方

言

研

究

の

推

進

ふ旛

研究方法の反省に成功すれば︑今までの︑もののとらえかたを︑

ある︒

是正することができよう︒また︑今まではあつかわないできたもの

はしがき
一九六五年六月五日︑大阪市の帝塚山学院短期大学で︑﹁日本方

うにもなろう︒研究法の展開が︑旧対象の新しい把撞︑新対象の新

声言語と見て︑研究してきたはずである︒話しことばというとらえ

もちろん︑人はたいてい︑口頭語の方言を︑これまでも︑純粋音

これを研究していかなくてはならないと思う︒

私は︑このせつまたいちだんと︑方言は︑純粋音声言語としで︑

﹁純粋音声言語としての方言﹂を研究すべきこと

論よりも実践であると︒︶

多くのことを述べてみたくも思う︒しかし︑また思うのである︒議

三の提言を試みる︒︵ここに述べることにとどまらないで︑さらに

右の意味をくんで︑私は︑以下に︑憂コロ研究推進のための︑二・

把塩になる︒

︵あつかうべきことを知らないできたもの︶を︑進んであつかうよ

言研究会第一回研究発表会﹂が開かれた︒その厩で㍉私は︑右の題
目のもとに︑すこしの発言をした︒今︑そのあらすじによって︑所
見のいくらかを︑開陳してみたいと恩う︒
言うまでもなく︑この発表では︑私は︑私自身を強くむち打ちた
いと思っている︒
方言研究の推進
すべての科学者が︑今日よりは明日にと︑願いをかけ︑夢を措い
て︑進歩を期している︒方言の科学を恩念する者として︑私もまた︑
つねに︑進歩を志していなくてはならない︒方言の研究を︑今日よ
方言研究の推進のために考えるべきことは︑一つに研究対象の開

りは明日にと．推し進めていくことを︑考えていなくてはならない︒
拓であり︑二つに研究方法の反省である︒二者は︑二にしてlでも
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かたは︑みな︑﹁音声言語﹂のとらえかただった︒が︑ふりかえっ
てみると︑・その音声言語のとらえかたは︑かならずLも︑純度の高
いものではなかった︒どうかすると︑しぜんに︑書きことばの見地
が導入された︒1−そこから︑話しのことば︑音声言語を見ること
が︑すくなくなかったようである︒たとえば︑︑クそうですノー︒〝

