
形容詞の語彙的意味と形式の相関
―琉球・多良間島方言―

下 地 賀代子

は じ め に

山本１９５５に指摘されて以降、古典語の形容詞のク活用とシク活用の別が

その語彙的意味の別と対応していることは良く知られている。現代語ではそ

の区別は失われてしまい、かつての活用の仕方に関わらず同じ形をとって現

われているが、形態的な区別はなくとも、語彙的意味の違いによって文中で

の位置やふるまい方が異なっていることが、これまでの先行研究によって明

らかにされている（荒１９８９、樋口１９９６、２００１、八亀２００１、２００３など）。

琉球方言について、首里方言を始めとする沖縄本島方言では、「＝saNに

終わるものはク活用の形容詞に、＝sjaNに終わるものはシク活用の形容詞

にそれぞれ対応する」（上村１９６１：３５４）というように、―sa―と―sja―の区別

が活用タイプの違いに対応することは周知の通りである。同じく北琉球方言

に属する奄美方言でも、サアリ系統の活用を示す方言の多くで、やはり「ク

活用」、「シク活用」の区別のあることが指摘されている１。これに対し南琉

球方言では、サアリ系統かクアリ系統であるかに関わらず、ク活用とシク活

用に相当する活用の型の区別のみとめられない方言の方が多いのだが、その

先行研究のほとんどは、「区別がない」、ということを示すに留まっている。

１ 琉球方言の形容詞の活用には、「サアリ型」と「クアリ型」の２系統が存在し
ており、前者は奄美・沖縄の北琉球方言を中心に多良間（方言、八重山方言に
かけて分布し、後者は多良間以外の宮古諸方言と奄美大島北部方言に存在して
いる。名嘉真１９８６は、これらの活用の系統と「ク活用」・「シク活用」との関係
について、「前者（＝サアリ活用＊引用者）には多くの方言で活用上ク活用と
シク活用の区別が見られるのに対し、後者（＝クアリ活用＊同上）にはその区
別を有する方言がこれまでの調査では一例もない」と述べている。但し、「語
彙的には／―si―／に対応する部分を有し、区別があるかまたはかつて区別があっ
た」ことも併せて指摘している（pp５９９―６００頁数は名嘉真１９９２）。
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だがそれは、山本１９５５が古典語において見出した「意味上の対立関係」も

みとめられない、ということをも意味するだろうか。これまでの琉球方言研

究では、形容詞の活用の別からさらに、その語彙的意味と文中における現わ

れ方との関係性にまで踏み込もうとする試みが全くなされてきていないので

ある。

この点を補うべく、本研究では、南琉球に位置する多良間島方言を対象と

し、その形容詞の語彙的意味と形式との関わり合いについて、考察を試みて

いく。その具体的な方法としては、連体修飾と述語の位置に現われている形

容詞の両方を記述・考察していく必要があるのだが、今回は連体修飾の形容

詞のみを取り上げることとする。

１．多良間島方言とその表記について

１―１．概観

南琉球に属し、宮古島と石垣島のほぼ中間に位置する多良間島の仲筋字と

塩川字で用いられている言語を「多良間島方言」と総称している２。多良間

島方言は普通宮古方言の下位に位置づけられており、それは行政上の区分と

も一致するのだが、宮古と八重山、両地域方言それぞれとの類似点を持って

いることがこれまで指摘されてきている（特に、動詞は宮古方言系、形容詞

は北琉球方言や八重山方言と同じサアリ系という形態論的な特徴）。

１―２．表記法

本文では、共通語音との区別のため、音韻表記によって示していくが、用

例では読みやすさを重視し、カタカナ表記を用いることとする。音韻表記と

の対応は以下の通りである。

２ 多良間島とその北方約８km離れた水納島とで、多良間村を形成している。２
島３地域（仲筋字・塩川字・水納字）。人口は約１，４００名。村の公式HPによる
と、宮古島の西方約６７km、石垣島の北東約３５kmの海上に位置しており、琉球
王国が中継貿易で栄えた中世には、沖縄本島と宮古、八重山地域を結ぶ航海上
の要所であったという。（「多良間村」http:／／www.vill.tarama.okinawa.jp／）
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ア ／a／、カ ／ka／、トゥ ／tu／、ツ ／cu／、ヴァ ／va／、バ ／ba／、

キャ ／kja／［拗音］、ン ／N／［撥音］、ん ／M／［両唇は接している］、

ッ ／q／［促音］、アー ／a：／［長音］

また特殊音がいくつか現れるが、その表記は以下のようにおこなう。

イ°／�／［中舌狭母音］、キィ°／k�／、スィ°／s�／、スゥ°／sü ／、

り°／L／［歯茎側面音］

共通語訳について、（ ）は語の補い、｛ft.～｝は意訳、｛note.～｝は説明で

ある。本研究で用いている用例はいずれも拙論２００６bの「資料編」によって

おり、主に「自然談話」、「多良間の民話」の２つを用いている（後者のみ

［民］で示した）。各資料の詳細は拙論を参照されたい。

２．多良間島方言の形容詞

この方言の形容詞の基本的な構造は、以下に示すようなものである。

高い taka＋sja＋aL タカ―サ―アリ

安い jaq＋sa＋aL ヤス―サ―アリ

すなわち、語根＋sja／sa＋接尾辞aL（厳密には接尾辞化した補助動詞）の構

造をとり、語根＋sja／saが活用の語幹として位置づけられる。だが、語根に

あたるtaka―が、taka mi：（｛位置が｝高い目）のように単独で名詞を修飾す

ることや、またtaka：takaのように２つ重ねられた形で述語となることなど

から、古典語と同じくその独立性の高さがみとめられる。本研究では、名詞

的接尾辞サの後接したtakasja―の形を「サ語幹」、サを伴わないtaka―の形を

「基本語幹」と呼んでいく。

サ語幹について、―sja―と―sa―のように、口蓋音と直音が現れているが、

この方言では共通語の「サ」に口蓋音化した「sja」が対応するので３、前者

が基本的なタイプである。実際、このタイプに属する形容詞の数が最も多

い。―sa―の口蓋化が起こらないタイプは、その直前の音が促音化したために

３「サ」と「sja」の対応例には、例えばsjaki（酒）、asjaL（アサリ）、kasja（傘）
などがある。
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口蓋化を免れたものである。すなわち、多良間島方言の形容詞に見られる―

