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On "Daro", "Daa", "De", and "Dee" in the Tokushima dialect
Takeshi SHIMADA
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Abstract
This paper aims to describe the functional characteristics of four sentence-closing particles,"da
ro", "daa", "de", and "dee" in the dialect of Tokushima spoken in the eastern part of Shikoku,
which is one of the four main islands of Japan. "Daro" has the function of supposition. "Da
a" is an allomorph of "daro", which stands for inference and the request to agree to it. "De"
has three functions: interrogation, presumption, and emphasis. "Dee" expresses the request for
confirmation.
Keywords : sentence-closing particle, supposition, interrogation, inference, request for confirmation
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2

武

徳島方言の地理的区画

徳島県は四国の東側に位置する県で、北に香川県、
南に高知県、西に愛媛県と接している。その地理的位
置から関西圏とのつながりが強く、その方言も全県的
に近畿方言と共通している特徴を持つと言われるが、
森 (1982) の区分によると、上郡（かみごおり）、下郡
（しもごおり）、うわて、海部（かいふ）、山分（さん
ぶん）の 5 区画 (2)に分けられ、図 1 * 2のようになる。今
回取り上げる方言は、下郡と呼ばれる地域の中でも北
東側に当たる、鳴門市と北島町、藍住町、松茂町など
で話されているものである。
3

図1

徳島県の方言区画

徳島方言の文末詞「ダロ」「ダー」「デ」「デー」

3. 1. 文末詞「ダロ」
徳島方言には、断定辞「ジャ」の推量形または「推量」の文末表現として「ダロ（ー）」 (3)(4)(5) が存在
する。頻度としては「ダロ（ー）」が優勢だが、世代によっては元の断定辞「ジャ」の音形が残り、「ジ
ャロ（ー）」と発話されたり、時に近畿方言のように「ヤロ（ー）」と発音されたりすることもある。上
野(1997)から例を挙げる (3)。
(4) ホラホーダロ／ジャロ／ヤロ（それはそうだろう）
(5) イクダロ／ジャロ／ヤロ

（行くだろう）

(6) イッタダロー／ジャロー／ヤロー（行っただろう）
(7) カカンダロ／ジャロ／ヤロ

（書かないだろう）

(8) カカンカッタダロ／ジャロ／ヤロ（書かなかっただろう）
3. 2. 文末詞「ダー」
上記の「ダロ（ー）」に類似した表現に「ダー」という文末詞 (3)がある。上記(4)-(8)は以下の(9)-(13)の
ように「ダー」を用いて言い換えられる。しかし、
「ダロ（ー）」が「ジャロ（ー）」と言い換え可能な場
合があるのと対照的に、「ダー」は「ジャー」を用いて言い換えることはできない * 3。
(9)

／

*ホラホージャー * 4

cf.

ホラホージャロ

(10) イクダー

／

*イクジャー

cf.

イクジャロ

(11) イッタダー

／

*イッタジャー

cf.

イッタジャロ

(12) カカンダー

／

*カカンジャー

cf.

カカンジャロ

ホラホーダー

(13) カカンカッタダー／

*カカンカッタジャー cf.

カカンカッタジャロ

この言い換えができないことから、
「ダー」は断定辞「ジャ」から独立して文末詞として分化しつつある
と考えられる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*2 図 1 は上野 (1997:2)(3) から引用し鳴門市の位置を加えたものである。図中の海部は灘とも呼ばれる。鳴門市、
北島町、藍住町、松茂町の位置は付録を参照。
*3 例の先頭に付されている「*」は実際には現れない例であることを表す。
*4 「ホラホージャー」という形式は「それはそうだ」の意味の時は実在するが、その場合は「ジャー」は断定
を表し、推量は表さない。
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ㄪࡣࠊ(14)ࡢࡼ࠺๓ࡢせ⣲⥆࠸࡚ࠕLL㸦L㸧ࠖࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀ࡚ࠕ᥎㔞ࠖࡢࡳࢆ⾲ࡍሙྜࠊ(15)ࡢ
ࡼ࠺ࠕLHࠖ㸦ࠕࢲ࣮ࣟࠖࡢሙྜࡣࠕLLHࠖ㸧ࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀ࡚ࠕ᥎㔞㸩ၥࠖࢆ⾲ࡍሙྜࡀ࠶ࡿࠋ୍
᪉ࠕࢲ࣮ࠖࡢሙྜࡣࠊ(16)ࡢࡼ࠺㡢ㄪࡣᖖࠕHLࠖ࡞ࡾࠕ᥎㔞ࠖヰࡋ┦ᡭࡢࠕྠពせồࠖࢆ⾲
ࡍࠋ
  (14) ࢜ࢼ࢝࢞ࢫࢱࣛࠊࢱ࣋ࣝࢲࣟ 㸦࠾࡞ࡀ✵ࡅࡤࠊ㣗ࡿࡔࢁ࠺㸧 㸺᥎㔞㸼
              LLHLL
  (15) ࢜ࢼ࢝࢞ࢫࢱࣛࠊࢱ࣋ࣝࢲࣟ㸽㸦࠾࡞ࡀ✵ࡅࡤࠊ㣗ࡿࡔࢁ࠺㸽㸧㸺᥎㔞㸩ၥ㸼
              LLHLH
  (16) ࢜ࢼ࢝࢞ࢫࢱࣛࠊࢱ࣋ࣝࢲ࣮ 㸦࠾࡞ࡀ✵ࡅࡤࠊ㸦ࡁࡗ㸧㣗ࡿࡼࡡ㸧
              LLLHL

