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下地　賀代子 （千葉大学非常勤講師）

要旨
　琉球諸言語に古典日本語の「-ぞ」に対応する助辞の現れることはよく知られてい
る。だが，その具体的な意味・用法についてはあまり明らかにされていない。本稿では，
南琉球に属する石垣・宮良方言（以下単に宮良方言）の係助辞 -du を対象とし，その統
語的機能および基本的な意味・用法について記述した。
　宮良方言の -du はいわゆる＜焦点化＞の機能を担っており，それが現れる文のタイ
プ，またコンテクストとの関わり方により，大きく 6つの用法がみとめられる。また，
自然現象や眼前の状態を叙述する文では，-du はその表される内容が話し手の「推量
的判断」による場合にのみ文中に現れ，「中立叙述」の文には決して現れない。すな
わち，デキゴト描写の文における -du の有無は，話し手のその描写の仕方の違いを示
すものでもある（「モーダルな」-du）。またこのとき，-duとの呼応関係によって，叙述法・
断定の 2つの形式―N語尾形と非 N語尾形―の対立も生じる。
キーワード :	南琉球，宮良方言，助辞-du，焦点化，｢モーダルな ｣-du

Grammatical meanings of the particle -du 
in Ishigaki-Miyara Dialect, South-Ryukyuan

SHIMOJI Kayoko （Chiba University）

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the syntactic function and the usages 

of the particle -du in Ishigaki-Miyara dialect, South-Ryukyuan （henceforth Miyara）. 
The particle -du in Miyara has the function of, “focalization”. According to the type 

of sentences that -du appears and also the relations between -du and the contexts, 

the function of -du （in Miyara） is divided into six types. And the kind of sentences 

describing a event such as a natural phenomenon and a state which is in front of 
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は意訳，｛note.｝は注記である。

2. 宮良方言の動詞終止形―finite form
-duと述語の呼応関係について考察していく前提として，宮良方言の動詞

終止形形式について概説しておく 4。
2.1 叙述法・断定 / うたがい・たずね法

非過去 過去

みとめ うちけし みとめ うちけし

Ⅰ類 N語尾形
非 N語尾形

numuN
numu numanu da形

iTa形
nuNda
numiTa numana:da

Ⅱ類 N語尾形
非 N語尾形

ukiruN
ukiru ukunu da形

iTa形
ukida
ukiTa ukuna:da

非過去形について，みとめ形式には N語尾形と非 N語尾形の 2つの形が
あり，このうち後者は連体形と同音形式となっている。うちけし形式には 1

つの形しか現れないが，これも連体形と同音形式である。
（1）  mai kaina: haruN.　米（を）買いに行く。
（2）  ma:su kaina:-du haru.　塩（を）買いに行く。
（3）  hate:-ge: haru mitsï-nu suba-naNga， usï-nu kakari: uriri，　畑へ行

く道のそばに牛が引っかかっていて，
また過去みとめ形式について，da形 5と iTa形の対立は，同じく南琉球に

属する多良間島方言の「普通過去」（nuMtaL）と「直前過去」（numitta（L））
の対立に重なるものであると考える（拙論 2007など参照）。例えば，iTa形
は発話＜直前＞に，デキゴトが実現した，またデキゴトが発生したことを表
すことをその用法の中心としているが，これは，多良間島方言の直前過去形

4 各活用形の表は I類動詞num-uN（飲む）と II類動詞uki-ruN（起きる）に代表させる。なお，
前者は語幹末尾が子音の動詞，後者は語幹末尾が母音の動詞である。
5 過去みとめ形式の da形について，動詞によっては ~daではなく ~taとなる。例えば
kuN（来る），baruN（割る）はそれぞれ以下のように現れる。（なお，これらの動詞の iTa形
はそれぞれ ki:Ta，bariTaである。）

cf a. ho:geN-nu beNkjo: fuN-di-du， kïta=ju:.　方言の勉強（を）しに来たよ。
 b. wa:-du unu kubiN-ju ba┌tta:.　あなた（が）この瓶を割った（の）?

~taと ~daのいずれの音形式をとるかは音声的な条件によるだろう。調査語彙を増やし確
定したい。

a speaker, -du appears in those cases where speaker makes a statement based on 

his conjecture; -du does not appear in Neutral Description Sentence. That is, in the 

sentence describing an event, the difference in the way of description is shown by the 

presence vs. absence of the particle -du （‘modal’-du）. In the cases where the particle 

-du is present, the two kinds of finite forms of verb: N ending form and un-N ending 

form, exhibit contrast.