sja―と―sa―の別はあくまで音声的なものであり、いわゆるク活用、シク活用

の区別を表すものではない。またその活用の仕方は、サ語幹の違いに関わら

ず、〈存在〉を表す動詞aL（ある）のそれと基本的に同じであるが、述語と

なる各活用形のvariantはaLよりも豊かではない。だが、本稿で取り上げる

連体形については、形容詞のほうがはるかに豊かである４。これは、形容詞、

動詞というそれぞれの品詞の果たす中核的な機能の異なることを示すもので

あろう。

また、現代共通語に見られるイ形容詞とナ形容詞の区別も、積極的には見

出せない。この方言ではナ形容詞に対応する語も、一部を除き、「語根＋サ

＋アリ」という語構成を示している（ex. kic�gisja：L綺麗だ、janasja：L嫌だ、
piNnasja：L変だ、c�Ndara：sja：L哀れだ）。

３．規定語となる形容詞

体言（名詞）の前に現われてそれをかざる形容詞、すなわち規定語として

ふるまっている形容詞についてみていく。この方言の形容詞の連体形には

３タイプの形式がみとめられのだが、形容詞の語彙的意味の違いによって

これらの形式は使い分けられている。また、かざられ名詞の「質」を「規定」

するという文法的役割から５、現われる形容詞の偏りが見られる。

３―１．Ｌ形

叙述法・断定形と同形である。そのため、共通語の場合と同じくいわゆる

「終止形」＝連体形のようにも見える。だが、実際の使用においては３―２の

４ 多良間島方言の動詞の連体形は、強変化、弱変化といった活用の仕方の違いに
関わらず、基本的に「終止形」と同音形式＝「同形型」（kak�書く，mi：L見る，
s�：する）と〈勧誘・意志〉、〈推量〉のムード的意味を表す「推量形型」（kakaz
�：書こう，mi：z�：見よう，sju：z�：しよう）の２種である。詳細は拙論２００６aを
参照されたい。

５「形容詞の意味的な性格のちがいは、それが文の中ではたす機能もきめてか
かっている」（樋口２００１：４５）。
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基本語幹用法の方が優勢であり、この形が用いられることは非常に稀である。

� ハイ，ウマシャーり°ムヌ―ガマ ニー ファーシャ―ダー―ティ イ°

ジー．ねえ、おいしいもの（を）煮て（あの子に）食べさせなさいっ

て（あの子の母親に）言った（よ）

� サーサー ワーラ―バ バ―ガ ッファ，イキー ウーシャーり°ウスィ°―

カラ シャーリー キー クルシー ファーシ．さあさあ（まだフカが）

いらっしゃるなら我が子（よ）、大きい牛から連れてきて殺して食わ

せろ［民］

� イミシャーり°ケー，チーサイ コロ―バ ヌバシー―ガ，ンナ セイカ

ツスィ°タり°―ティ イ°ーバ，小さい頃、小サイ頃はどのように生活

したかと言うから｛ft．聞くから｝

� アンシヌ ガガリ ウスィ°―マイ―ドゥ，ウップガ―ヌ，デーン チュー

シャーり°ウスィ°―トゥ アーシャイり°＝ナー．そんな痩せた牛で

も、大きな、１番強い牛と闘えるね｛note. 反語｝［民］

また、Ｌ形にはテンスの対立が見られる。形容詞の連体形は、かざられ名詞

が指し示すモノゴトの、コンスタントに存在する「特性」を示すものであり

（〈質規定〉）、テンスに無関心なのが基本である。だが、以下の用例のよう

に、名詞「牛」の持つ「（１番）強い」という〈特性〉が基準時点において

は失われてしまっている場合などは、それがか
�

つ
�

て
�

のものであることを示す

ために過去形が用いられる。但し、非過去連体形はテンスに無関心であり、

両者は、その文法的機能において対立していない。よって、Ｌ形に見られる

テンスの対立は、あくまでも形態上のものにすぎないと言える（擬似テン

ス）。

� クレー，クヌ，デーン チューシャータり°ウスィ°―マイ，ガガリ ウ

スィ°―マイ，ウスィ°―ンケー んマリり°マイ―ヤ ニンギン―ドゥ ア

タり°―ガドゥ，これは、この、１番強かった牛も、痩せた牛も、牛へ

生まれる前は人間だったけど、［民］

Ｌ連体形形容詞の用例は非常に少ないのだが、 upusja：L us�（大きい牛）、
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nagasja：L taki（長い竹）といった量的な程度を始め、cja：sja：L us�（強い
牛）、umasja：L munu（うまいもの）、（munu ubui ―nu）nifusja：L p�tu（（物
覚えの）にぶい人）など、ヒトやモノに恒常的に備わる〈特性〉を表す形容