シ川﹂の﹁シ川﹂は︑﹁もし﹂の﹁し﹂であろ

○アパ シロアー︒

さて︑津軽での私の経験によれば︑こんなことがあった︒クあの
ね︒〃 というような気もちの表現の時︑
一．し

と言う︒﹁アノ

う︒1−−これが︑文末の︑呼びかけの文末詞である︒﹁あの︑も

し︒﹂なら︑なるほど︑クあのね︒〃 の意味になるはずである︒と

ころで︑その﹁シ聖のあとに︑わずかな空自がついている︒わる

パン︒クと言う＜近意︑紀州例V︑その

﹁ノン﹂をとらえては︑これを︑﹁ノ﹂と﹁ン﹂とに分けてとり上

んだか︑終わりで︑口が開くな︒﹂というぐらいなところがある︒

くすれば︑聞きのがしもしかねないものである︒気づいても︑﹁な

とともに︑ク叫−デス
げたりした︒関西の﹁スズシ ナック﹂︵涼しゅうなった︶をとらえ

オン

一し

ネシりアー︒

山へ行こうよ︒
これでは︑さきの﹁へ﹂に似て︑﹁ベ﹂のもとで︑﹁ア﹂音が出て

○ヤ君イ叩ク㌫

﹁アー﹂を見せている︒

これらは︑さきの例と同じように︑﹁もし﹂の﹁シm﹂のもとで︑

そうですものねえ︒

○ソン列

だもんねえ︒

○ン列オンシ用㍑︒

﹁ア﹂が問題である︒また︑つぎのような例がある︒

と言う︒﹁へ﹂で終わってもよいものが︑﹁へァ﹂となっている︒

は﹁サイ﹂の転︒﹁サイ﹂は﹁なさい﹂︒︶

はいって︑待って下さい︒︵﹁へ﹂は﹁セ﹂の転︒﹁セ﹂

○ハッ可 マッ可 へlア︒

ことかできる︒たとえば︑

しかし︑気をつけていると︑だんだんに︑この踵のものを多く聞く

ては︑連体形の﹁スズシイ﹂が副詞的につかわれていると説いたり
する︒方言の現象を︑何ものにもこだわらないで︑純粋に︑音声言
語の賢頭として見ることが︑とかく不徹底だったのである︒このよ
うな趨勢に対しては︑私どもは︑﹁純粋空白声言語としての方言現
象﹂を︑直視する必要があると︑強調しなくてはならない︒
方言の研究は︑共時論的にも︑比較論︵1すなわち通時論︶的
にも展開せしめられる︒比較論ないし地理学的研究のためには︑比
較すべきものの理想的なとり上げが先に必要である︒それゆえ︑方言
の研究は︑一般に︑共時論的研究を基礎基底とすべきことが考えられ
る︒その基礎で︑私どもは︑まったく純粋一路に︑方言の純粋音声
言語をねらわなくてはならない︒ものを正しくとり上げることが︑
すべての方言研究のもと︑貴重な出発になる︒
私は︑先年︑津軽万言の調査にしたがって︑こと新しくも︑方言
を︑まったく︑純粋音声言語としてとらえるべきことを痛感した︒
津軽方言には限らない︒広く東北方言を見ても︑．その実相は︑音の
也細にまで迫らなくては︑とらえることができないのである︒南方
の琉球方言などに関しても︑同じことが言える︒
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○ユキは ッ可J到アー︒

いる︒中止的表現の場合でも︑こういう音を出す︒たとえばこうで
ある︒
雪が積もってね︒
要する彗文表現で︑相手に訴えかけると︑その末尾に︑右のよう
一つの規則的なものとしてとらえられる︒いよいよもって︑私ども

に︑特殊の皆目を随伴せしめるのである︒事実は︑上記のように︑
は︑これを︑無視することはできない︒考えてみると︑これは︑文
末に必要な︑相手への訴え音なのである︒1−1これを︑文末訴え音
と呼びたい︒
津軽で︑こういう文末訴え音を耳にしつつ︑私は︑すぐに︑仙台
方面︑あるいは宮城県下の︑
㌧

○パー引︒刃二川−ツ叫可−︒
はあい︒何ね︒︵際の主婦が︑買いものに来た幼男に言

でないから︑文末の訴えの要素としては︑適当でなかろう︒︶望日

は︑口の開いた︑聞こえの効果の大きいものゆえ︑文末での訴え効

方言の把担としたら︑舌畠の研究にかぎらず︑どの方由の研究の

果をになう特殊要素として︑出てきてもよかったはずであろう︒

の︑．その音声形態を︑徴細にわたって︑とらえなくてはならない︒

場合にも︑実体・実情・真実の把捉のために︑私どもは︑方言現象

方言を︑方言の事象を︑

その正確と徹底とのために︑今は︑こと改めて︑

純粋音声言語としてとらえる

という言いかたをしたいのである︒﹁純粋音声言語﹂という︑その

﹁純粋﹂に力点がある︒この﹁純粋﹂の見つめかたが︑もっとも純

方言の世界は︑純粋口頭語の世界である︒そこにはいっては︑私

粋で︑高く捏くなくてはならないと思う︒

どもは︑出てくる現象のすべてを︑もっともしぜんに︑純粋音とし

のである︒純粋音声言語を︑それとしてとらえた時が︑ことばを︑

音とその違続とが︑生きたことばのすべて︑生きたことばの事実な

て︑純粋音の違続としてとらえるべきである︒ − このさい︑純粋

ャー﹂文末詞も思いおこした︒それらは︑﹁シャ﹂とか﹁ニャ﹂と

などの﹁〜シャー﹂ を思いおこした︒出雲地方や北陸地方の ﹁ニ

う︒︶

かに聞こえても︑もともと︑﹁シァ﹂﹁ネァ﹂なのだ︒文末音何の

い︑諸現象を︑まったく︑音とその遠視としてうけとる︒純粋音と

文字も何もない︑未開民族の言語は︑はじめてこれを調査するさ

生きたすがたでとらえた時なのである︒

勝負することが︑研究者に琴試される︒方言の世界に臨んだ場合

はたらきがみとめられる︒右の宮城県下例だと︑﹁何し﹂ ︵﹁し﹂
は﹁もし﹂の﹁し﹂︶の問いかけの下に︑文末訴え音の回かついた

いったらよいのだと思う︒ヨくことを予琵しない方言の世界に︑琶

も︑つまり︑右の場合と同様にことを考え︑同岸にものを処聖して

のである︒
考えてみると︑望日が︑文末に立って︑なんらかの訴えの効果を

−
つ
︒

きことばからの板壁せもって臨むことなどは︑あってならないと息

になうのは︑理にかなったことのようである︒訴えは︑すべて︑顕

︹

ヌー聖クというような﹁ヌー﹂形態は︑音の聞こえが顕著

︺

著な形態をとってこそ︑訴えの本旨にかなう︒︵たとえば︑クそう

です
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以上の趣旨に関連するものとして︑拙稿﹁津軽空己の研究﹂−