Keywords: South-Ryukyuan, Miyara, the particle -du , focalization, “modal”-du

1. はじめに
琉球諸言語に現れる -duは，古典日本語の係助辞「-ぞ」に対応する助辞

の 1つである 1。これまでの先行研究では，この -duと述語形式との呼応関係，
つまり「係り結び」の現象が保たれているか否かの指摘が主であり，-duの
意味・用法についての記述はあまりなされていない。これは宮良方言につい
ても同様であり，「係り結び」のあること自体は既に指摘されているが，-du

の具体的な意味・用法はほとんど明らかではない。
そこで本稿では，2008年 9月から 2009年 10月にかけて断続的に行った
臨地調査の結果をもとに 2，まず同方言の係助辞 -duと述語形式との呼応関係
を確認し，そしてその意味役割について，-duが現れる文のタイプを主な手
掛かりに考察を試みていく。例文の示し方について，簡略音声表記を用いて
いる。但し [ʃ]→ sj，[tʃ]→ cj，[dʒ， ʒ]→ zj，[ç]→ h，[ɸ]→ f，成節的鼻
音 [ɲ，ɴ，ŋ，…]→ Nのように，便宜上置き換えていく。また，無気咽頭
化音を大文字で示す 3。さらに，たずね文などにおける語尾の上昇を「ho┌i:」
（食べた ?）のように示す。また訳文について，例文下線部に該当する部分に
波線を引き，助辞など例文中に現れていない要素は（ ）に入れて示す。｛ft.｝

1 下地（2008）は宮古・伊良部島方言の係り結びについて，「du係り助詞，ru係り助詞，
ga係り助詞があり，それぞれ平叙文，Yes-No疑問文，Wh疑問文において使われる」と
述べているのだが（p87），このうち前 2つは「-ぞ」に対応するだろう。
2 調査に協力していただいた主なインフォーマントは以下の方々である。

K.K氏（男性 /1934年生）、I.J氏（男性 /1933年生）、M.S氏（女性 /1930年生）、
M.K氏（男性 /80歳代）、M.T氏（女性 /80歳代）

3 なお宮良方言の母音について，「語頭で声門閉鎖音 [ʔ]を伴なうが音韻的な対立を示す
ものではない」（仲原 2002: 141）ことから，本稿ではこれを略している。
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また事実的条件を表す形式（12）と同音形式である。
（12）  nutsï kïsji oranu ke:-N-di umui isjugi harja:-du， saNzjippuN 

-maNta-Nga pïsa ma:rai-du o:tta=do:　命（が）切れなさらないうち
にと思って急いで行くと，30分前に父は亡くなっていたよ。

2.2 勧誘・意志法

Ⅰ類
Ø形
Nba:形
i形

numa
numa-Nba:
numa-i

Ⅱ類
Ø形
Nba:形
i形

ukira  （/uku）
uku-Nba:
ukira-i

みとめかた，テンスの対立がなく，Ø形と Nba:形は，主語（動作主体）の
数，人称によって＜勧誘＞または動作主体の＜意志＞をそれぞれ表すことが
できる 7。また i形について，主に話し手＝動作主体の＜意志＞を表す形式で
あるが，その＜意志＞に対する相手＝聞き手の同意を求める＜伺い＞のニュ
アンスを伴う。
（13）  unu hanase: ba: uri-ge: aNdza.　その話は私が彼に言おう。
（14）  wanu-N ma:zïN haraN┌ba:. di: hara.　あなたも一緒に行こう。ね，

行こう。
（15）  kure: ba: fa:i.　これは私が食べようね。｛ft.私が食べるね｝

2.3 命令法

みとめ うちけし

Ⅰ類 シレ形
ja:形

numi
numja: （～ numija）

na形
ja:形

numu-na
numana:rja:

Ⅱ類 シレ形
ja:形

ukiri
ukirja: （～ ukiriija）

na形
ja:形

uki-na
ukuna:rja:

7 なお，Nba:形の方が聞き手へのはたらきかけの度合いが強いように感じられる。例え
ば主語が 1人称単数の場合，聞き手への＜確認＞のニュアンスが伴われる。
 また弱変化動詞の Ø形について，先行研究で 2形式（ukira /uku）挙げられているのだ
が，筆者自身のこれまでの調査では ｢uku｣ の形は確認できていない。古い形式のようで
ある（伊豆山 2002， 宮城 2003など）。