詞が、この形をとるようである。また、経過してゆく時間のある部分を漠然

と指し示す名詞ke：（頃）の前に位置する場合とbuqsa：L（欲しい）の場合は、

原則的にＬ形が用いられている。前者について、その意味内容から、

imisja：L（小さい［例３］）やbakasja：L（若い）、jarabisja：L（幼い）といっ

た、ヒトの、基準時点（発話時点）の状態よりも前の段階を表す形容詞が現

われている。

� ナツコ，ッヴァー，バカシャーり°ケー，アン―ユり°ウンッシュク

トゥ パーり°タり°ル―ガドゥ，なつこ、あなたは若い頃、私よりうん

と（早く）走ったけど、

� ティホン―ヌ シーニン アリー，クヌ シーニン―ヌ ブッサーり°ム

ヌー ヌー―マイ ッフィ―ダカー ナラン，手本の青年だから、この青

年の欲しいものを何でもくれなければならない｛ft. 何でもやろう｝［民］

３―２．基本語幹用法

基本語幹が独立に連体修飾の機能を果たす。この方言の形容詞の最も中核

的な用法であり、最も優勢な形式である。Ｌ形と同じく、この形をとるのは

主にモノゴトの〈特性〉を表す形容詞であり、s�形（３―３）との使い分け

の傾向がみとめられる。この点については後述する。

� アレ，ナガ エーグ アラー―ダタん＝ヨー．アレ（は）、長い歌じゃな

かったよ

	 ウプ ヤー―ドゥ アタり°＝ヨ，カーデー．大きい家だったよ、カー

ディ｛note. 屋号｝は


 イキラ ムヌ―ヌドゥ ヌクり°少ない物が残る［諺．「少量だと誰も遠

慮するから残ってしまう」］

� ウヌ，ウラソエソン―ノ オヤクニン―ヌ ヤー―ンケー，カー キナイ―

ガマ―カラ，イディー，パタラキー，リョーキン―ヤ ウキー ブり°．

シェイネン―ガマ―ヌ ブり°＝シャー．その浦添村ノオ役人の家へ、貧
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しい家から、出て働いて料金は｛ft. 賃金を｝受けている。（そのよう

な）青年がいたよ［民］

� ウェー，ハルチャン―ガ ケーティ ブり°．ウレー ウマ カースィ°．

ほら、ハルちゃんが買っている。それは美味しいお菓子

 ヌバシヌ クンシヌ キチギ ピィ°トゥ―ヌ―ガ キー ナラ―トゥ ケッコ

ン―バ シーり°―ガ―ティ，どうしてこんな綺麗な人が来て自分と結婚

をしている｛note. 夜を共にしている｝のかと、［民］

� ゲツヨー―ン―ガメ―ドゥ ビィ°ータ ウヤ―ヌ んメ―ヌ ウブナーり°．

月曜には、（身体の）弱っている父親たちが、集まる｛note．デイケ

アセンターの話。月曜は男性ばかりが来る日だということ｝

これらの用例は一見、あわせ名詞の前要素のようにも見えるのだが、複合語

に特有の意味の特殊化―例えば、「黒木（くろ―き）」という語がもはや「黒

い色の木」を表わさず、「黒檀」の別称となっているような―は伴っておら

ず、やはり、活用形の１つとして捉えられるべきものである。だが、

bakamunu（若者）、u：ami（大雨）、upukadi（強風｛大風｝）、janabata（意

地悪｛嫌な腹｝）など、明らかにあわせ名詞であるものから６、imi―ja：（小さ

い家／小屋？）、au―manaku（青い眼／青眼？）、ara―mi：（粗い目｛＊網の目

など｝）、naga―p�diL（長い日照り）などのように、接辞化・意味の特殊化
の有無がはっきりしない用例も現れており、その線引きは難しい７。この問

題については、稿を改めて考察していきたい。なお本稿では、明らかにあわ

せ名詞と判断され得るもの以外は、基本語幹用法の用例として便宜的に扱っ

ている。

またこの用法では、munu（もの）と組み合わさって文の述語に位置し、

叙述法・断定（いわゆる「終止形」）のようにふるまう用例も現われている。

このときのmunuは形式名詞化しており、そのくみ合わせ全体で、先または

後に示されているモノゴトの非アクチュアルな〈特性〉を表している８。

６ 要素の一部が接辞的であること、またある特定のモノゴトを指し示しているこ
となどから、それは明らかである。
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� イヌブンヌ，ウナギ―ガ アリー ウキィ°バー，ヤグミ ムヌ＝シャイ

カ，どれほどの（大きさの）ウナギだったのか、畏れ多いことだよ［民］

� んメ イチネンキ，ペー ムヌ＝ナー．もう一年忌？早いものだね

� んメ ウンシー カイシャリー．ピンナ ムヌ＝シャー ムヌバナスィ°―

ティー―ヤー．（王様は）もうそのように（言い）返され（てしまっ）

た。変なものだよね、物話｛ft. 昔話｝とは［民］

３―３．s�形
基本語幹に接辞―s�がついた形式である。ヒトの内的な〈状態〉を表す形
容詞のうち、心理的な状態、いわゆる感情形容詞が規定語となる場合に用い

られる形式である。

� ‘タラマシュンカニ’―ティー―ヤ，パズィ°カスィ°リキシ―ンカ―カラ―

ドゥ んマリー ブり°．「多良間シュンカニ」｛note．歌謡名｝とは、

恥ずかしい歴史（の中）から生まれている［民］

� ユシャラビガタ―ン，カナスィ°ッファ―ヌ んメ―ウ フニ―んカイ

スィ°―ガ ウリり°―バドゥ，夕方、愛しい子供たちを舟迎えに（ft．

子供たちの乗った舟を出迎えに）（北の浜に）降りると、［民］

� ドゥー―ンダカリー カンシー ンダラースィ°クラスゥ°ー スミー―ヤ

７ あわせ名詞か否かを判断する手がかりの１つとして、連濁現象が挙げられる。
多良間島方言にも、taka―gi：［高―木］、imi―bus�［小―星］、jo：―zjake［弱―酒］の
ように、後部要素が濁音化して現われる用例が見られるが、このとき、その意
味は特殊化してはおらず、あくまでも、ある個別的な「木」、「星」、「酒」のも
つ「高い」、「小さい」、「弱い」という〈特性〉を規定しているに過ぎない。それ
ぞれの適切な共通語訳は「高い木」、「小さい星」、「（アルコール度数の）弱い
酒」であり、１語化している形式に意味が対応しきれていない、言い換えれば、
「表現面と内容面の矛盾」（松本１９８６：１６０）が生じていることが指摘される。
また、これらを、共通語の「高（コウ）―」や「小（ショウ）―」、「弱（ジャク）―」
に類する接頭辞と捉えることもできそうであるが、判断の基準、また他の形容
詞に対しても同じ捉え方ができるかということなどについて、さらなる記述、
考察が必要であろう。

