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1 本発表の目的

本発表の目的は，福岡県柳川市方言（以下，柳川方言）における形容詞類の構造と体系を記述するこ

とである。

2 対象方言とその音韻論の概要

2.1 対象方言の概要

柳川方言が話されている柳川市は，福岡県南部に位置する筑後地方の一都市である (図 1)。柳川市は

筑後平野に位置し，西南部には有明海が広がっている。

図 1. 柳川市の位置（黄色塗りつぶし）

九州方言は，東部で話される豊日方言，北西部で話される肥筑方言，南部で話される薩隅方言に大別

される（上村 1983: 7-8）が，このうち柳川方言は，肥筑方言に属する（岡野 1983）。柳川方言は，ガ
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ノ交替と呼ばれる主語の格標示の交替現象が生じる点や，終助詞 bai，taiを使用するという点，屈折形

容詞がカ語尾と呼ばれるカリ活用由来の接辞-kaをとる点で他の肥筑方言と類似点をもつ。一方で，尊

敬接辞-mesや終助詞 nomoを使用する点で，周辺方言からは区別される（岡野 1983: 65）。

2.2 音韻論の概要

柳川方言の母音音素を表 1に，子音音素を表 2に示す。

表 1. 母音音素

前舌 後舌

狭 i u

半狭 e o

広 a

表 2. 子音音素

両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門

閉鎖音 p, b t, d k, g

摩擦音 s, z h

破擦音 c

鼻音 m n

はじき音 r

接近音 w y

3 形容詞類の構造と体系

本節では，形容詞類の構造と体系を記述する。

3.1 形容詞類の下位分類

形容詞類は，屈折形容詞と非屈折形容詞という二つの語類から成る。以下に，それぞれの語類の定義

を示す。

(1) 屈折形容詞：屈折形容詞は，名詞句の修飾部もしくは述語に立ち，屈折する。同じく名詞句の修飾

部もしくは述語に立つ動詞とは，異なる屈折体系をもつという点で区別される。非屈折形容詞と

は，それ自体が屈折するという点で区別される。

(2) 非屈折形容詞：非屈折形容詞は，名詞句の修飾部もしくは述語に立つ。それ自体は屈折せず後続す

るコピュラが文法的意味を担う。同じく名詞句の修飾部もしくは述語に立つ動詞や屈折形容詞と

は，それ自体が屈折しないという点で区別される。

この二つは異なる語類に属するが，主に物の性質（Property Concept（Dixon 1982, 2004））を表す

という意味機能をもつ点で共通している。よって，本発表ではこれら二つの語類を合わせて記述する。
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3.2 屈折形容詞の構造と体系

屈折形容詞は，以下のような構造をとる。

(3) 形容詞語幹-屈折接辞

以下に，屈折形容詞の活用体系を示す。

表 3. 屈折形容詞がとる屈折接辞（haya「早い」を例に）

出現する環境 法 時制 肯定 否定

文終止・名詞修飾 直説法
非過去 //haya-ka// //haya-u na-ka//

過去 //haya-katta// //haya-u na-katta//

文終止 推量法
非過去 //haya-karoo//1 //haya-u na-karoo//

過去 //haya-kattaroo// //haya-u na-kattaroo//

副詞節
条件 //haya-kattara//

並列 //haya-kattai//

動詞・形容詞修飾 //haya-u//

屈折接辞の多くには ka という要素が含まれるが，これは，これらの屈折接辞が通時的には接辞-ku と

動詞 ar「ある」を語彙的資源とするためである（吉町 1931, 神部 1980, 今西 1993）。ただし，共時

的に見ると，ar「ある」などの動詞がとる接辞（例：非過去肯定接辞-ru，非過去否定接辞-n，継起肯定

接辞-te）に対応する形（例：*haya-karu，*haya-karan，*haya-katte）をもたない。

3.2.1 直説法

直説法非過去肯定接辞-ka の例を，以下に示す。直説法非過去肯定に用いられる形式は，名詞修飾の

際にも用いられる。

(4) a. 文終止

taroowa

taroo=wa

太郎=top

asino

asi=no

足=nom

hayaka.

haya-ka

速い-npst

「太郎は足が速い。」

b. 名詞修飾

hayaka

haya-ka

速い-npst

hitoga

hito=ga

人=nom

urayamasikatanmo.