㸺᥎㔞㸩ྠពせồ㸼

ୖグࡢ(14)(16)ࡣࡕࡽࡶࠕ᥎㔞ࠖࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ(16)ࡣヰࡋ┦ᡭࡢᏑᅾྠពࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊ⊂ࡾゝ࡛⏝࡛ࡁࡿࡢࡣ(14)ࡢࡳ࡛࠶ࡾ(16)ࡣ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋྠᵝࡢ⌮⏤࡛ࠊኳẼணሗࢆఏ࠼ࡿ
ࡁ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣࠕࢲࣟࠖࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
3. 3. ᩥᮎモࠕࢹࠖࠕࢹ࣮ࠖ
 ᩥᮎモࠕࢹࠖࠕࢹ࣮ࠖࡣᚨᓥ᪉ゝ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ (6) ࠋࡉࡽඛ⾜◊✲࡛ࡶࠊᵝࠎ࡞
ពࠊᶵ⬟ࢆ⾲ࡍࡉࢀ࡚࠸ࡿ (3)(4)(7)(8)ࠋࡋ࡚㬆㛛ᕷ࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࢆᣲࡆࡿ (9)ࠋ
  (17) ࢼࣥࢽࢶ࢝࢘ࣥࢹ㸽          㸦ఱ࠺ࡢ࡛ࡍ㸽㸧
  (18) ࣔ࢘ࢪ࢟ࢡࣝࢹ            㸦ࡶ࠺ࡍࡄ᮶ࡲࡍࡼ㸧
  (19) ࢧ࣮ࢵࢺ࢜ࢵࢸࢡࣝࢹࠋ        㸦ࢧ࣮ࢵ㏣ࡗ࡚᮶ࡿࡢࡼࠋ㸧
  (20) ࣔࣀࢫࢦࢼࣥࢪ࢙ࣥࢽࣥࣔࢩࣥࢻࣥࢹ 㸦ࡶࡢࡍࡈࡃఱ༓ேࡶࡢ㹙ேࠎࡀ㹛Ṛࢇ࡛ࡋࡲࡗ
ࡓࡢࡔࠋ㸧
◶ཱྀࠊᓊỤࠊἼࠊஂಖࠊᆏ⏣(2017)ࡼࡿࠊྛᩥࡢᶵ⬟ࡣࠊ(17)ࡣၥࠊ(18)ࡣ☜ಙࢆᣢࡗ࡚ពᚿ
ࢆ࿌ࡆࡿࠊ(19)(20)ࡣࠕ㹼࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ྠពࢆồࡵࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ௨እࡢᶵ⬟ࡋ࡚ࡣࠊ
ワၥࠊ່ㄏࠊᙉㄪ (3) ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡉࡽୖ᪼ࡸୗ㝆ࡢ㡢ㄪࡀ⌧ࢀࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓၥࢆ⾲ࡍሙྜ
ࡣᑀ࡞ゝ࠸᪉࡞ࡿ࠸࠺ (4)ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ᩥᮎモࠕࢹࠖࠕࢹ࣮ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣᵝࠎ࡞ᶵ⬟㡢ㄪࡀ࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣ
ᶵ⬟ࡈ࠸ࡃࡘࡢࢆᣲࡆ࡚ࡳࡿࠋ࡞࠾ࠕࢹࠖࡣࠕࢹ࣮ࠖࡶⓎヰࡉࢀࡿࡀ㸦㸸ࢼࣥࢽࢶ࢝࢘ࣥ
ࢹ࣮㸽㸧ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠕࢹ࡛ࠖ௦⾲ࡉࡏࡿࡇࡍࡿࠋ
3. 3. 1. ၥࡢࠕࢹࠖ
 ࡲࡎࡣၥࢆ⾲ࡍࠕࢹࠖࡢࢆᣲࡆࡿࠋ
ࠕࢹࠖࡢࡃせ⣲ࡢࡳࢆぢࡿࡓࡵ≧ἣࢆ⾲ࡍ㒊ศࢆᣓᘼධ
ࢀ࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋ

