりに～残った問題　

　今回は日本語非母語話者の研究者がコーパスに頼って日本語研究を行うのと

同じく、内省に頼ることができない状況で、方言談話資料のみに拠って論を進

めた。談話資料自体まだ圧倒的に量が少ない上、follow up interview もできな

いため、限られた資料の範囲内で分かったことのみを述べた。そのため解釈が

間違っていることも予想される。母語話者のご指摘を待ちたい。

　ここで挙げた資料の話者はいずれも明治あるいは大正生まれである。「ワ/φ

/ガ」のような形式自体は現在も存在している形式の用法の変化は気付かれにく

く、ここで挙げた談話文法的な特徴が現在の北陸方言話者にまで正確に受け継

がれているか疑問もないわけではない。（同様のことを富山方言における逆条

件を表す「ト」について山田敏弘(2000)で指摘した。）

　最後に残った問題点についていくつか示しておく。

　まず地理的な分布についてであるが、本発表では便宜的に「北陸」とした地

域の中でも差がないわけではない。『全国方言資料』で石川県の他の地点でも

特に否定における暗示的対比の「ワ」の非用が認められることは確かめてある

が、その細かな用法ごとの使用の有無までは分からない。また富山県内でも今

回は西部の談話資料を中心として述べた。富山市およびそれ以東のデータとし

て井本三夫編『北前の記憶』に膨大な談話資料があるが、その中には上で述べ

たような「ワ」の非用は見あたらなかった。この観察が正しければ「北陸」の

図２　北陸方言の「ワ」

と「ガ」の使い分け



範囲はさらに限定されることであろう。また、歴史的な観点からの考察も必要

となろう。

　「ワ」以外の主題の形式についても今後調査をしなければならない。高岡の

資料からは次の形式が得られている。

　「チャ」は語源的に総称的な「というものは」との関連が深いと考えられる

が、それ以外の主題的要素にも付く。

(30) （タン貝というのは泥臭くて食べられないので）ショクリョーニチャ   

ナン ナランガデスケド [高岡] p.39

　「(ノ)コタァ」も「のことは」という意味ではなく単なる主題としても用いら

れる。

(31) コッデー イツノミヤデノコタァ ムカスノコタァ サケデ ベンボーシタン

デッカイト オルチャ。[高岡]　p.104

　また、富山方言で用いられる「ワ」の異形態である「ナ」は、真田(1998)に

あるように、本来、撥音の後に来る場合にのみ用いられていた。しかしながら

様々な資料で撥音以外の音に続く場合も見られる。

(32) (運転の)ジョシュナー オラントッキャ アノ ギョーシャナー カネ トンガ

カラ ナモカモ ヒトッデ ヤットッタワケヤ [高岡] p.97

　この場合本来なら「ァ」であろう。このような「ナ」の過剰般化も興味深い

現象である。

　更に富山方言では談話の埋め草的に代名詞が用いられることがある。

(33) オラφ アンタφ キンノ… [高岡] p.103

当然のことながらこのような場合には主題化形式は伴わない。

　「ワ」以外の北陸方言の主題・取り立て形式の運用についても更に研究が必

要である。
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