urayamasi-ka=tanmo

うらやましい-npst=dsc

「（私は足が遅いから）速い人が羨ましい。」

1 非過去推量接辞-karoo や-kattaroo には共通して roo という部分が含まれるため，roo を独自の形態素とする分析も考えら
れる。ただし，柳川方言において roo という形態素を設定した場合，この形態素が動詞の非過去形にはつかず（*arukuroo

「歩くだろう」），動詞の過去形（aruitaroo「歩いただろう」），屈折形容詞の非過去形（hayakaroo「早いだろう」）・過去形
（hayakattaroo「早かっただろう」）のみにつくという歪な構造を示すこととなる。よって，本発表では，roo という形態
素を認めず，-karoo，-kattaroo を一つの形態素とみなす。
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直説法過去接辞-katta の例を，以下に示す。

(5) taroowa

taroo=wa

太郎=top

izenna

izen=wa

以前=top

asino

asi=no

足 nom

hayakattabai.

haya-katta=bai

速い-pst=dsc

「太郎は昔は足が速かったよ。」

3.2.2 推量法

推量法非過去接辞-karoo の例を，以下に示す。

(6) an

an

あの

hitowa

hito=wa

人=top

asino

asi=no

足=nom

hayakaroo.

haya-karoo

速い-infr.npst

「あの人は足が速いだろう。」

推量法過去接辞-kattaroo の例を，以下に示す。

(7) ano

ano

あの

mmawa

mma=wa

馬=top

asino

asi=no

足=nom

basaraka

basaraka

とても

hayakattaroo.

haya-kattaroo

速い-infr.pst

「あの馬は，足がとても速かっただろう。」

3.2.3 副詞節

条件接辞-kattara と並列接辞-kattai の例を，以下に示す。

(8) asino

asi=no

足=nom

hayakattara

haya-kattara

速い-cnd

yokattabatten

yo-katta=batten

よい-pst=advrs

「足が速かったらよかったけれど（実際はそうではなかった）」

(9) asino

asi=no

足=nom

hayakattai

haya-kattai

速い-para

osokattai

oso-kattai

遅い-para

iroiro

iroiro

いろいろ

orooga.

or-a-u=ga

いる-thm-infr=cnf

「足が速かったり遅かったりいろんな人がいるじゃない？」

3.2.4 動詞・形容詞修飾

接辞-u は，屈折形容詞が動詞や形容詞類を修飾する際に用いられる。この形は直説法や推量法の否定

を表す際や，継起の意味を表すにも用いられ，それぞれ補助形容詞 na「ない」，補助動詞 si「する」が

後続する。
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(10) 軽動詞を修飾する例

asino

asi=no

足=nom

hayo

haya-u

速い-adv

naroobatten.

nar-a-u=batten

なる-thm-infr=advrs

「足が速くなるだろうけれど。」

(11) 動詞を修飾する例

hayo

haya-u

早い-adv

hasire.

hasir-re

走る-imp

「（ぐずぐずしないで）早く走れ。」

(12) 直説法の否定を表す例

taroowa

taroo=wa

太郎=top

asino

asi=no

足=nom

hayo

haya-u

速い-adv

naka.

na-ka

ない-npst

「太郎は足が速くない。」

(13) 推量法の否定を表す例

ariwa

ari=wa

あれ=top

asino

asi=no

足=nom

hayo

haya-u

速い-adv

nakaroo.

na-karoo

ない-infr.npst

「（太った馬を見て，）あれは足が速くないだろう。」

(14) 継起を表す例

asino

asi=no

足=nom

hayo

haya-u

速い-adv

site

si-te

する-seq

ukuttomo

uku-ru=to=mo

受ける-npst=fmn=add

mmaka.

mma-ka

うまい-npst

「（野球選手に対して）足が速くて守備も上手だ。」

3.2.5 扱いに困っている接辞

屈折形容詞がとる接辞のうち，現時点で分析ができていないものに，-kariyotta がある。この形式が

もつ具体的な意味は現時点で不明だが，自然談話中では過去の習慣的な事象を回想する場面でよく用い

られる2。このため，現時点では-kariyotta には-hab.pstというグロスを付す。

2 形容詞がアスペクト接辞-yor と同根の接辞をとる現象は，熊本県下益城郡松橋町（村上 2004），鹿児島県甑島里方言
（松丸 2019）など他の九州方言でも生じる。村上（2004）は，松橋町方言における当該形式は過去・現在の反復習慣，過
去・現在の一時的現象を表す際に用いられると指摘している。
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(15) a. hayakariyotta.