      ≧ἣ          

㡢ㄪ

ᑐᛂࡍࡿព

  (21) 㸦᥈ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸧 ࢥࣞࢹ㸽  HHH 㸦ࡇࢀ㸽㸧
  (22) 㸦ྭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ㸧 ࢾࢹ㸽  HLH 㸦ࢾ㸽㸧
  (23) 㸦③࠸ࡢࡣ㸧    ࢝ࢱࢹ㸽  LLH 㸦⫪㸽㸧
  (24) 㸦ᙜࡓࡿṚࡠࡢࡣ㸧ࣇࢢ࣮ࢹ㸽 LHLH 㸦ࣇࢢ㸽㸧

̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
*5 ᮏ✏ࡢ㡢ㄪࡢ⾲グࡣ࢝ࢼ 1 ᩥᏐᙜࡓࡿ࣮ࣔࣛࡢ㧗ࡉࡢⓎ㡢ࡀ㧗࠸ሙྜࡣࠕHࠖࠊప࠸ሙྜࡣࠕLࠖࡍࡿࠋࡲࡓ
㡢⠇ෆࡢୖ᪼ࠕRࠖࡸୗ㝆ࠕFࠖࡣࠊ⡆᫆ⓗࠕLHࠖࠕHLࠖࡋࠊ㛗㡢ࡋ࡚Ⓨ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋ
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(25)

（お菓子）

イルデ？

武

HHH

（要る？）

(26)

（テレビ）

ミルデ？

LLH

（見る？）

(27)

（もう荷物は）

キタデ？

HLH

（来た？）

(28)

（捜し物は）

ナンデ？

LLH

（何かな？）

(29)

（うるさいのは）

ダレデ？

HHH

（誰かな？）

上記の(21)から(24)を見ると、疑問の「デ」は前にある要素の音調にかかわらず音調が常に「H」で現れ
ている。また(24)の例からは、近年の徳島方言では基本的に実現しないといわれている (9)、 いわゆる拍内
LHL」のように復活しているように見える。これらの例の中には、(25)

下降が「デ」の前で「フグー

や(26)のように勧誘と解釈できる例も含まれていることが分かる。
疑問の「デ」は、先行研究で「丁寧」と記述される (4) ことが多いが、それは「デ」の代わりに、疑問
の文末詞「カ」が使用されたときと比較すると、幾分語気が柔らかぐことによると思われる。それはち
ょうど共通語で、
「これ？」と「これか？」のペアのように、疑問の「カ」をつけたときとつけないとき
の語気、または「これかな？」や「これかい？」に対する「これか？」の語気の差に相当する* 6。この
語気の緩和から勧誘の解釈も生じると考えることができる。
3. 3. 2. 推定判断の「デ」
次に(18)のような「確信を持って意志を告げる」とされている「デ」の例を見る。
状況

例

(30)

（バスはもうすぐ）

(31)

（言われなくても自分で）

(32)

（そんな馬鹿なこと）

音調

対応する意味

LLH

（（心配しなくても）来るよ。）

スルデ

HHH

（きっとするよ。）

セーヘンデ

HLLLH

（きっとしないよ。）

クルデ

= (18)

上記の(30)から(32)は動詞または助動詞に「デ」が付加されて、話者の推定判断を表す。この場合の「デ」
は、前にある要素の音調にかかわらず「H」の音調を持つ。したがって 3. 3. 1 節の疑問を表す「デ」と
同じ音調になるので、機能の区別は文脈に依存する。
3. 3. 3. 推定判断の強調の「デ」
3. 2. 2 節の例文の音調だけが違う形式で、推定判断の強調を表し、話し相手への何らかの働きかけを
することができる。
状況