８ またこのとき、その〈特性〉が「何らかの基準との比較のなかでとらえられて」
いること、つまり、話し手の「意識的な活動」によって意味づけられている（樋
口２００１：４３）という一面が、単なる規定語の場合と比べて表面化しているよう
である。樋口２００１はこの「意識的な活動」を「評価（性）」と呼んでいる。
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ナラン―ティヌ，キィ°ムー ムティー ワーリ―トゥイ，（他の島人に）

自分のようにこんな憐れな暮らしをさせてはならないとの、気持ちを

持ちなさっていて、［民］

� ヌスミー フー―バん ピィ°トゥ―ヌ んメー，タウ―マイ ミーン，

‘ピィ°ルマスィ°キィ°ん＝シャイカ’―ティー，盗んで食べても人々

は誰も見ない｛ft. 分からない｝（から）、「不思議な着物だ」と、［民］

� シーブリー―ドゥ マツィ°―ン―マイ，ユッファースィ°パタラカイン

ワルイ ニンギン―ヌ んメー，そうしていると町でも、ずるい働かな

い悪イ人間たちは、［民］

連体修飾の位置に現われる「状態形容詞」９は、一般的に「語彙的な意味に変

更がおこって、特性をあらわすようにな」るが（荒１９８９：１６０）、これらの

用例に現れている形容詞についても、かざられ名詞の指し示すモノゴトの非

アクチュアルな〈特性〉を表していると言える。だが、それは単なる〈質規

定〉ではなく、話し手（＝人間）がそのモノゴトに対して抱いた心理的な状

態＝感情に端を発する、非常に情緒的なものである。すなわち、その「歴

史」、「子供」、「暮らし」などに対して「恥ずかしい」、「愛しい」、「哀れな」

といった感情をいだき、その情緒的な体験を、これらのモノゴトの〈特性〉

と捉えなおしているということである１０。樋口２００１は特性形容詞と状態形容

詞の違いとして、「対象にたいする人間の評価が一方では判断として、他方

では情緒的な反応をとおしてあらわれてくる点」を指摘しているが（p４７）、

この方言の形容詞では連体修飾の用法においてもその違いが依然保たれてお

り、さらに、形態的にも違っているということがわかる。よって多良間島方

９ 状態形容詞、また特性形容詞については、荒１９８９、樋口１９９６、２００１、八亀
２００１、２００３などを参照。なお、荒１９８９では「特性形容詞」は「質形容詞」となっ
ている。

１０ 翻訳法による作例だが、p�karas�nada（嬉し（い）涙）という場合には、「涙」
に対して抱いた感情に由来するものではないだろう。「嬉しい」という感情の
要因は言語外のモノゴトである。だが、その名詞「涙」が（「嬉しい」という）
感情に由来する〈特性〉を持っているという点は同じであり、例１８～２０に準じ
ている。

形容詞の語彙的意味と形式の相関―琉球・多良間島方言―
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言では、いずれの形容詞も同じ形でしか用いられない共通語の場合とは異な

り、形態にたよって両者を区別することができる。なお上記の用例につい

て、後の２例にもそれぞれ〈驚き〉や〈非難〉といった感情的なニュアン

スが伴われており、前の３例に準じて扱うことができる。

このs�形にみられる〈情緒性〉は、以下の２例を見るとより明らかであ
る。utuqra：L（恐ろしい）という形容詞が、s�形と基本語幹用法のそれぞ
れの形式をとって連体修飾の位置に現われているのだが、前の例が、「出来

事」に対していだいた発話者自身の感情が反映されていると捉えられるのに

対し、後の例は、発話者の内的状態からは離れた、あくまでも客観的な〈判

断〉である。

� アガイ，ウンシ―ヌ ウトゥルスィ°クゥトゥ―ティ―マイ アり°―

ナー．ああ、そんな恐ろしい出来事ともあるのか

� ナマグル―ヌ ッファ―ヌ んメー，アンシーヌ ウトゥり°パナスィ°―

マイ キィ°カシャイン―ニバ，アンシーヌ クトー ネーン パズィ°．

今頃の子供たちは、そんな恐ろしい話も聞かさないから、そんなこと

｛note.「ジャー」が出るという夜の茂みの下を怖がるということ｝は

ないだろう［民］

なお、心理的な状態を表す形容詞の規定語が常にs�形をとって現われる
というわけではなく、nitabanas�（悲しい話）のように、接辞化している
場合、また（zjo：no：nu）ka: jununaka（（上納が）辛い世の中）のように、

〈特性〉と〈心理的状態〉両方の意味を表す形容詞が規定語となる場合など

は、基本語幹用法が用いられている（３―２と例１１を参照）。

s�形にも、munu（もの）と組み合わさって文の述語に位置し、全体で「終
止形」としてふるまう用法が見られる。前の３例では、先行するモノゴト

によって引き起こされた、主体のアクチュアルな〈心理的状態〉が表されて

いるが、後の３例では、モノゴトの〈特性〉が表されている。ただし後者

の場合にも、例３０を除き、その〈情緒性〉は保たれている。例えば例２９の

uturus�を基本語幹utuLに置き換えると、s�形の場合よりも、一般的で、
個人の感情から離れた表現になるという。
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� アシュガドゥ，タラマ―ヌ ダイヒョーテキナ ウタ―ン ナリー，ナジ