haya-kariyotta

早い-hab.pst

「（農業をしていたころを思い出しながら）（朝が）早かった。」

b. isogasikariyottayo.

isogasi-kariyotta=yo

忙しい-hab.pst=dsc

「（農業をしていたころは，ずっと）忙しかったよ。」

c. hidarukariyottayo.

hidaru-kariyotta=yo

ひもじい-hab.pst=dsc

「（農業をしていたころ，朝ご飯を食べるのが早かったので，昼ご飯前は）ひもじかったよ。」

現時点では-kariyotta をひとまとまりの接辞であるとみなしている3。

3.3 非屈折形容詞

非屈折形容詞は，以下のような構造をもつ。

(16) 非屈折形容詞（=コピュラ）

非屈折形容詞にコピュラが後続する場合の活用を，以下に示す。

表 4. 非屈折形容詞と後続するコピュラ（kiree「きれい」を例に）

肯定 否定

文終止

直説法
非過去 //kiree(=yar)// //kiree=ya na-ka//

過去 //kiree=yar-ta// //kiree=ya na-katta//

推量法
非過去 //kiree=yar-a-u// //kiree=ya na-karoo//

過去 （//kiree=yar-taroo//）4 //kiree=ya na-kattaroo//

名詞修飾 //kiree=na//

動詞・形容詞修飾 //kiree=ni//

3.3.1 直説法

以下に，直説法の例を示す。直説法非過去肯定の場合，理由を表す接語=ken が接続する場合にはコ

ピュラが接続しうるが，その他の環境ではコピュラは出現しない。

(17) 直説法非過去肯定

3 ただし，-kariyotta をひとまとめにする分析の他に，例えば-kariyor と動詞過去接辞-ta に切り出すような分析や，
-kariyor をさらに-kari と-yor にわけるような分析も考えられる。

4 括弧内に示したものは，未確認だが，想定される形である。
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a. an

an

あの

hanawa

hana=wa

花=top

kiree.

kiree

きれい

「あの花はきれいだ。」

b. antawa

anta-φ=wa

2-sg=top

kireeyaken

kiree=yar=ken

きれい=cop=csl

「あなたはきれいだから」

(18) 直説法非過去否定

kireeya

kiree=ya

きれい=cop

nakamon.

na-ka=mon

ない-npst=dsc

「きれいじゃないもの。」

(19) 直説法過去肯定

an

an

あの

hanawa

hana=wa

花=top

kireeyatta.

kiree=yar-ta

きれい=cop-pst

「あの花はきれいだった。」

(20) 直説法過去否定

mukasiwa

mukasi=wa

昔=top

kogen

kogen

こんなに

kireeya

kiree=ya

きれい=cop

nakatta.

na-katta

ない-pst

「昔はこんなにきれいじゃなかった。」

3.3.2 推量法

以下に，推量法の例を示す。

(21) 推量法非過去肯定

soryaa

sori=wa

それ=top

kireeyaroo.

kiree=yar-a-u

きれい=cop-thm-infr.npst

「それはきれいだろう。」
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(22) 推量法非過去否定

kireeya

kiree=cop

きれい=cop

nakaroo.

na-karoo

ない-infr.npst

「きれいじゃないだろう。」

(23) 推量法過去否定

sogen

sogen

そんなに

kireeya

kiree=ya

きれい=cop

nakattaroo.

na-kattaroo

ない-infr.pst

「そんなにきれいじゃなかっただろう。」

3.3.3 名詞修飾と動詞・形容詞修飾

以下に，非屈折形容詞が名詞を修飾する例と，動詞・形容詞修飾を修飾する例を示す。

(24) 名詞修飾

kireena

kiree=na

きれい=cop.adn

hana

hana

花

「きれいな花」

(25) 動詞・形容詞修飾

kireeni

kiree=ni

きれい=cop.adv

nattoru.

nar-tor-ru

なる-pf-npst

「きれいになっている。」

3.4 屈折形容詞語基がとる派生接辞

屈折形容詞語基に接続し，品詞の転換を生じさせる派生接辞には，動詞化接辞-gar，名詞化接辞-sa

がある。

接辞-garは，形容詞を動詞化する。

(26) kawaigariyotta.