が作業して得たものを︑かまわず一枚の地図に排列する︒期間につ

がってこよう︒調査期間も長い︒長い期間に︑質のちがった人たち

で︑その人は︑多くの吉田分布図をつくっており︑童系上の︑こま

い被調査者であった︒〃などというのである︒そのようなあつかい

そうして︑クここでの九十いくつかのおじいさんは︑ひじょうによ

なはだしくちがう諸対象人物をのつかい︑男女別も無視していた︒

必要である︒︶ある学者は︑方言音損の地理学的調査で︑年層のは

と︑調査をできるだけ短期田作業にしようとする艮轟とは︑つねに

語地理学的な用心が軍かったのには失望した︒︵畏さに対する解釈

いては︑ある長さはやむを曇はいとしても︑その長さに対する︑言

︵﹁方言研究﹂ 考︶−がある︒︵広島大学文学部 ﹁紀要﹂︑
第二十四拳二号︑一九六五年三月︶
方法の学問かものの学問か
前項の論旨をうけて︑ここでは︑ものの学問の重要性を強調した
く思う︒
方言研究について︑いちおう︑﹁ものの学問﹂ ﹁方法の学問﹂と

ンクーバーの一大学の英語文体論をやる教導の雲間が忘れられな

かい薫銅を展開していた︒その作品は︑学位受領の論文だった︒バ

いうような判別をしてみよう︒もの曇正しくとり上げることの︑い
かにたいせつであることか︒ここのところを正しく通りきらなくて

い︒彼は私に︑イギリスの方言地建学についての三見を輯いた︒調

は︑方言研究を︑正しく前進させることはできない︒さきの文末訴
え音にしても︑ここまでを処理しなくては︑方言の事実を開いたこ

ク調査する人その人の︑質もそろえられていなくてはならないので

査期闇のことを私が問題にすると︑役はそれに同調すると同時に︑

はないか︒″︑と切りこんできたのである︒

とにもとらえた七とにもならないのであるから︑これの正柁な把捉
﹁もの﹂の把捉は︑実体の把迄である︒方言研究のためには︑方

にまで︑﹁もの﹂の学問を︑徹底させる必要がある︒

そうであるのに︑今日までのところ︑ものの学問はそこそこにし

方言地理学は︑けっしておそろしいものではなかった︒どころか︑

のの学問﹂に徹底するということを考えた時︑私の経放した西洋の

ものを正踵に ー ︵あらゆる習患昧において︶1とらえる︑﹁も

て︑方法の学問にはねをおるという傾向が︑わが方言研究界に︑な

てはいない︒進歩しているのは完図学−−まさに製図学／〜か

むしろ不安なものだった︒西洋の方言地艶等︑か昼皇ヲLも進歩し

言研究にふさわしい︑堅固な実体把捉がいる︒

くはなかった︒この傾向が︑今もなお︑かなり強いかもしれない︒

にかける資料そのものの整頓に︑私などのすぐに感じる疑問があっ

国記﹂に︑こういうことばがあった︒︵昭三九・八・二七︶

て︑そ受ニ﹂にしてはならない︑と︒かつて︑朝日新関の﹁新・入

私は︑すくなくとも︑こう言いたい︒﹁ものの学問﹂を︑けっし

も知れない︒

これは︑わが国の方言研究界ばかりのことではないようである︒

た︒たとえば︑現地調査の調査員をつかっても︑調査員たちの質の

西洋の言語地理学の︑二二二の実践を見たところで言うと︑製図

高下はまちまちである︒これでは︑いろいろの質差のある︑罠料があ
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﹁私は学者じゃない︒資料を採集する肉体労偽者だ﹂
これが︑だれのことばであってもよい︒私どもは︑これを頂きたく
思う︒研究の手だてをくふうする前に︑原資料を正しく整頓する肉
体労働者になること︑これが︑方言研究者に必要ではないか︒
比喩でなら︑こう言える︒水を使用する生活のためには︑水道管
を改良するよりも．湧いてやまない水源を掘ることが︑まず大切で
ある︒
ヽ