が持つテンス・アスペクト的意味と同様のものである（4）。
（4）  多 ― “aha:， umuidasjitta， ‘meN’-ti:nu kutuba-du ataL”-ti:，　

｢ああ，思い出した，‘メン’という言葉（が）あった ｣と，
  宮 ― umuidahiTa， unu fa:-ja kajoko:-di-du aNta=so:.　思い出し

た !あの子はカヨコと言ったね。
うたがい・たずね法はいずれも断定形を元とする。以下の（5）（6）（7）は，

それぞれ，終助辞 =kaja:の後接（うたがい），語尾の上昇（全体たずね），疑問
詞との共起（部分たずね）という付随的要素によって「疑問文」の述語となっ
ている。つまり，断定形の文レベルにおける用法の 1つに過ぎず，「疑問形」
などとして活用のパラダイムの中には加わることはできない。
（5）  attsa: zjuNni jozji-Nga sjimauN=kaja:.　明日は本当に 4時に終わ

るかな。
（6）  kunu ki:-ja hana sa┌kuN.　この木は花咲く（の）?
（7）  ba:-ja ifutsu-ge mirariN. 私はいくつに見える（か）。
但し部分たずね文（疑問詞たずね文）では，その述語に断定形とは異なる形
式も現れる。（10）と（11）から，これらの形式はいわゆる ｢連用形 ｣に接辞
-ja:がついて形づくられていることがわかる（harï~ja:＞ harja:，numi~ja:＞
numja:，kakï~ja:＞ kakja:）6。
（8）  dzïN-ge:-du harja:.　どこへ行くの ?

（9）  unu gusje: ta:-du numja:.　その酒は誰が飲むの ?

（10）  ta:ccja-Nga-du naraija:.　誰のうちで習うの ?｛ft.誰のうちで練習
するの ?｝

（11）  wa: no:-du kaija:.　あなたは何（を）買うの ?

この形式はこれまでの調査では非過去みとめにしか現れておらず，パラダ
イムの位置づけに関しては今後の課題としたい。なお，後述する ja:命令形，

6 石垣四箇方言では -gaの［g］が脱落する現象が見られ，例えば，琉球諸方言に広く見ら
れる ga格は「音韻変化の結果，jaのとりたての形と同音形式になっ」ている（狩俣 1997: 
405）。宮良方言についても，ga格に関しては石垣四箇方言と同様の現象が起こっている
と考えられ，（8），（9）のみを見ると，この部分たずねの形式も＜疑問＞を表す助辞 -gaが
後接した形のように思われる。だが，本文で述べた通りこの形式は -jaを伴うものである。
つまり宮良方言では，＜疑問＞の助辞 -ga自体が全く用いられない。
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（20）  ma:su kaina:-du haru.　塩（を）買いに行く。
（21）  fa:-ja izaba-du sïku.　子供は叱ってこそ聞く。
（22）  nama:sugu ku:nu， zju:zji atu-du ku:=cjo:.　（太郎は）今すぐ（は）来

ない，10時後（に）来るってよ。
（23）  fumuru-ba hi:riki: attsa-N ami-N-du ho:.　曇っているから明日も

雨が降る。
（24）  hanako: anu kasju:-du sïkï jariki:， jubi-N tiribi mi:da=so:.　花子は

あの歌手を好きだから，夕べもテレビ（を）見たよ。
（25）  miza: sumu-ge:-du nagariru.　水は下へ流れる。
（26）  baNcja-N hatage: uma-Nga-du aru=dara:.　うちの畑はここにある

んだよ。｛note.地図を指し示しながら｝
続いてその「結び」となる述語形式について見ていく。まず，勧誘・意
志，命令の形式は -duの結びとはなりにくい。叙述法・断定形の非過去みと
め形式では，-duとの呼応関係により，N語尾形と非 N語尾形が対立してい
る。N語尾形は，原則的に -duの結びとならない（28）。なお，うちけし形式
にはこのような対立がなく，1つの形式が -duの有無に関わらず述語の位置
に現れている（29）（30）。
（27）  a:mi-N-du ho:=kaja:.　雨が降るかな。
（28）  ure: ufu-ami-nu ho:N=do:.　これは大雨が降るぞ。
（29）  no:di-du kare: bagara┌nu.　どうして彼は知らない ?（＝当然知っ

ている）
（30）  fuNto: wa:-ja hara┌nu.　本当に君は行かない（の）?
過去形について，みとめ形式には da形と iTa形が現れているが，-duと