例

音調

対応する意味

(33)

（バスはもうすぐ）

クルデ

LHL

（来るよ。急いで／安心して。）

(34)

（言われなくても自分で）

スルデ

HHL

（するよ。口出ししないで。）

(35)

（そんな馬鹿なこと）

セーヘンデ

HLLHL

（しないよ。口出ししないで。）

この機能を持つ「デ」は従来「詰問」と呼ばれていたものを含み、「L」の音調を持つ。したがって疑問
の「デ」とははっきりと区別して発話することができる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*6 疑問の「カ」に関連する例として、通常話し相手に対する問いかけとして、疑問詞に「カ」のみをつけた形
式は共通語では許容しにくい。例えば「お前誰だ」とは言えても「*お前誰か」とは言えない。
i.
ii

*誰か？
*ダレカ？

誰だ？
ダレジャ？

誰？
ダレ？

／
／

誰だい？
ダレデ？

／
／

誰かな？
ダレカイナ？

など
など

その場合は(i)のように断定の「だ」を使う、「か」を使わない、または「だい」「かな」のような文末詞をつけた言
い方になる。それに対応する徳島方言(ii)を見ると、「だ」に対応するのは「ジャ」であり、疑問辞を用いないのは
共通である。さらに語気を緩和する文末表現に対応するもののひとつとして「デ」があることになる。
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ᚨᓥ᪉ゝ࠾ࡅࡿࠕࢲࣟࠖࠕࢲ࣮ࠖࠕࢹࠖࠕࢹ࣮ࠖࡘ࠸࡚

3. 3. 4. ☜ㄆせồࡢࠕࢹ࣮ࠖ
 ࠕࢹ࣮ࠖࡣヰࡋ┦ᡭᑐࡋ࡚☜ㄆࢆせồࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ⏝ἲࡀ࠶ࡿࠋ
     ≧ἣ                㡢ㄪ  
  (36) 㸦᪩ࡃ⾜࡞࠸㸧   ࢯࣥࢹ࣮ 

HLLL 

ᑐᛂࡍࡿព
㸦ᦆࡌࡷ࡞࠸㸧

HLHL
  (37) 㸦100 Ⅼྲྀࡿ࡞ࢇ࡚㸧  ࢦࢵࢶࢹ࣮ HHLLLL 㸦ࡍࡈ࠸ࡌࡷ࡞࠸㸧
                      

HHLLHL

  (38) 㸦ḧࡋࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸧 ࢥࣞࢹ࣮   HHHL  㸦ࡇࢀࡌࡷ࡞࠸㸧

☜ㄆせồࡢࠕࢹ࣮ࠖࡣ(36)ࡸ(37)ࡢࡼ࠺㡢ㄪࡀ 2 ✀㢮࠶ࡾࠊࠕࢹ࣮(HL)ࠖࠕࢹ࣮㸦LL㸧ࠖ࡞ࡿࡀࠊ
(38)ࡢࡼ࠺ࠕHࠖᚋ⥆ࡍࡿࠕࢹ࣮ࠖࠕHLࠖࡢ㡢ㄪࡋ࡞࠸ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊᇶᮏࡣࠕࢹ࣮(HL)ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᙅࡲࡗࡓࡶࡢࡀࠕࢹ࣮㸦LL㸧ࠖ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠕࢹ࣮(HL)ࠖࠕࢹ࣮㸦LL㸧ࠖ
ࡣᇶᮏⓗࡣ㛗ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡿࡀࠊᖖ㛗࠸ࠕࢹ࣮(HL)ࠖẚ㍑ࡍࡿࠕࢹ࣮㸦LL㸧ࠖࡣ▷ࡵⓎ㡢ࡉࢀ
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
4 ⤖ㄒ
 ᮏ✏࡛ࡣᚨᓥ᪉ゝぢࡽࢀࡿᩥᮎモࡢࠕࢲࣟࠖ
ࠕࢲ࣮ࠖ
ࠕࢹࠖ
ࠕࢹ࣮ࠖࡘ࠸࡚ᶵ⬟㡢ㄪ㛵ࡋ࡚
グ㏙ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
 㡯┠