ヽ

アメリカの楕造言語学を適用して︑その方法にしたがって︑日本

方言会話の研究

さて︑ものの︑新しいとりあげかたとして︑一つ︑方言会話の研

究があると思う︒方言研究彗こういうがわからも︑粧進していく

方言の現実は︑会話の現実である︒人と人との問で︑何かが話さ

ことができるのではないか︒

れるところに︑方言の真骨頂がある︒方言は︑会扇に︑生きてい

ここで︑だれでもがすぐに採用していくことのできる一般的・合理

では︑方言会話というものを︑どのようにして研究していくか︒

のことだった︒

る︒こう気づいてみれば︑方言会話の研究は︑もっともあたりまえ

︵または掘る︶︒﹂ようなことにはならないことに︑徹底的でなく

水の輸送設備なりを用意して︑それに合わせて︑水源をたずねる

的な手順を立てることは︑容易でない︒じつは︑このため︑今まで

の方言というものをとらえるとするか︒その時も︑﹁水道管なり︑

てはならないと思う︒

し︑研究の重要さがここにみとめられるとすれば︑私どもは︑科学

は︑こういう部面の研究が︑おき去りにされてきたのだろう︒しか

的な討究法の発見につとめるべきである︒

研究のために︑方法の観念がさき立つことは当然であろう︒であ
っても︑ものに直到したら︑もののために︑ものの要求する方法

の個人のセンテンス遠征構造が問題になるのみならず︑その場画の

会話の中の一人刀人骨の︑やや長い話しなどを崇材にしては︑そ

﹁文童﹂︶違接構造が︑・研究興味の︑三対象になる︒

スに対もて我の一センテンスが出るなどの︑対は∴景引の﹁文﹂︵1

関の中で見ていく分析法が考えられる︒このさいは︑役の一センテン

二つには︑方言会話を︑人間対人問のこととして︑二者以上の相

ンテンスからセンテンスへの違続の構造が︑研究の主対象になる︒

ていく分析法が考えられよう︒このさいは︑一発言者の表現の︑セ

一つには︑方言会話を︑会話の中の一人の発言者にのみ即して見

を︑ものから︑開きとらなくてはならない︒今日までに︑わが方言
研究で︑いかに︑こと多く︑西洋のク理論タや方法が憎用︵じつは
おしあて︶されたことか︒おしあててみて︑通用の限界を考えたり
したのは︑一方から言えば︑迂遠なことであった︒非自律的なこと
だった︒︵立場というのは︑自律的なもののはずである︒︺
処理法は予定されるとしても︑ものにしたがう処理法改訂も︑予
定されていなくてはならない︒この態度で臨めば︑つねに︑ものの
兄かた・とらえかたを︑新しくしていくことができる︒もののとら
えかたを新しくすることと︑とらえてからの処理法を新しくするこ
ととが︑つねに一致しているのが理想的である︒

展開が問題になる︒場面の屋閑が分析されれば︑それに合わせて︑
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出現の個々のセンテンスを分摂してみることもできる︒︵去年︑漬
のさいは︑話題による衰弱の制的いっさいを考慮することの周到さ

