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本発表の目的

本発表で示すこと

1. 津堅方言の格タイプは、主格対格型（有標主格）自動詞主語と他動詞
主語が同じ格（=主格）で示され、他動詞目的語は無標である。

2. 名詞の性質の格標示の以下の出現の仕方を、調査票の調査データによ
り示す。

・一人称代名詞～親族名称（呼称）までは、gaが承接する。

・親族名称（非呼称）～無生物名詞までは、nuおよびgaが承接する。

なお、これらの場合、一般的にはnuが先に提示されることが多い。

3. 自動詞主語および、他動詞主語のゼロ標示を①格の省略、②とりたて
・主題、の二つのパターンから検討する。

4. 津堅方言の対格標示は「ハダカ格」であることや、自動詞主語におい
て「格の省略」が生じることにおいて、述語と隣接することが関わっ
ている。

5. 係助詞が承接した場合、ゼロ標示でとりたて・主題の場合、主語と述
語、目的語と述語は離れやすくなる。
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発表の構成

１．津堅方言の地理的・言語的位置づけ

２．津堅方言の格形式の概観

３．津堅方言の格タイプ

４．名詞の性質と格標示の現れ方

５．自動詞主語の主格標示の特徴

６．他動詞主語の主格標示の特徴

７．談話資料に見る対格の現れ方

８．まとめ
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1.津堅方言の地理的・言語的位置づけ



●地理的位置づけ

津堅島は、周囲約8㎞、面積約1.8k㎡の島で、沖縄本島中南部東
海岸に面した与勝半島の南東約5㎞に位置する。かつては、勝連町
に属していたが、現在は平成17年4月1日に、具志川市、石川市、勝
連町、与那城町の2市2町が合併してできた「うるま市」の行政区の
一つである。2019年6月現在、242世帯、人口407人である。

●言語的位置づけ

地理的位置から判断すれば、津堅方言は、沖縄中南部諸方言に分
類されると考えられる。しかし、これまでの諸研究により、P音の
残存状況や、格形式において、移動に関わる方向格と存在に関わる
場所格の形式を別に持っていることや、沖縄本島中南部で盛んに用
いられる具格のsaani形式は持たないことなどから、津堅方言は沖
永良部与論沖縄北部諸方言の特徴を有していることが明らかにされ
ており、言語的な位置づけとしては沖永良部与論沖縄北部諸方言に
属すると結論づけられている。
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2.津堅方言の格形式の概観

津堅方言の格形式として次の格形式が確認できた。
ハダカ格、ga格、nu格、ni格（与格）、si格（向格）、Nka
格、Nzi格、uti格、si格（具格）、kara格、mari格、ni格（
時間格）、tu格、juka格、以上14の格形式である。ni
格とsi格については、機能差が大きいことや出自など
の違いが考えられることから、ni格（与格）とni格（時
間格）、si格（向格）とsi格（具格）とを、それぞれ別形
式として扱う。

⇒別紙参照
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具格の使い分け

具格として、si、Nka、karaの三つが使用される。

6

(22) sabaki=si kaazi=φ sabaki=be.
櫛=で 髪 梳け=よ。

櫛で髪を梳けよ

(17) nabi=Nka takuN. 
鍋=で 炊く

鍋で炊く

(25) zｊuuzi=nu puni=kara sisaN=cuN.
十時=の 船=で 来た=って。

十時の船で来たって。



具格の使い分け－具格のNka －

「鍋」「湯」に共通のこととして、ものが「存在」できる空間、つまり、
滞留域があるということである。一般的には具格はsi格（具格）で
表されるが、空間や容量を持つ道具の場合はNka格が承接しやす
い。なお、si格（具格）で代替可能である。

7

(17) annraa=Nka agiri=be. 

鍋=で 炊く

鍋で炊く

Nmunijanaabi=Nka nisi Nmu=φ katutaN=ro.

芋煮る鍋=で 煮て 芋（を） 食べていた=よ。

芋煮る鍋で煮て、芋を食べていたよ。

daikoNbaa=ja ju=Nka=ru juriti=kara itamiti=jo。

大根葉=は 湯=で=ぞ 茹でて=から 炒めて=ね。

鍋で炊く



具格の使い分け－具格のkara－

karaは「起点」標示が基盤となり、所格、具格へとその機能を拡大させている。「

起点」に内包される「移動」という概念と人や物の「存在」という概念とが重層的
に捉えられ、「移動動作の行われる場所」を標示する機能を派生させることにつ
ながったと解釈される。さらに、移動動作に関わる移動手段標示へとその機能
を拡大させたと考えられる。
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kinuu takusii=kara Nzja=gutu.