kawai-gar-i-yor-ta

かわいい-vlz-inf-prog-pst

「かわいがっていた。」

接辞-saは，形容詞を名詞化する。
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(27) hutosano

huto-sa=no

大きい-nmlz=nom

aru.

ar-ru

ある-npst

「大きさがある。」

-saは，感嘆表現にも用いられる。-saを用いた感嘆表現は，肥筑方言を中心とした他の九州方言（住

田 1986, 井上 1993, 濱中 2000, 坂田 2004）や，北琉球奄美語湯湾方言（Niinaga 2014: 60），南

琉球宮古語伊良部島方言（下地 2018: 212-213）などの琉球諸語でも生じる。

(28) baa

baa

まあ

essa.

esu-sa

怖い-nmlz

「まあ，怖いこと！」

3.5 二つの語類にまたがって実現する語根

前節まで，屈折形容詞と非屈折形容詞という二つの語類を設定し，それぞれの構造と体系を記述した。

本節では，ある語根がこれら二つの語類に出現することを指摘する。

柳川方言において，taka「高い」，haya「速い，早い」などの語根は接辞をとり屈折する，すなわち

屈折形容詞としてふるまう。一方，kiree「きれい」，sicuree「失礼」などの語根は，それ自体は屈折せ

ず後続するコピュラが文法的意味を示す場合もあるが，屈折形容詞がとる屈折接辞をとる場合もある。

すなわち，同じ語根から成る語が，それ自体は屈折しない非屈折形容詞と，それ自体が屈折する屈折形

容詞という二つの語類にまたがって実現する。以下に，kiree「きれい」が非過去文終止の環境にある例

を，屈折形容詞としてしか実現しない haya「速い」のそれと比較しつつ示す。

(29) a. kiree「きれい」の例

an

an

あの

hanawa

hana=wa

花=top

{kiree/kireeka}.
{kiree/kiree-ka}
{きれい/きれい-npst}

「あの花はきれいだ。」

b. haya「速い」の例

taroowa

taroo=wa

太郎=top

asino

asi=no

足=nom

hayaka.

haya-ka

速い-npst

「太郎は足が速い。」

ただし，kiree「きれい」のような語根は屈折形容詞がとる屈折接辞の全てをとれるわけではなく，-u

はとることができない。
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(30) a. kiree「きれい」の例

{kireeni/*kireeu}
{kiree=ni/*kiree-u}
{きれい=cop.adv/きれい-adv}

nattoru.

nar-tor-ru

なる-pf-npst

「きれいになっている。」

b. haya「速い」の例

asino

asi=no

足=nom

hayo

haya-u

速い-adv

naroobatten.

nar-a-u=batten

なる-thm-infr=advrs

「足が速くなるだろうけれど。」

ある語根が非屈折形容詞としても屈折形容詞としてもふるまうという現象は他の肥筑方言にも見られ

（九州方言研究会 1969, 神部 1980, 小野 1983, 愛宕 1994），通時的にはかつて非屈折形容詞として

しか実現しなかった語根が屈折形容詞と同じ接辞をとるようになりつつあると分析されている（神部

1980）。近隣方言である佐賀方言5（小野 1983）では，柳川方言よりも変化がさらに進み，動詞・形容

詞修飾の際にコピュラ=ni と接辞-u をいずれもとることができる語根がある。

(31) 佐賀方言（小野 1983: 106）

a. //rippa-u//→/rippoo/「立派に」（小野 1983: 106 発表者一部変更）

b. //rippa=ni//→/rippani/「立派に」（小野 1983: 106 発表者一部変更）

略号一覧

-: 接辞境界/ =: 接語境界/ 1: 1人称/ 2: 2人称/ adn: 名詞修飾/ adv: 動詞・形容詞修飾/ add: 累

加/ advrs: 逆接/ cop: コピュラ/ hab: 習慣相/ imp: 命令/ inf: 非定形/ infr: 推量/ nmlz: 名詞

化/ nom: 主格/ npst: 非過去/ para: 並列/ pf: 完了相/ prog: 継続相/ pst: 過去/ seq: 継起/ sg:

単数/ thm: 語幹拡張辞/ top: 主題 /vlz: 動詞化
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