戸口俊治君は︑大学院の演習で︑このような試みを発表した︒︶ こ

かあちゃん︑ここへ行こうよ︒ここがいいよ︒︵愛媛県今

たくまない︑それでいてじっにうまい反復表現が多い︒
㌧
○刺−チャン 可可イ イコ︒l訓ll訓l刺 パー ヨ︒

これは幼女の見せた反復表頭である︒人はしばしば︑第一文のつぎ

治駅で︒汽軍に乗りこんだ母子︶

に︑それのわずか一語をさしかえただけの第二文を︑くっきりと光

がいる︒
話す時と書く時とでは︑私どもの︑意識の流れがちがおう︒書く．

らせる︒会話表現の効果の︑見すごしがたいものがここにある︒

やりとりの︑二者問の会話でなら︑たとえば狂言の太郎冠者が︑

時は︑じっくりと︑物を押さえるようなここちであり︑話す時にく
が︑より早くて︑かつ︑やや乱拝にもなり︑一線的でない︒こうい

ておもしろみをもこしている︒ああしたことも︑方言会話に頻出す

主人のことばをくりかえす︒一見︑機械的なくりかえしが︑かえっ

らべれば︑意識の流れがおそい︒話す時は︑一般に︑意識の流れ
うことからしても︑方言表現の﹁文章﹂形態の分析には︑書きこと

方言会諸研究のためには︑とにかく︑会話例を︑相当に長く︑記

ることである︒

ばの分析にはとらわれない自由さがいることが︑明らかであろう︒
方言会話に︑個人的習癖のあることは︑しばしばみとめられると

して︑統合の努力を重ねる︒このようなしごとを︑いくつもいくつ

録してみることがよい︒第一には録音し︑第二に︑それを忠実に転

ころである︒応答のことば一つにしても︑時に︑個人的習癖の甚し

もの︑ちがった録音例について︑やってみる︒それらの作業結果を

写する︒その結果を︑縦横に解剖し︑比較すべき要素・要件は比較

の地方的習慣と言えるのではないか︒方言的習慣の顕票にみとめら

賃成する︒こうすれば︑なにほどかの︑科学的な説明は︑かならず

いものがある︒方言会話に︑方言的な習慣のあることも︑時にみと

れるのは︑通常︑特殊の場合においてばかりかもしれない︒また︑

実現することができよう︒︵一つの資料例として︑﹁三重県方言﹂

められよう︒入間ことばなどと言われたものも︑一種の︑方言会話

っても︑なお︑私どもは︑一般的に︑方言には︑その方言会話の方

かぎられた︑特窪的な方言においてのことかもしれない︒そうであ

第一三号 特集﹁志摩町越賀・和具の会話﹂をあげておく︒︶

にもみとめられる︑顕著な事実にちがいあるまい︒反復法のほか

会話法を︑個人に即して見た場合︑﹁反復傾向﹂は︑どこのだれ

とらえることができたら︑研究は成功と言える︒

き︑さらに︑方言会話にでなくては見られないような特性の条々を

しろい︒方言会話ですぐに見られる特性の条々をあげることがで

うか︒塾や傾向や特殊相が︑いろいろに兄いだされるようだとおも

らかの︑会話法の型というようなものを明らかにすることができよ

科学的な説明として︑たとえばさきの反復法に関連しても︑なん

言的習慣のありうることを︑予定しておくことが︑有意義だと思
う︒明確なものがすぐに発見できるかどうかは別として︑方言的習

に︑何が︑これと並ぶほどに大きな傾向をなしているか︒ちょっ

慣の存在する可能性は︑どこの方言にも︑あるはずである︒

と︑思いよりもつかないほどである︒方言の会話には︑方言人の︑
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でもない︒生き生きとした方言研究が︑この方画の研究に︑期待さ
れよう︒

接表現法の研究なども︑おのずからここに含まれることは亭っま

なる︒達文法︵﹁文﹂の違技法︶や楕文法の研究︑直選表現法や間

方言会話の研究は︑﹁生活詔としての方言﹂の︑総合的な研究に
とする︒

く猿型的なものとなる︒抑揚の研究は︑この賃塾の把捉を主要目的

あり︑個々の抑揚に︑共通的な因子があるため︑抑揚の発頭も︑多

の二途を考えることが︑研究法の新長路に．登ると考えている︒≡味諭

の二見地で︑おこなっていくことができるのではないか︒私は︑こ

︵意味の研究
抑揚の研究

新しい心がまえでおこなうとすれば︑

方言の研究を︑従来の研究部門別︵音融・文法など︶を超えて︑

を︑私は︑つぎのようにも︑説明してみたく思う︒

抑揚の記述の重要性︵1したがって︑抑揚甑塾の把転の一班項性︶

ることそのことが︑すでに抑揚研究の直接目的にもなるはずである︒

映する︑意味の漂いものである︒この点では︑個々の抑揚をとらえ

う︒とらえてみれば︑個々の抑揚自体︑みな︑二言譜表頭の生命を反

が︑的把にとらえられなくてはならないことは︑言うまでもなかろ

抑揚類型の挟究把捉のためには︑個々のパロールとしての抑揚

ことも︑興味ぶかい作業である︒

ろん︑多方言にわたって︑抑揚餌型の比較的︑地理学的研究をす名

抑揚の類型は︑抑揚の社会的習慣である︒それゆえ︑これが︑方
言社会に存立する方言の研究のうえで︑重要な研究項目になる︒む

抑揚の研究
つぎに︑私は︑空きのよい方言研究のため︑抑揚の研究を提案す
る︒この画で︑方言研究を推進させることも︑私どもの急翳だと信
hレる︒

抑揚は︑一センテンスまたは 文以上の達抗体にl︑文脈と並行す
るものとして認定される．ところの︑イントネーション︑﹁音の高低
起伏の波の進行事実﹂である︒
イントネージョンという術語を︑センテンスアクセントといつ術語とは︑区別する︒センテン
スアクセントは︑文字どおり︑一センテンスにみとめられるもの︑1そういぅ︑かぎられた