マリーブり°クゥトゥ―マイ ピィ°ルマスィ°ムヌ＝ヨー，マーン

ティー．だけど、（その歌が）多良間の代表的ナ歌になって、（人々に）

馴染まれていることも｛ft. 馴染まれているのは｝、 不思議なものだね、

まったく［民］

� アガイ，カシャマスィ°ムヌ＝ ナー．ああ！かしましいな｛note．

うるさいな｝

� アネーラ ニカネン―ガマ ヌスィ°―ヌ んメ―トゥ，マターキ ブタり°―

ティー，ウェーンマ アビライ シラリー―ヤ，パズィ°カスィ°ムヌ＝

ダラーナー―ティー，たかが２ヵ年、主たち｛note. 役人ら｝と一緒に

いた（から）と、ウェーンマ｛note. 現地妻のこと｝呼ばわりされる

のは恥ずかしいよと［民］

� タウ―マイ んカイ ピィ°トー ブラーン―シュガドゥ，パマ―ンケー イ

キー メーク―カラヌ ピィ°トゥ―ヌ んメ―ヌ ミパナ―ウ ミー（り°）―

ヌ―ドゥ，ウンーカンーナー プィ°カラスィ°ムヌ アタり°．誰も迎

える人はいないけど、浜へ行って宮古からの人たちの顔を見るの

（が）、あの頃は嬉しいものだった｛ft. 楽しみだった｝［民］

� ムり°ガナスィ°―ドゥ ヤグミ ムヌ，アネーラー オーカミ アラ―バん

ヌー―ガ，ムり°ガナスィ°―ドゥ ウトゥルスィ°ムヌ．漏り加奈志

｛note. 雨漏り様｝（こそ）畏れ多いものだ、たかだか狼であっても何

か（ft. 狼など何でもない）、漏り加奈志（こそ）恐ろしいものだ［民］

� バカ ミウトゥラー パダガナスィ°ムヌ，ガバ ミウトゥラー キィ°

んガナスィ°ムヌ．若い夫婦は肌愛しいもの、老いた夫婦は心愛しい

もの［諺．「若い夫婦は肌で、老夫婦は心で愛し合う」］

以上、多良間島方言の形容詞に見られる３種の連体形について記述して

きた。これらの形式は、次の表のようにまとめられる。

形容詞の語彙的意味と形式の相関―琉球・多良間島方言―
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機能
テンス 非過去 過去

連

体

形

Ｌ形 takasja：L takasja：taL

基本語幹用法 taka

s�形 pukaras�

［表 多良間島方言の形容詞連体形（「高い」・「嬉しい」）］

３種のうち、Ｌ形にのみテンスの対立が見られるが擬似テンスにすぎず、

非過去Ｌ形はその文法的意味においてテンスに無関心であった。また、s�

形は主に感情形容詞によって形づくられる形式であり、一部の形容詞にとっ

ては、〈情緒性〉の有無によって基本語幹用法と対立していることが明らか

になった。では次に、規定語となる形容詞の派生的な形式について見ていこ

う。

４．規定語となる、形容詞の派生的な形式

３で形容詞の活用形の１つである連体形について述べてきたが、多良間

島方言では、形容詞から派生して作られた形式にも連体修飾の用法がみとめ

られる。ここでは、規定語となる形容詞の派生形式と、さらに、いわゆる第

２形容詞について記述していく。

４―１．反復語幹連体形

この方言では、takasja：L（高い）のような「サアリ型」の形容詞活用形

とは別に、基本語幹を２つ並べるタイプの語形（reduplication）も現れて

いる。つまり、この方言の形容詞は、サアリ型と「反復（語幹）型」という

タイプの異なる２種の活用体系を持っていることになる１１。但し、実際の使

用においては、サアリ型の方が圧倒的に優勢である。また反復型は、その形

式をとりうる形容詞に意
�

味
�

的
�

な
�

制
�

限
�

がみとめられること、従属節の述語には

なれないことなどから１２、サアリ型活用形の副次的、あるいは補助的な形式

と位置づけられる。意味的な制限についてだが、反復型活用形をとりうるの

は基本的に特性形容詞とモノゴトの状態を表す形容詞に限られており、さら
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にその中でも、〈色〉を表す形容詞とヒトの感覚的な状態をもとらえる形容

詞（「寒い」など）が除かれている１３。

反復型の連体形は、起源的には反復語幹に格助辞―nu（の）が後接して形

づくられたもので、連体修飾の機能を果たす。やはり、最も基本的な用法の

１つであり、〈質規定〉の文法的意味を実現する。サアリ型連体形に対して

は、その〈特性〉の程度が大きいことを表す「強調形」となる。

� ッヴァタ―ガ ミウトゥラ マタ カヌ ッファ ミィ°スターり°―ガ ム

ティ，ゴチソー―ユバ，ジュンビー ウツィ°キッティー，ウポーウプ―

ヌ クイ―シー ナー―ウ アビリー，マーツィ°キィ°イタダキー，―

ティー，あなたたち夫婦、またあの子（の）３人の分、ご馳走を準

備して置いて、大きい声で（その子の）名前を呼んで、一緒にいただ

きなさい、と、［民］

 クマ―カラ マッスーグ イカン―グトゥナ，カンシー ナガーナガ―ヌ

ミツゥ°ー，マーリー イキ＝ヨー―ティー，ここから真っ直ぐ行かな

いで、あのように長い道を回って行きなさいよと、［民］

１１ この２種の活用体系の共存は、クアリ型活用を示す宮古諸方言や、石垣方言で
も報告されている（狩俣１９９７など）。なお、多良間島方言の反復型活用形は、
同一の語幹が単に繰り返されるのではなく、先立つ語幹の末尾音が長音化す
る。但しupusja：L（大きい）は、先立つ語幹末尾がu＞o：のように変化して現
れる。今のところ、upusja：L以外にこのような変化が生じているものはなく、
対応する古形「オホ―」から直接、すなわち、この方言にo＞uの音韻変化が起
こる以前に成立した古い形式であることが想定される。また、宮古平良方言で
は、ime：imi（小さい）などの語でi＞e：のように変化して現れているが、この
方言ではいずれの語にもi＞e：の音声変化は生じていない。