の呼応関係による対立はみとめられず，da形が -duの有無に関わらず述語
の位置に現れている（31）12。なお，iTa形が -duの結びとなっている用例はこ
れまで現れていないが，これは，-duとの呼応関係によるものではなく，-du

の文法的意味役割と，iTa形の用いられる文タイプが合わないためであると

12 石垣四箇方言でも ｢ 単純過去形 ｣ の ｢ 一般むすび形 ｣ と ｢duむすび形 ｣ とが同音形
式であり（jumuda～ juNda），宮良方言の da過去形相当の形式が現れている（狩俣 1997: 
408）。

テンスの対立がない。みとめ形式について，シレ形，ja:形 8のいずれも狭
い意味での＜命令＞の意味を表すが，後者は相手へのはたらきかけ（命令）の
度合いが弱まり，やや柔和な表現となる。
（16）  fai uwaruka: gokko:-ge hi:gu hari.　食べ終わったら学校へ早く行

け。
（17）  “iki: zjiju:-ni fucja-N fai， nutsï-N nagaraeri， harja:=jo:”-di，
  ｢（放してやるからどこへでも）行って，自由に草も食べて，命も

長らえて行きなさいよ ｣と，
またうちけし形式では＜禁止＞の文法的意味が表される。みとめ形式と同
じく，ja:形のほうがはたらきかけの度合いが弱く，柔和な表現となる 9。
（18）  ija:， jarabi-nu tabago-ba fukuna.　こら !子供がたばこを吸うな。
（19）  kju:-ja taro-nu joi-du jariki:， gusji nuN-na:-ja harana:rja:=jo:　今日

は太郎のお祝いだから，酒（を）飲みには行かないでよ。

3. 係助辞 -du と ｢ 結び ｣ の形
宮良方言の助辞 -duは古典語の係助辞 -ゾに対応するとりたて助辞 10の 1つ

であり，ほぼ全ての文の部分をとりたてることができる。また，全ての格形
式に後接することができ 11，現代共通語の -ガに相当する連用的な nu格がと
りたてられるときも，そのマークは取り去られない（23）。

8 動詞 kuN（来る）では -ja:ではなく -ba:が後接し，他の動詞とは形づくりが異なる。
cf. to:fu-N kai kuba:=jo:. 豆腐も買ってきてね。

9 うちけしの ja:形について，na形に -jaが後接したのではなく，うちけし断定形（numa）
nuに -ari-jaがつづき，融合して形づくられた形式であると考える。
10 本研究では宮田（1948），鈴木（1972）などに従い，とりたて助辞を「文または句の一部
を特に取立てて，その部分をそれぞれの特別な意味において強調する」助辞と定義する（宮
田 1948: 178）。ここにはいわゆる係助辞，副助辞が含まれる。但し，「主として句（文）の
述語に影響する」，「句（文）の成分を意義の上から修飾する」（山田 1922: 142，（ ）は引用者）
というそれぞれの統語論的機能の違いをみとめ，明確な線引きは困難であるという前提の
もと，これらをとりたて助辞の下位区分として扱っている。
11 連用 nu格は 1人称，2人称代名詞，またヒトを表す疑問詞 ta:，tatta:にはつかない。また，
現代共通語のヲ格に相当する形式には Ø格，ju格などあるが，前者の形式，すなわち助
辞の後接しない形で現れるのが最も普通である。
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（38）  no:di-du kare: gusji numa┌nu:.　どうして彼は酒（を）飲まない ?

（＝当然飲んだ）
（39）  no:nu:， kari-N-du nume:ru:.　どうして，彼が飲んであるか。｛ft.

飲んだものか｝（＝彼は飲んでなどいない）

②疑問詞のないたずね文，またうたがい文で，話し手が確定したいコトガラ
（の中心）が述べられている部分を示す。
（40）  ure: wa:-du ho:┌da:.　これはあなたが食べた（の）?
（41）  kaNge du ha┌tta.　あっちに行った ? ［伊豆山 2002: 454より］ 13

（42）  kju:-ja me o:ba-du nare:┌ru.　今日はもうそのぐらいできている ?

｛ft.それぐらいしかできなかったの ?｝14

（43）  mainitsï beNkjo:-du hari┌ru:.　毎日勉強（を）している ?

（44）  kunu kwa:sa: kari-N-du ho:da=kaja:.　このお菓子は彼が食べたの
かな。

③のべたてる文で，先行するたずね文あるいは文脈において不定，不確定で
あった部分の内容（の中心）が述べられている部分を示す。①の疑問詞たずね
文にこたえる文である場合が多い。
（45）  unu gusje: ta:-du nu┌mu. ― hanako-nu-du numu=cjo:. Nga sjiki- 

tte harja:.　この酒は誰（が）飲む ?―花子が飲むって。ここに置い
ていきなさい。

（46）  wa: dzïri-du fai-ja:. ― ba: uri-du ho:.　あなたはどれ（を）食べる ?

