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要旨：本発表の目的は，南琉球宮古語新城方言 (以下，新城方言) における二重主語文を記述し，
その使用制限を説明しようと試みることである。本発表では，二重主語文の外主語と内主語の間

に成り立つ所有関係に着目した上で，新城方言における二重主語文に関して，以下の 2点を主張
している。 

a) 新城方言の二重主語文の使用制限が，角田 (1991) の通言語的階層である所有傾斜により概ね
説明できること。 

b) 述語の品詞（形容詞，名詞）により違いが出て，その違いもまた所有傾斜によって説明でき
ること。 

これまでの琉球語研究において，二重主語文の使用に関する研究がいまだにない。本発表は今

後の琉球語の二重主語文に関する研究の足がかりにしたい。 

0. はじめに 

本発表の目的は，南琉球宮古語新城方言 (以下，新城方言) における二重主語文を記述し，その
使用制限を説明しようと試みることである。二重主語文は，外主語と内主語が広義の所有関係 
(全体・部分，主体・関連物など) を持つ非動詞述語文を指す(形容詞述語: (1ab) ;名詞述語: (2ab))。  

(1a) kar(i)ja miinudu upumunu. (1b) *kar(i)ja fukunudu  upumunu. 
 kar(i)=a mii=nu=du upu+munu.  *kar(i)=a fuku=nu=du  upu+munu. 
 3SG=TOP 目=NOM=FOC 大きい+DHD  3SG=TOP 服=NOM=FOC 大きい+DHD 
 「彼は目が大きい。」  「彼は服が大きい。」 
(2a) kar(i)ja ujanudu zinmucjaa. (2b) *kar(i)ja jaanudu  pz̆tukjuujaa. 
 kar(i)=a uja=nu=du zin+mucjaa.  *kar(i)=a jaa=nu=du  pz̆tukjuu+jaa. 
 3SG=TOP 父=NOM=FOC お金持ち  3SG=TOP 家=NOM=FOC 一軒家 
 「彼は父がお金持ちだ。」  「彼は家が一軒家だ。」 

 (1b)(2b) で例示されるように，日本標準語では容認されるような二重主語文が，新城方言では容
認されない場合がある。これまでの琉球語研究において，二重主語文の使用に関するこのような

事実は指摘されたことがない。本発表では，二重主語文の外主語と内主語の間に成り立つ所有関

係 ((1a) は所有者―身体部分，(2a) は所有者―親族など) に着目した上で，新城方言の二重主語
文の使用制限が，(3) に示す角田 (1991) の通言語的階層である所有傾斜により概ね説明できるこ
とを主張する。  

 (3) 所有傾斜： 
【身体部分＞属性＞衣類＞（親族）＞愛玩動物＞作品＞その他の所有物】 



 2 

(角田 1991,2009) 

端的に言うと，形容詞述語の場合，その内主語が身体部分，属性までは使えるが，それ以外で

は使えない；名詞述語の場合，その内主語が身体部位，属性，衣類までは使えるが，それ以外で

は使えない。形容詞述語 (1b) は内主語フク「服」が【衣類】であるため，二重主語文が使えず，
名詞述語 (2b) は内主語ヤー「家」が【その他の所有物】であるため，二重主語文が許容されな
い。 

1. 新城方言の概要 

南琉球宮古語は，宮古島で話されている方言の総称である。2009年 2月，ユネスコにより消滅
危機言語の「危険」(definitely endangered)と分類された。新城方言は宮古島の南東部に位置する旧
城辺町新城地域で話されている方言であり，人口（外国人を含む）は平成 29年 12月末日時点で
457人であり，世帯数が 253世帯である。方言話者数に関して，自治体や政府の公式なデータは存
在しないが，他の琉球諸語と同じく，話者はほぼ地域在住もしくは出身の 60代以上に限られるた
め，上記の人口よりも大幅に下回ると予測される。話者の高齢化を考慮すると，今後 10年以内に
調査が難しくなると予測される。 

以下，琉球列島と新城地区の位置 (図 1) とかりまた (2002) に基づく宮古語の系統関係 (図 2) 
を示す。 

 

図 1.琉球列島と新城地区（丸枠）の位置 
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図 2. 宮古語の系統関係 

記述が進んでいる宮古語の中にあって，新城方言の記述研究は全般的に少なく，九州大学卒業

論文 2 報 (高橋 2018，田平 2018) と発表者の修士論文 (王 2019) のみである。今回扱う二重主語

文に関して，新城方言だけでなく宮古語全体に広げても先行研究は存在しない。よって，本発表

では，まず現象の報告を中心に行い，分析に関する仮説を提示した上で，今後の研究の足がかり

としたい。 

2. 二重主語文 

本発表が扱う言語現象は，二項述語形容詞文に関するものである。二項述語文に下位分類を設

ける (図 3)。 

 