１２ 反復語幹型は、コピュラ的な動詞（aL）とくみあわさり、その動詞の活用形に
依存しなければ、〈接続・条件・譲歩〉などの文法的意味を実現することがで
きない。すなわち反復語幹型は、これらの活用形を体系的に欠いているのであ
る。なお、その「反復語幹＋aL」のくみあわせ形式も、「幼稚語」的な語感が
伴われているため、サアリ型とはりあえていない。形態素（語根）の反復によ
る語形派生という、その基本的＝原初的な成り立ちが、文法的に「複雑」な形
式には馴染まない為であろう。

１３ cf. １）kunu mi:―ja｛○ o:sja:L ／× o:o:｝この実は青い
２）kju:―ja｛○ pi:sja:L ／× pi:pi:｝今日は寒い
３）○ mida aka:aka まだ（外は）明るい
× kunu fukuso:―ja aka:aka この服は赤い

形容詞の語彙的意味と形式の相関―琉球・多良間島方言―
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! セイテン―バ シッティー アトゥ―ン クマークマ―ヌ イり°キフム―

ヌ，アタバカリン，イディッティー，マタ スグ スケーり°―タカー

スグ アミガタ．晴天をして｛ft. 晴天の｝後に細かいうろこ雲が、わ

ずかなばかりに｛ft. 急に｝出て、またすぐ散ったら、すぐ（に）雨

（になる）［諺］

" カナガイ―カラ，ッフィ°エーン―ヤ，ッファーッファー―ヌ キー―ヌ

スィ°タ―ウ アり°キィ°―タカー，昔から闇夜（の時）は、暗い木｛note．

葉が生い茂った木々｝の下を歩いたら｛ft. 歩くときは｝、［民］

# イラウ―カラ，バカーバカ―ヌ ッファムり°―ウ シャーリー キー，伊

良部（島）から若い子守りを連れてきて、［民］

$ ジャット アラバん，んメ ウクリり°トゥクり°―ヌ アティカー

ドゥー―シー ジサツ スィ°グマタ＝ドー―ティ，フカーフカ―ヌ カ

キ―ウ シー ウキィ°タり°―ティー．少しでも遅れるところ｛ft. こと｝

があったら、自分で自殺するんだよと、深い｛ft. 大変な｝賭けをし

ていたそうだ［民］

なお反復語幹は、連用形もしくは副詞として文中に現れることが多い（後

者の場合、助辞―ti：（と）を伴うこともある）。この用法では、感情形容詞も

反復型の形式をとることができるのだが、その他の形容詞の場合とは異な

り、基本語幹に―s�を後接させたものが重ねられる。連体修飾の用法ではな
いのだが、サアリ型連体形にみられた、形容詞の語彙的意味による形式の使

い分けられ方にほぼ対応しているので、ここで触れておく。

% トーティ ピラフ―ヌ バー―ン，ドゥー―ガ ッファ―ン―ヤ アースィ°

ギィ°ん―ヤ ナナツィ°ヤーツゥ°ー キシー，んメ ヌフーヌフ

シー，大変な寒さのときに、自分の子供には袷着物は｛ft. の｝７つ

８つを着せて、暖かくして、［民］

& ウヌ オンレイ―ティー，ヤシャイ―ユ スグ ウポーウプ ンナー，ッ

フィー ワーり°タり°―ツィ°ー―バドゥ，その御礼と、野菜をすぐたく

さん、んー、くれなさったそうで、［民］

' ミィ°スターり°―ヌ ドゥスィ°―ガマ―ヌ，カナスィ°ーカナスィ°シー
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ブタり°―ティ．３人の友達が愛しく｛ft. 仲良く｝していたそうだ［民］