―私はこれ（を）食べる。
（47）  bugari no:sï-di-du numiru.　疲れ（を）なおすと飲んでいる。｛ft.

疲れをとるために飲んでいる。｝　｛note.（34）への返答｝

13 参考文献から例文を引用する際，本文と注のいずれでも表記は本稿で用いている簡略音
声表記に改めている。また下線も引用者による。ただし，要素の区切り方，共通語訳は引
用元のまま。
14 ｢ 少なさ ｣が強調された表現である。例文中に否定辞は現れていないのだが，共通語に
対応させると「…しか～ない」となる（意訳を参照）。なお，他の琉球諸方言にも同様の表
現が見られる。

考える（注 16を参照）。またうちけし形式でも，非過去形と同じく，1つの
形式が -duの有無に関わらず用いられている（32）。
（31） a.  unu gusje: ta:-du nuNda=kaja:.　このお酒は誰が飲んだかな。
 b.  taru:-ja cjaNtu fucire: nuNda=kaja:.　太郎はちゃんと薬は飲ん

だかな。
（32） a.  dzïri-du fa:na:da.　どれ（を）食べなかった ?｛note.預けていた

犬の餌について｝
 b.  jube: nu:-ja guai-nu wassa:ri-ki:， gusji numana:da.　夕べは何や

ら具合が悪いから，酒（を）飲まなかった。

4. 係助辞 -du の基本的用法
以下，-duが現れている文のタイプから，その基本的な用法を明らかにし

ていく。先述したように，主節内，また単文レベルの -duを考察対象として
いる。結論を先に述べると，宮良方言の -duはいわゆる＜焦点化＞の機能を
担っており，それが現れる文のタイプ，また，コンテクストとの関わり方に
より，以下の 6つの用法がみとめられる。

①疑問詞を含むたずね文，またうたがい文で，疑問詞（句）に後接し，その不
定のモノゴトに対して話し手が抱いていている問いかけや疑いを表す。また
このとき，疑問詞（句）への -duの後接はほぼ義務的に行われている。
（33）  kïnu:-nu joi-ja tatta:-du ki:da:.　昨日のお祝いには誰々が来た ?

（34）  wa: no:-nu adzï-di-du gusji-ba numiru.　あなたは何のため（に）と
酒を飲んでいる（のか）。

（35）  unu gusje: ta:-du numu=kaja:.　このお酒は誰が飲むのかな。
（36）  kare: no:di-du gakko:-ge ku:na:da=kaja:.　彼はどうして学校に来

なかったのかな。
疑問詞を含むたずね文，うたがい文の形で，反語を表す用法も見られた。な
おこのとき，-duは必ずしも疑問詞をとりたてなくてもよい（39）。
（37）  no:di-du aNzjiru kutu: hi:tte: hanasïkï-nu no:ru=kaja.　どうしてそ

んなことして風邪が治るかな。（＝治るわけがない）
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（57）  seNso:-sa:ri: Nme bakudaN-nu hagessa:riki:， mainitsï pïtu-N-du 

sjini:da=ro:.　戦争でもう爆弾が激しかったから，（あの頃は）毎日
人が死んでいたよ。

（58）  mukasa: deNto:-ja ki:-taNga:-du sïta.　昔は電灯は消えてばかりい
た。

⑥単にその文の部分を目立たせる。以下の用例では時間の状況語，従属節
内の文の部分がとりたてられているが，排他性はみとめにくく，-duは単に，
「今」，「これ」という要素を目立たせているだけである（単純強調）。
（59）  unu ne:ne:-ja nama-du hazjimiti.　そのネーネーは今初めて。

｛note.自分を訪ねてきたのは今日が初めてだ，ということ｝
（60）  mata attsa: kï:-baN， junu kata-Nga kakari: uriri， hanahi:， fucja-ba 

fa:hi:， bazami:， kuri-du me: naNitsï-N tsïzïki uriri，　また明日来
ても，（牛は）同じ所にかかっていて，（心優しい男はその牛を）放
して，草を食べさせて，繋いで，これ（を）もう何日も続けていて，
｛note.民話「言葉（むに）言う牛」｝