ᶵ⬟

㡢ㄪ

  (39) ࢲࣟ㸦࣮㸧

᥎㔞      

LL㹼LLL

  (40) ࢲࣟ㸦࣮㸧㸽

᥎㔞㸩ၥ

LH㹼LLH

  (41) ࢲ࣮

᥎㔞㸩ྠពせồ

HL

  (42) ࢹ㸦࣮㸧

ၥ

H

  (43) ࢹ㸦࣮㸧

᥎ᐃุ᩿

H

  (44) ࢹ㸦࣮㸧

᥎ᐃุ᩿ࡢᙉㄪ

L

  (45) ࢹ࣮

☜ㄆせồ

HL㹼LL

ࠕࢲࣟࠖࠕࢲ࣮ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣᶵ⬟㡢ㄪࡀ 1 ᑐ 1 ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊ
ࠕࢹࠖࠕࢹ࣮ࠖ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ(42)ࡢࠕၥࠖ(43)ࡢࠕ᥎ᐃุ᩿ࠖࡀྠࡌࠕH࡛ࠖ࠶ࡿࡇࠊྠࡌࠕ᥎ᐃุ᩿࡛ࠖࡶ(43)(44)
ࡢࡼ࠺ࠕᙉㄪࠖࡀຍࢃࡿ㡢ㄪࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ(41)ࡢࠕࢲ࣮ࠖ(45)ࡢࠕࢹ࣮ࠖ
ࡣヰࡋ┦ᡭᑐࡋ࡚ࠕྠពせồࠖࡸࠕ☜ㄆせồࠖࢆࡍࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡋࠊ㡢ㄪࡶࠕHLࠖࢆඹ㏻ᣢࡘࡇࡀ
ほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡘࡣࡕࡻ࠺ࠕ☜ㄆせồࠖࢆ⾲ࡍඹ㏻ㄒࡢࠕࡔࢁ࠺ࠖࠕࡌࡷ࡞࠸ࠖ (10)ᑐᛂࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࠊᚋࡣࠕ☜ㄆせồࠖ࠸࠺ㄯヰᶵ⬟ࢆ㍈ᑐ↷◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡶど㔝ධࢀ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ⊩
(1) ⸨ཎ୍ (1986)ࠗ᪉ゝᩥᮎモ<ᩥᮎຓモ>ࡢ◊✲ (ୖ) ࠘㸦᪥ᮏㄒ᪉ゝࡢ⥲ྜⓗ◊✲➨୕ᕳ㸧㝧ᇽ
(2) ᳃㔜ᖾ (1982㸧ࠕᚨᓥ┴ࡢ᪉ゝࠖࠗㅮᗙ᪉ゝᏛ 11 ୰ᅜᅄᅜᆅ᪉ࡢ᪉ゝ࠘ᅜ᭩ห⾜
(3) ୖ㔝 (1997)ࠕ⥲ㄽࠖᖹᒣ㍤⏨⦅ⴭࠗᚨᓥ┴ࡢࡇࡤ࠘p1-28, ᫂᭩㝔
(4) ᕝᓥಙኵ࣭㔠ἑᾈ⏕ (1996) ࠕᓥ⏫ࡢ᪉ゝࠖ 㜿ἼᏛ⣖せ 42㸦⥲ྜᏛ⾡ㄪᰝሗ࿌ ᓥ⏫㸧
  https://library.tokushima-ec.ed.jp/digital/webkiyou/42/4224.html 2019 ᖺ 6 ᭶ 29 ᪥㜀ぴ
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(5) 仙波光明 (2006)「藍住町の方言」『阿波学会紀要』52, p157-166.
(6) 金沢治（1961)『阿波言葉の語法』徳島市中央公民館付属図書館
(7) 上野智子 (1984) 「阿波方言の文末詞デ(一)」『方言研究年報』26, p41～59.
(8) 村田真実 (2016)「徳島方言における文末詞「デ」の音調と機能－徳島市及び近隣地域を中心に－」『音声言語』
Ⅶ p65-76.
(9) 硲口有香子、岸江信介、仙波光明、久保博雅、坂田千春 (2017)「鳴門市の方言」『阿波学会紀要』61, p149-160.
(10) 宮崎 和人 (1996)「確認要求表現と談話構造--「～ダロウ」と「～ジャナイカ」の比較」
『岡山大学文学部紀要』
25, p107-120.
付録：徳島県市町村地図による鳴門市、北島町、藍住町、松茂町の位置

フリー素材の「徳島県の地図（Word／ワード）https://www.digipot.net/?p=20909」から作成
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