図 3. 二項述語文の下位分類 

二重主語文は，外主語と内主語が広義の所有関係 (全体・部分，主体・関連物など) を持つ非動
詞述語文（すなわち，名詞述語文と形容詞述語文）を指す。 

 そのうち，形容詞述語文の場合，二重主語文 (4a) と経験者構文 (4b) は形式的に類似性を持っ

ているが，意味的違いが大きく，区別する必要がある。 

(4a) *bajaa/baga annanudu ajparagimunu. 
  ba=a/ba=ga anna=nu=du aparagi+munu 
  1SG=TOP/1SG=GEN 母=NOM=FOC きれい+DHD  
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  「私は母がきれいだ。」 
(4b) bajaa/*baga annanudu kanasɨmunu. 
  ba=a/ba=ga anna=nu=du kanas+munu 
  1SG=TOP/1SG=GEN 母=NOM=FOC 愛しい+DHD  

経験者 刺激 感情・感覚形容詞 
  「私は母が愛しい。」 

   (4a) や (1a)(2a) に示すように，二重主語文は，外主語と内主語が広義の所有関係 (全体と部
分，所有と被所有，主体と関連物) にある構文であり，形式的には二項文であるが，意味的には

一項文的である。すなわち，述語形容詞が要求する必須項は内主語のみである。実際，(4a) の外
主語と内主語を属格=gaで結び，一つの名詞句 (「私の母」) に転換することができる。 

一方，(4b) で示した形容詞経験者構文においては，述語が独立した二項を要求し，外主語経験

者は内主語刺激を感知する主体であり，内主語刺激は外主語経験者の知覚を引き起こす原因とな

る。すなわち，述語が独立した二項を要求する。(4a) と異なり， (4b) の外主語と内主語を属格

=gaで結び，一つの名詞句に転換することができない。 

上記を踏まえ，発表者は (5) を基準に二重主語文と経験者構文を区別する。 

(5) 二重主語文と経験者構文を区別する基準： 

 

3. 所有傾斜と二重主語文 

角田 (1991) は，所有者と所有対象の間の結合の強さは連続的に変化すると考えて，譲渡不可能

（分離不可能）な所有関係と譲渡可能（分離可能）な所有関係の分類を精密化し，所有対象の順

序の階層を (6) のような，【所有傾斜】として設定している。 具体例は (7) に示している。 
 
(6) 所有傾斜（再掲） 
【身体部分＞属性＞衣類＞親族＞愛玩動物＞ 作品＞その他の所有物】 
 
(7) 具体例： 
「身体部分」：体，手，目，足，頭など 
「属性」：身長，体重，性質，健康状態，体温，血圧，身体機能（運動、反応、排せつ作用等），

意識，名前など 
「衣類」：上着，ズボン，靴，眼鏡など 
「親族」：お父さん，お母さん，おじいさん，おばあさんなど 
「愛玩動物」：家で飼っている猫や犬など 
「作品」：職人さんが作った工芸品，作家が書いた作品，小学校のお子さんが図工の時間に作った

【外主語】は【内
主語】が〜

「【外主語】の
【内主語】は〜」

に転換

できる 二重主語文

できない 経験者構文
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作品，研究者が書いた本や論文など 
「その他の所有物」：カバン，別荘，コンピューターなど 

(角田1991, 2009に基づき，発表者が要約) 

 日本標準語に関して，角田は形容詞二重主語文の自然さが所有傾斜と相関し，所有傾斜の上位

であるほど自然であり，階層下位ほど二重主語文を許容しにくいとしているが，階層最下位でも

非文とまでは言えない。 

4. 新城方言における二重主語文：使用制限 

4.1 所有傾斜説を検証 

所有傾斜を使って検証してみたところ，新城方言の二重主語文も所有傾斜により，概ね説明で

きることがわかった。新城方言の場合，形容詞述語文では衣類以降が許容されず，名詞述語文で

は愛玩動物以降が許容されないが，「作品」のみ説明がつかない場合もある。 

表 1. 新城方言の二重主語文と所有傾斜 

 身体部分 属性 衣類 親族 愛玩動物 作品 その他 
形容詞述語 ○ ○ × × × △ × 
名詞述語 ○ ○ ○ △ × △ × 

内主語が同じ作品 (「字」) なのに，許容される文 (形容詞述語(8a);名詞述語(9a)) と許容され
ない文 (形容詞述語(8b);名詞述語(9b)) がある。 

(8a) karjaa zɨɨnudu kagimunu. 
 kar(i)=ja zɨɨ=nu=du kagi+munu. 
  3SG=TOP 字=NOM=FOC 綺麗だ+DHD 
  「彼は字が綺麗だ。」 
(8b) *karjaa zɨɨnudu takadaimunu. 
 *kar(i)=ja zɨɨ=nu=du takadai+munu. 
  3SG=TOP 字=NOM=FOC 高い+DHD 
 （書家である）「彼は字が（値段が）高い。」 
(9a) karjaa zɨɨnudu kagizɨɨ. 
 kar(i)=ja zɨɨ=nu=du kagi+zɨɨ. 
  3SG=TOP 字=NOM=FOC 綺麗な+字 
  literally.「彼は字が綺麗な字だ。」 
(9b) *karjaa zɨɨnudu takadaizɨɨ. 
 *kar(i)=ja zɨɨ=nu=du takadai+ zɨɨ. 
  3SG=TOP 字=NOM=FOC 高い+字 
 literally.（書家である）「彼は字が（値段が）高い字だ。」 
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4.2 案１：所有傾斜の順序入れ替え 