以上，-duの基本的な用法を示してきた。これらの用法はいずれも「焦点
化」であるが，次のような違いがある。
まず①から③について，これらの用法では「不定・不確定なコトガラがあ
る」ということが先行発話などコンテクストによって示されており，-duは
その「不定・不確定なコトガラ」に関わる文の部分をとりたてている。さら
に③では，先行する疑問詞たずね文などにより，その不定・不確定なコトガ
ラの内容の提示もコンテクストにおいて求められている。
これに対し④から⑥ではそのようなコンテクストとの関わりが積極的には

みとめられず，これらの用法における -duは，そのデキゴト，コトガラにお
ける「ポイント」を表す文の部分を（排他的に）とりたて，目立たせているだ
けと捉えられる。例えば（49）では，「この戸」に関して「すぐに開く」とい
うことが問題となっている。また（53）でも，「太陽が昇る」のは必ず「東か
ら ｣であり，その方角が重要なのである。

（48）  unu hanasa: ba:-du uri-ge aNdzï. wa: aNdzï-na.　その話は私が彼
に話す。（だから）あなたは話すな。

また②，③では，｢確定したいコトガラ ｣，｢ 不定，不確定であった部分
の内容 ｣が動きの主体である場合，1人称，2人称代名詞をのぞき，連用 nu

格が現れている（44）（45）。

④動詞のいわゆる「連用形 ｣をとりたて，fu:（スル）とくみあわさり，コト
ガラを断定的に述べる文の述語となる。前 2つの用例のように脱時間的なデ
キゴトが表される場合，その動きの主体の属性を表す文に近づく。
（49）  utsïma:ru kazji-nu ku:ka: kunu jado: aki-du fu:.　（家の中で起こ

る）突風がきたらこの戸は（すぐに）開く。｛note.戸の立て付けが
悪い｝

（50）  ure: me:da ukunu=dara:. sïtuNde: itsïN asaniN-du fu:.　あいつは
まだ起きないよ。朝はいつも朝寝する。

（51）  un usa: kana: hi:cja: haraN du fu:.　その牛は種つけし終わったか
ら妊娠する　［伊豆山 2002:456より］

（52）  kaNzjirija me:， kunu usa: sïN-du hjaN=ju:.（＜ hi:-jaN）　このまま
ではもう，この牛は死んでしまうよ。

⑤真理や一般的なコトガラなどを表す文で，主題（提示語）以外の文の部分を
とりたてる。述語がうちけし形式である場合をのぞき（56），-duはほとんど
義務的に現れる。
（53）  tida: a:Nta-kara-du agari ku:.　太陽は東から昇る。
（54）  fa:-ja izaba-du sïku.　子供は叱ってこそ聞く。（＝ 21）
（55）  fa:-ja dugu idzu-ka: gai-du fu:.　子供はあまりに叱ったら反抗（を）

する（ものだ）。
（56）  natsa: jure: sakanu.　夏は｛ft.夏に｝ユリは咲かない。
またデキゴトをのべたてる文でも，その主体が不定である場合やそのデキ
ゴトが過去の反復的現象である場合は一般的なコトガラを表す文に近づく。
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助辞 -duは文中に現れることができない。
（67）  mako: aki=so:.　幕が開いている。｛note.開いた幕を目前にして｝
（68）  kiNgjo: sïnite uki=so:.　金魚が死んで浮いているよ。｛note.金魚

が浮いているのを見て｝
（69）  Nge kuba:， tiNpusï-nu mirariruN=do:.　ここへおいで，星が見ら

れるよ。
（70）  minaga-ge biro:rja:， mussï sjiki sjike:=so:.　庭に座って下さい，

ムシロ（を）敷いておいてありますよ。｛note.庭を示しながら｝

すなわち，デキゴト描写，叙述の文における -duの有無は，話し手のその
描写・叙述の仕方の違いに関わっていることがわかる。例えば，既出の（23）
と（28）とを比べてみると，いずれも空の様子を見ての話し手の判断が述べ
られているが，前者にはその根拠が明示されているのに対し，後者にはそれ
がない。また ure:（これは）という語から，ここでは空を見て感じたそのまま
が述べられていると捉えられる（以下に用例を再掲）。
（23）  fumuru-ba hi:riki: attsa-N ami-N-du ho:.　曇っているから明日も