( プカラスィ°プカラスィ°―ティ アスィ°バ．嬉しく｛ft. 楽しく｝遊ぼ

う

４―２．nu膠着形

サ語幹や基本語幹、また、形容詞からの派生副詞１４に助辞―nu（の）が後

接すると、それ全体で規定語となることができる。これらの形式は、助辞―

nuを伴うことによって連体修飾の意味機能を獲得した、比較的新しい形で

あると考えられる。なお、前節で見た反復語幹連体形も同様の形づくりに

よって派生しており、nu膠着形の一種と言える。

) フターり°，ンーシャ―ヌ トゥキィ°―ドゥ アリー ワーり°タり°―

ツィ°ー―バドゥ，２人、似ている時｛note. 運勢｝でありなさったそう

なので、［民］〈サ語幹〉

* アガイー アタラ―ヌ ドゥスィ°―ガマ アり°ル―ガドゥ ンメ，ああ、

惜しい｛ft. 大事な｝友人だけど、もう、〈基本語幹〉

+ ウマ―ン―ドゥ イミッチャー―ヌ ミツィ°ブ ヤー―ユ フキーり°．そこ

に小さい三坪（の）家を葺いている〈派生副詞〉

, パリーり°ケー―ヤ，ツィ°カフ―ヌ スィ°マ―ンケー，フツゥ°ー

シー―ドゥ，ビーり°―ティーヌ，パナスィ°―ヌ アり°ル―ガ＝ナー．

（猫を船に乗せると）走っている頃は｛ft. 航行中は｝近くの島へ口

１４ なおこの方言には、サ語幹連用形と同形でありながら、「動詞（形容詞）をか
ざり、これらのさししめす属性の属性（ようすや程度など）をさししめし、文
のなかで修飾語としてはたらく」（高橋他２００５：１５１）形式がみられる（ex. upusja
「大きく」、pe：sja「早く」）。これは主に特性形容詞に特有の現象で、上に挙
げた語はいずれも、その意味機能から形容詞派生の副詞として扱われる。但し
語によっては、サ語幹ではなく基本語幹が派生副詞となっていることもある。
cf. Mme unu:, naNgacunaNnici―gami:, ko:koku―du:L N:na sjozjo―nu Mme
uNsjukutu Mme gaqfi: sjuru:＝sja.
もうその、何月何日（に）、広告通りみんな少女たち（が）うんと、
もうたくさん集まるさ。

どちらの語幹が用いられるかは、両語幹の用法の差というよりもむしろ形容詞
の音声的な構造、すなわち、拍数や促音の有無などが関わっているようである。

形容詞の語彙的意味と形式の相関―琉球・多良間島方言―
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をして｛ft. 近くの島の方に向かって｝座る、という話があるけどね

［民］〈派生副詞〉

但し、nu膠着形の用例のほとんどは派生副詞由来のものであり１５、特に、

upugi／upuga（とても大きく）、udaka／udaki（とても高く、高めに）、unaga／

unagi（とても長く、長めに）の順に、それぞれの用例が目立つ。

- シュー―ヌ んツィ°―タリー―ヤ，ウルー，ウップギ―ヌ シャバ―ヌ カ

ミトゥイ キー，潮が満ちると、その人｛note. 父親｝をとても大きい

フカがくわえてきて、［民］

. ケー カマ―ヌ，ガギィ°ナ―ニー―ドゥ，ウプガ―ヌ シーニン―ヌ ニ

ニー ブり°ル―ガ，ほら、あそこの芝生に、とても大きい青年が寝て

いるけど、［民］

/ ウイネーツィ°ズィ°―ティー―ドゥ んタバり°―ヌ クスィ°―ヌ カタ―

ニー ウダキ―ヌ ツィ°ズィ°―ヌ アり°．ウイネー丘と、土原の後の方

に小高い丘がある［民］

0 んーナ アガり°―ンケー ムキー ワーり°―バドゥ，マタ ウナガ―ヌ カ

んカカり°＝シャ．皆東へ向きなさって、またとても長い神がかり｛ft.

神への祈り｝だよ［民］

４―３．第２形容詞

２で述べたように、多良間島方言ではイ形容詞とナ形容詞の区別はほと

んどなく、大多数の形容詞がこれまで見てきた「語根＋サ＋アリ」という語

構成を示しているのだが、ごく少数ながら、第２形容詞と呼ばれるような

一群の語が見られる。これらは第１形容詞＝サアリ形容詞の派生形式では

ないが、意味用法の広がりがサアリ形容詞と共通しているので、ここで取り

上げておく。

第２形容詞はそのほとんどが漢語由来であり、接尾辞―na（ナ）を伴って、

１５ 今回確認できたサ語幹及び基本語幹由来のnu膠着形の用例はわずか３例である
（約７０例中）。
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後に続く名詞が指し示すモノゴトの〈特性〉を表す規定語となる１６。サアリ

形容詞よりも新しい語（形）であることは間違いないだろう。

1 アー クヌ ンナー ダイズィ°―ナ ンナ―ティー．ああこの縄は大事な

｛ft. 大変な｝縄と、［民］

2 ナンブ―ガ クヌ ウり°―ダン プり°コージ―ヌ，ナンギィ°―ナ アワ

リ―ナ ウプコージ アリーウキィ°―ガ＝シャーミー．どれほど、この

下り段｛note. 水の沸いている所まで下りるための階段｝を掘る工事

が｛ft. は｝、難儀な、哀れな｛ft. ご苦労な｝大工事だったのかねぇ［民］

3 クヌ ウスィ―°ヌ ツヌ―ティー―ヤ，ンカ デーンガーヌ コーフク―ナ

カリー―ナ ムヌ―ティ，この牛の角とは、なるほど大した、幸福な、

嘉例な｛note. 縁起の良い｝もの（だ）と、［民］

第２形容詞にも、形式名詞munu（もの）と組み合わさって文の述語に位

置し、全体で「終止形」のようにふるまう用法が見られた。以下の用例では

いずれも、先にあるいは後に示されるモノゴトによって引き起こされた、主

体のアクチュアルな〈心理的状態〉が表されている。

4 アガイ，んチャ―ドゥ ナラマン，ア，ッヴァ―ン―ヤ マキッタ．ジャ

ンニン―ナ ムヌ．ああ、どうしても（我慢が）ならない、あー君には

負けた（よ）。残念だ［民］

5 ア，ヤッカイ―ナ ムヌ，カンシヌ トゥクルー ミーラリー ネーン，

ヌー―ガ シュー―ズィ°ー＝ガ―ティー，あ、厄介な、こんなところを

見られてしまった、どうしようかと［民］

6 ズィ°ピィ°ナイ―ナ ムヌ，クマ―ンカ ツカーイー パタラカ―ダカー

ドゥータ―ガ クラスィ°―ヌ ナラン―ニバ―ティ，パタラキー ブタり°―

ティー．是非ない｛ft. 仕方ない｝、ここに使われて働かなければ自分

たちの暮らしがならないからと、働いていたそうだ［民］

１６ 多良間島方言と同じく第１形容詞がサアリ系を示す首里方言と石垣方言につい
て、その第２形容詞が連体修飾語となる場合、前者は―naが、後者は―nuが後
接して現われるという。