所有傾斜について，角田でも修正の可能性があり，様々な言語における所有関係に関わる言語

現象の中でどのように修正されうるのであろうかと述べている。しかし，所有傾斜の順序入れ替え

ると，元々説明がついた日本標準語や豪州語などの所有現象が説明できなくなるだけじゃなく，新城

方言の二重主語文の使用制限を説明することもできない。 
形容詞述語を基準にすると，【作品】は【属性】と【衣類】の間に移動することになるが，この順序

では名詞述語を説明しなくなってしまう。 
表 2. 形容詞述語を基準にする場合 

 身体部分 属性 作品 衣類 親族 愛玩動物 その他 
形容詞述語 ○ ○ △ × × × × 
名詞述語 ○ ○ △ ○ △ × × 

 
一方，名詞述語を基準にすると，【作品】は【親族】と【愛玩動物】の間に移動することになる

が，今度は形容詞述語を説明しなくなってしまう。 
表 3. 名詞述語を基準にする場合 

 身体部分 属性 衣類 親族 作品 愛玩動物 その他 
形容詞述語 ○ ○ × × △ × × 
名詞述語 ○ ○ ○ △ △ × × 

 すなわち，所有傾斜の順序入れ替え案は新城方言の形容詞述語二重主語文と名詞述語二重主語

文を同時に説明することができない。 

4.3 案２：【作品】の再分類 

【作品】の例を振り返ると（ここでは(8)(9)を例に），容認度に差が出る (8a) vs. (8b)；(9a) vs. 
(9b) は実は意味的に違いがある。 (8ab)(9ab) はいずれも「彼の字」という所有関係として理解さ

れるから，角田の所有傾斜の分類に従うと第二項はいずれも【作品】ということになる。しか

し，「彼の字」が真に【作品】と考えられるのは，(8b)(9b) の方である。これに対して (8a)(9a) の
場合，字は作品というよりも，「彼」の属性になっている。すなわち，(8a)(9a) における「字」

は，「彼」どういう人であるかを特徴付けるために使われており，「彼」の元を離れて他人の所有

物にすることはできない。実際，(8a)(9a) は，「彼はどんな人？」という問いに対する答えとして

自然な文であるが，(8b)(9b)はそうではない。 

上記の考察から，発表者は，角田の分類で【作品】としていたものを，「彼はどんな人？」の答

えとして適切かどうかを基準に，【属性】と【作品】に再度分類し直す。その結果を以下に示す。

なお，新たに分類し直した，作品由来の【属性】（以下，【派生属性】）は，二重主語文にできない

と判断する話者もいる点で，これまでの分類における【属性】（体重，身長など，以下では【固有

属性】と区別すべきかもしれないので，暫定的ではあるが，「属性」カテゴリーに区別を設ける。

この区別が通言語的に妥当かどうか，今後の研究で検証する必要がある。 
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5. おわりに 

本発表では，新城方言の二重主語文に関して，所有傾斜の観点から記述を行なった。その結

果，所有傾斜により，新城方言の二重主語文の使用制限が説明でき，形容詞述語文の方が許容さ

れる領域が狭い（階層の右にせり出しにくい）ことがわかった(表 4)。 

表 4. 新城方言の二重主語文 

 

身
体
部
分 

属性 
衣
類 

親
族 

愛
玩
動
物 

作
品 

そ
の
他 固

有 

派
生 

形容詞述語 ○ 〇 △ × × × × × 

名詞述語 〇 〇 〇 〇 △ × × × 

今後の課題は以下の通りである。まず，属性に下位区分を設けた本発表の結果を，他の言語や

方言の二重主語文や所有構文に当てはめ，その妥当性をチェックする必要がある。なぜなら，所

有傾斜は通言語的な階層であって，本発表が提案した属性の下位区分は当然，他の言語でも通用

するはずだからである。 

本発表は琉球諸語における二重主語文に関する初めての研究であると同時に，所有傾斜階層を

二重主語文の使用制限を説明する初めての研究でもある。本研究によって，今後，他の琉球諸語

についても，さらには本土諸方言，ほかの言語についても，二重主語文を所有傾斜の観点で記述

することができる可能性が示されたと言える。さらに，通方言的な研究，すなわち二重主語文の

方言差を記述する際にも，比較の基準として所有傾斜を使うことが有効である可能性もあるであ

ろう。 

略語一覧 

1:一人称; 3:三人称; DHD: 準複合; FOC: 焦点; GEN: 属格; NOM: 主格; SG: 単数; TOP: 主題 
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