雨が降る。
（28）  ure: ufu-ami-nu ho:N=do:.　これは大雨が降るぞ。

以上のことから，デキゴト描写，叙述の文に現れる -duは，その文が話し
手の知覚したそのままではない

4 4

こと，言いかえるならば，その表されるデキ
ゴトが話し手による「解釈」を受けていることを示すものと言える 16。この
ことは，前述した⑤の用法において -duの出現が義務的であることからも窺
える。中右（1994）は，＜焦点化＞を「ある情報を発話の焦点として取り立
てることによって，焦点と前提（図と地，前景と背景）からなる情報構造を作
り上げる過程」（p61）と定義し，「話題化」とともに話し手の情報の提示の
仕方に関わるモダリティの一種と位置づけているのだが（pp39-40），宮良方

16 第 3節で述べたように，-duは勧誘・意志および命令の文，また，＜直前＞にデキゴト
が実現または発生したことを表す iTa過去形が述語となっている文には現れない。これは，
これらの文が，話し手の心的欲求や状態，目の前のデキゴトを，直接的に表出・描写する
ものであることによると考える。

但し，これらの用法は完全に二分されるものではない。例えば先述の（53）
に「小さい子供に「太陽はどこから昇るの ?」と尋ねられた」というコンテ
クストが与えられれば，その文は③の用法となる。15

5. 「モーダルな」-du
前節で，宮良方言の助辞 -duは焦点標識としての役割をその基本としてい
ることを述べた。だが，自然現象や話し手の目の前の状態についてののべた
ての文，またうたがい文に現れる -duは，焦点化と同時に「モーダルな」ふ
るまいも示している。つまりこれらの文では，その文に表されるデキゴト
が話し手の推量的判断

4 4 4 4 4

による場合にだけ，-duは現れうるのである。例えば
（61）（62）では，話し手が状況から判断したコトガラがのべたてられている。
（61）  unu jado: sjimi:-du sjike:ru-soNga， kazji-N-du ki: ake:ru.　この窓

は閉めておいてあったけど，風がきて開けてある。｛note.発話時
には窓は閉じているが開けた跡があるのを見て｝

（62）  ure: atugara-du ke:ru.　彼は後から来てある。｛ft.彼は後から来
た。｝ ｛note.さっきまでいなかった ｢彼 ｣が会場にいるのを見て｝

推量的判断がデキゴト全体に及ぶ場合，-duはその現象・状態の主体をと
りたてる。当然，1人称，2人称主語の文は現れない。
（63）  Nga: ho:N-soNga， hatage-Nga ami-N-du fe:ruN kisja:ru=sa:.　こ

こは降っていないけど，畑（の方）で雨が降っているみたいだよ。
（64）  ure: ufu-ami-N-du hwi:duru.　これは大雨が降っている。
（65）  kiNgjo-N-du sïnuN kisja:ru=dara:.　金魚が死にそうだよ。
（66）  me:ta: mi:taNna: urja: icjizji-gara nizji-made deNki-N-du ki:ruN 

kisja:raN=na:.（＜ kisja: araN）　メーター（を）見たらこれは 1時か
ら 2時まで電気が消えているんじゃないかな。

このことは，話し手がその目の前の状態をそのまま
4 4 4 4

のべたてている場合と
比べてみるとより明らかである（中立叙述）。以下に示すいずれの用例でも，

15 なお，デキゴトの実現の有無が問題となっている，すなわち，「不定・不確定なコトガラ」
に関わる文の部分が述語部分あるいは文全体にある場合は，-duは文中に現れないのが普
通である。
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・-duの文法的意味役割
（c）  宮良方言の係助辞 -duは焦点標識としての役割をその基本としており，

それが現れる文タイプ，また文脈中に示されているコンテクストとの関
わり方により，6つの用法がみとめられる。

（d）  ①から③は，たずね文とうたがい文，そして，それらにこたえる文で
実現される。これらの用法では「不定・不確定なコトガラがある」とい
うことがコンテクストに示されており，-duはその「不定・不確定なコ
トガラ」に関わる文の部分をとりたてている。この用法は，現代共通語
の格助辞 -ガの，｢総記 ｣や ｢ 排他 ｣ などと呼ばれる用法に対応するも
のである。

（e）  これに対し④から⑥は，（d）に挙げたようなコンテクストとの関わり
がみとめられないものであり，主に一般的なコトガラ，脱時間的なデキ
ゴトを表す文となる。このとき -duは，そのコトガラ・デキゴトの「ポ
イント」を表す文の部分を（排他的に）とりたて，目立たせている。なお，
（d），（e）は完全に二分されるものではない。

（f）  また，自然現象や話し手の目の前の状態に関わるデキゴトを描写，叙
述する文に -duが現れている場合，その文には，その表されるデキゴト
に対する話し手の推量的判断が含まれている。すなわち，デキゴト描写，
叙述の文に現れる -duはその文が話し手の知覚したそのままではない