て︑センテンスに関しては︑語につ圭請アクセントを言い︑文につきモアクセントを言う︒以

意味のイントネーションである︒r4ントネーションは︑達文上に臼・Eにみとめられるもの︑特
殊の場合として︑達文の臨隈である一センテンスにみとめられるものである︒︵こうしておい
上で︑名目の意虫と利用法とは︑はっきりとしていよっ︒︶

発的に見える︑くらげの運動にも︑鍵動の摂理があるにちがいない

抑揚そのものは︑沌乎たるパロール．である︒しかし︑一瞬々々が偶
のに似て︑偶発的個別的に見える個々の抑揚にも︑その二つ以上に

しかも内在諭的見地に立つものである︒抑揚請も︑正長には話しこ

てに関与する︒1言いかえれば︑それらすべてを積う︒誓って︑

とばの︑文法にも音声音嵩にも︑詔詞詔墓にもわたるべきも聖であ

は︑文法にも︑音声音招最にも︑語詞藷墓にもわたり︑それらのすべ

る︒不安定そうに見える抑揚にも︑じつは骨が通っているはずであ

る︒そうであって︑この方は︑形式論的見地に立つ︒このように︑

わたる︑なんらかの共通因子があるはずである︒すなわち︑抑揚に

る︒骨がなかったら︑抑揚は抑揚として立つことができない︒︵Il

も︑そのパロールを支えるラングが︑そのすぐ背後にあるはずであ

人に︑ある意味のもとで︑通用するものとはならない︒し抑揚に骨が
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二者は同方式のものであって︑かつ︑表責関係に立つものである︒

強調している︒これは甥祝的方向である︒どちらの方向にしても︑

現実の現象の円満な把捉につとめる暗︑方言研究は︑方言科学の名

分析にちがいない︒私どもが︑分析を正しく二方向におし進めて︑

てじゅうぶんな方法だと考えられる︒このように考えられを﹁二に

表裏た見わけうる二つのもの︑この二途が︑二にして一︑必要にし

陥わしい︒
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化的影坪力を持った﹁日本の方言研究﹂︑方言科学になることが︑

方言研究が推進されて︑わが方言研究が︑それこそ︑世界への文

研究にも︑よい影響を与えるはずである︒

う︒こうしてうまれる︑方言の︑其の日本学が︑世界の他国の方言

上げるならば︑まさに日本語学の名に価する︑方言の学問ができよ

日本語の方言に即し︑その班宍のものを︑正しく二方向からとり

ヽ

にふさわしいものになろう︒

ヽ

して一﹂の抑揚研究の重要性は︑多く言うまでもなかろう︒その抑
揚研究のいっさいのために︑どんな個別の抑揚の記述も︑・11その
記述の一個も︑きわめて重要である︒
抑揚は︑言語．表現の成情血統とも見られよう︒未知の人同士も︑
抑揚で︑心を通わすことができる︒抑揚は︑ことばの意味作用その
ものとも言うことができる︒荊癌が︑生きたことばでもある︒
それゆえ︑抑揚類型の研究も︑ただに形式的なものになってはな
らない︒哀痛の表現力・意味作用を躍誼するために︑抑揚類型を求
抑揚損塾の探究としたら︑はじめに︑センテンスの抑揚︵イント

めてこそ︑それを求める憲黄がある︒

い︒つぎに︑特殊構造の二文違浩体︵たとえば﹁ペイ︒ワカ利男マーシ

ネーション︶⁚HHH文アクセントについて︑類型の探求をしたのがよ

以上︑私は︑﹁言語研如巴の方法として︑﹁抑揚の研究﹂を考圧

タ︒﹂︶についての類型探究におよぶ︒．
する︒抑揚研究の開拓が︑方言研究を大いに稚進せしめることにな
るのは︑明らかであろう︒
むすび
方言研究の粧進を主題にして︑私は︑方言会話の研究や抑揚の研
究を強調した︒これは︑巨視的方向の開拓を言っている︒一方︑純
粋音声言語の観点から︑方言現象の彼細を精密に観察すべきことを
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