形容詞の語彙的意味と形式の相関―琉球・多良間島方言―

１２１



お わ り に

以上、多良間島方言の形容詞に現われる、３種の連体形式及び規定語と

なる派生形式、第２形容詞について述べてきた。まず前者においては、Ｌ

形にのみテンスの対立がみとめられること、基本語幹用法とs�形とは、〈情
緒性〉の有無による形態的対立のあることを示した。この対立は、反復語幹

連用形あるいは派生副詞の用法にも見られるものであった。

また、〈情緒性〉は、ヒトの心理的な状態を表す形容詞＝感情形容詞に主

に備わっているものであった。よってs�形は、共通語のシク活用形容詞に
対応する語のとる形式である、ということもできるだろう。首里方言の形容

詞の連体形でも―ruに対応する形式の他に語尾が―si：である形式が用いられ

ているが、後者はシク活用形容詞のみに現れるという（津波古１９９７：３８４―

３８５）。s�形は首里方言の―si：形に対応するものであり、このことから、多良

間島方言にもかつてはク活用、シク活用の区別のあったこと、つまりは、山

本１９５５によって見出された形容詞の活用の違いと意味の対応関係が、この

方言にも伝わっていたことがわかる。そしてその対応関係は、部分的にでは

あるが、今なお保たれている。なお、林２００４に次のような記述が見られる。

古典語でもク活用は状態的、シク活用は情意的というのはあくまでも一般的

傾向にすぎないのだが、「形容詞の語幹の用法のうち、連体修飾用法におい

ては、［語基］―状態、［語基＋シ］―情意という意味と形態との対応がある」

という（p１７）１７。これはそのまま、本研究で示してきた多良間島方言の状況

に当てはめられるだろう。

また規定語となる形容詞の派生形式について、上述の活用形の場合とは異

なり、連体修飾という文中の位置による意味役割（＝〈質規定〉）が、その

形をとりうる形容詞を制限する傾向が窺えた。これは、派生連体形が、形式

名詞munu（もの）とくみあわさり述語に位置する用法を持たないことにも

関わっているだろう。反復語幹連体形（４―１）とnu膠着形（４―２）の用

１７ なお林２００４は、「語基」という語を「形容詞として成立した語の一部ではなく、
形容詞成立以前の語構成要素という位置付けで用いていることに留意された
い」としている（p１７）
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例の多くは、それがかざる名詞の指し示すモノゴトの持つ〈特性〉の程度が

大きいことを表す点で非アクチュアルな面が強いと言えるが、このことに

よって、時間との関わりが生じうる述語の位置には馴染まないのかもしれな

い。

第２形容詞については、用例が少ないため明確なことは言えないが、連

体修飾の用法では〈特性〉を、munuとくみあわさって述語に位置するとき

は〈心理的状態〉を表す傾向のあることがわかった。上で挙げた用例以外に

も、共通語からの借用、名詞や第１形容詞の語幹からの転用など、二次的

に形づくられたと思われる語もみられたのだが（ex. sjakizuki―na（酒好き

な）、takara―na（宝な）、miz�ras�―na（珍しい））、生産的とまではいかな

いようである。

最後に、感情形容詞連体形の接辞―s�について考えてみたい。沖森１９８５
は、古典語形容詞のシク活用語幹末尾の「シ」に関して、次のような見解を

述べている。

前述のように、情態言はさ
�

ま
�

を内包とし、も
�

の
�

・こ
�

と
�

を外延とする。シ

ク活用語幹はこの情態言と等質的な機能を果たすべくシが付与されたと考

えるほかにはないことから、シは現実の世界において外延をもつ、つまり

内包の可能的事態が現実的であることを装定関係において確認する形式で

あると解釈される。（p４１）

「情態言」とは、述語に対する条件づけや限定、また後に続く体言を特徴づ

ける機能（＝「装定」）をもち、ノ・ツ・ニを後接させ得るような、「情態性

の概念と体言的資格を具有する形容詞語幹」を指しており、主に「状態性形

容詞」（「高い」「冷たい」など）がこれに当たっている。例えば「シラタマ」

の「シラ」が、何らかのも
�

の
�

（こ
�

と
�

）が「白いさ
�

ま
�

」である１８ことを表すと

いうように、常に「対象」を前提としている＝「外延をそれ自体としてもつ」

のに対して、「情意性形容詞」（「悲しい」など）では、その意味するところ

１８ 但しその
、
さ
、
まは、

、
も
、
の（

、
こ
、
と）が「主体の意識においてその外延量を相対的価

値的に判断される」ものであって、「主体に属する解釈・評価」である（沖森
１９８５：３７）。形容詞の意味に関する同様の見解は、荒１９８９、樋口１９９６、２００１、
八亀２００１、２００３などでも示されている。
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が内部的なものであるために、「外延をもつかどうかそれ自体では決まらな

い」という。すなわち情意性形容詞（語幹）は「対象」との関係においても

ともと不安定なものであり、「シ」はそれに品詞としての独立性を付与する

ものと捉えられる。

多良間島方言の―s�もおそらくはこの「シ」に繋がるものであろう。なお、
「シ」が担うのはあくまでも機能的な面であるとされているが、３―３で示

したように、s�形（uturus�）と基本語幹（utuL）との間に〈情意性〉の有
無による対立のあることを鑑みると、この方言の―s�は、やはり〈情意〉の
意味をも担っているような気がしてならない。その意味が〈特質化〉した後

も保たれていることからも、この方言では―s�に対して〈情意〉の再解釈が
おこなわれている可能性が十分に考えられる１９。

現段階では、この―s�の機能に関して何らかの結論を出すことは難しく、
今後の展開として、琉球方言全体を視野に含めた記述・考察が必要であると

考える。今後の課題としたい。
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