4 4

こ
とを示すものであり，-duの有無によって話し手の描写・叙述の仕方の
違いが表し分けられていると言える。本研究ではこれを，「モーダルな」
-duと呼ぶ。

（f）に関して，多良間島方言ではその陳述性の違い（＜非情意的＞か＜情意
的＞か）により叙述法・断定の「ri語尾形」（非 N語尾形に対応）と「m語尾
形」（N語尾形に対応）とが形態的に対立しているのだが，そのあり方は，宮
良方言における，文中の -duの出現の有無と -duとの呼応関係によって生じ
ている非 N語尾形と N語尾形の対立に似ている（a）。なお，多良間島方言で
も，｢m語尾形 ｣は -duの結びとならない 19。

19 下地（2008）で，宮古・伊良部方言の係結びについて，「特定の語尾（m語尾終止形）を排

言の -duは，デキゴト描写，叙述の文においてそのモーダルな性質を色濃く
する，と言うことができるだろう 17。そこには文のタイプが大きく関わって
いると思われる。すなわち，コンテクストによる焦点化要素の制約を受けな
いデキゴト描写，叙述の文において＜焦点化＞の有無やどの要素をとりたて
るかは話し手の任意によるものであり，よってこのとき，＜焦点化＞自体に
話し手の心的態度が強く反映されることになると考える。

6. まとめ
本稿は宮良方言の助辞 -duについて，まず「結び」となる述語の形式を示
し，さらにその基本的な用法を記述・考察した。考察の対象を主に動詞述語
文，また単文レベルに限ったため不十分な点もあるが，その基本的な意味役
割は明らかにしえたのではないかと考える。
考察の結果は以下のようにまとめられる。

・述語形式との呼応について
（a）  宮良方言では -duと述語形式との呼応関係が一応保たれており，とく

に叙述法・断定形の非過去形みとめ形式では，係助辞 -duの ｢結び ｣と
なる形式（非 N語尾形）とならない形式（N語尾形）とが対立している。

（b）  但し，うちけし形式，過去形ではそのような形式の対立はなく，-du

の ｢かかりの弱まり ｣がみとめられる（内間 1985）。このことは，本稿
では考察の対象としなかったが，-duが従属節内で条件形をとりたてら
れること（12）18，また従属節，主節の両方に -duが現れうる（61），とい
うことなどからも明らかである。

17 但し，「モーダルな」意味は，-duのみに担われているのではなく， -duと，それと共起
しうる様々な述語形式によって実現されていると捉えるべきである。このことは，本節で
挙げている -duの用例の多くに推量の終助辞や助動詞，ムード的な意味を含む形式が現れ
ていることなどからも明らかである。なお，従属節で推量の根拠が示されている場合は推
量の述語形式でなくてもよいことから（28），「モーダルな」意味が述語形式のみに担われ
ているわけではないことがわかる。
18 疑問詞結びについても，numja:という形式が常に疑問詞と共起して現れてはいるもの
の，疑問詞自体はこの形式を常に要求してはおらず，やはり呼応関係は弱い。
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宮田幸一 （1948） 『日本語文法の輪郭』三省堂 .

山田孝雄 （1922） 『日本口語法講義』寶文館 .

付記
　本稿は，2009年度沖縄言語研究センター定例研究会（2010.1.23於琉球大学）におけ
る口頭発表を基としている。また文部科学省科学研究費（基盤研究（B）（1），課題番号
20320066）「南琉球方言の文法の基礎的研究」（代表者 狩俣繁久）の研究成果の一部で
ある。調査にご協力いただいた方々，発表の席上貴重なご助言を下さった方々へ心か
ら御礼申し上げます。また本論の査読にあたり，有益なご意見を数多く下さった査読
者の方々にも感謝申し上げます。

（最終原稿受理日 2010年 8月 10日）

だが助辞そのものについて，宮良方言のたずね文・うたがい文は，疑問
詞の有無に関わらず -duが用いられるのに対し，多良間島方言では疑問詞の
とりたてには原則的に -gaが用いられる。また宮古・平良方言でも，疑問詞
たずね文には -gaが，疑問詞のない一般たずね文には -nuが現れており（狩
俣 1997: 393-394），「南琉球」諸言語内の大きな相違点の 1つとなっている。
これは実に興味深い現象であり，今後はこのような観点からも調査・研究を
進めていきたい。
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