昨日 タクシー=で 行った=から。

昨日、タクシーで行ったから。

ikinee basu=kara ikuru=baa=φ aN=tsuN

行きには バス=で 行く場合（が） ある=って。

行きにはバスで行く場合があるって。

ʔakkee ami+naka=kara acci+kisi.

感動詞 雨の中=を 歩いて来て。

アッケー、雨の中を歩いて来て。



場所格のkara

移動の性質を含まない、「仕事する」「検査する」が行われる場所
標示にもkaraが現れる。
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X=ga ii=nu arisi bjooiN=kara keNsaɸuN=ci、

X=が 胃=の あれして 病院=で 検査する=って、

Xが胃のあれして（胃を悪くして）病院で検査するといって、（以下省略）

aree ginowaNsi=kara sigutusuuru.

彼は 宜野湾市=で 仕事している。

あれは宜野湾市で仕事している。



si格（向格）の機能の派生

動作や行為の結果を標示する機能を派生させている。すなわち、siが移動の着

点をも意味することに関連して、変化の帰結を標示する機能として機能を拡大
させている。また、範囲や列挙の終点標示としても用いられる。一部列挙の場
合にも全部列挙の場合にも、kara格で列挙の始点が、si格で列挙の終点が標
示される。

10

mjoozi=ga X=si kawatakutu saisjo=wa nareNkatta.

名字=が X=へ 変わったから 最初は 慣れんかった。

名字がXに変わったから、最初は慣れなかった。

(14) eN=si kirikaetakutu ihwi rataN=ro.

円=へ 切り替えたから 少し だった=よ。

（ドルから）円に切り替えたから、（切り替えた後のお金は）少しだったよ。

(15) hanako=kara ziroo=si kunu jaa=Nzi sudati.

花子=から 次郎=まで この 家=で 育って。

ハナコからジロウまで、この家で育って。 ※人名は仮名



3.津堅方言の格タイプ

主格対格型（有標主格）

自動詞主語と他動詞主語が同じ格（=主格）で示され、
他動詞目的語は無標である。
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自
動
詞
文

hanako =ga NzjaN
自主 主格 自動詞
花子 が 行った

他
動
詞
文

hanako =ga taroo =φ tatacaN
他主 主格 他目 対格 他動詞
花子 が 太郎 を たたいた



4.名詞の性質と格標示の現れ方

一人称代名詞～親族名称（呼称）までの格標示の現れ方
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一
人
称

代
名
詞

waa =ga toorine tasikitiuturai=jo.

俺 が 倒れたら 助けてくれよ。

二
人
称

代
名
詞

Ɂjaa =ga toorine waa=ga tasikititurau=wa.

お前 が 倒れたら 俺=が 助けてあげるよ。

三
人
称

指
示
代

ari =ga toorine waa=ga tasikititurau=gaja.

あいつ が 倒れたら 誰=が 助けてあげるのだろうか。

人
間

固
有
名
詞

taroo =ga toorine taa=ga tasikititurau=gaja.

太郎 が 倒れたら 誰=が 助けてあげるのだろうか。

親
族
名
称

（呼
称
）

suutaa =ga toorine deeziroo=ja

お父さん が 倒れたら 大変だよ



4.名詞の性質と格標示の現れ方

親族名称（非呼称）、人間名詞の格標示の現れ方
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親
族
名
称

（非
呼
称
）

uttu =nu/ga toorine waa=ga tasikiijaN.

弟 が 倒れたら 俺=が 助けである（助ける）。

人
間

名
詞

rusi =nu/ga toorine Nna=si tasikiri=jo.

友達 が 倒れたら みんな=で 助けろよ。

人
間

名
詞

aritsu =nu/ga toorine waa=ga tasikititurau=gaja.

あいつ が 倒れたら 誰=が 助けてあげるのだろうか。



4.名詞の性質と格標示の現れ方

動物名詞、無生物名詞の格標示の現れ方
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動
物
名
詞

wattaa iN =nu/ga toorine de:zijagutu

うちの 犬 が 倒れたら 大変だから

munu=φ kirai=jo.

エサ（を） あげろよ。

無
生
物
名
詞

uri kaNban =nu/ga toorine naraNgutu

この 看板 が 倒れたら いけないから

rippa kuNcuki=jo.

ちゃんと しばっておけよ。



4.名詞の性質と格標示の現れ方

一人称代名詞～親族名称（呼称）までは、主格
標示として、gaが承接し、親族名称（非呼称）～
無生物名詞までは、nuおよびgaが承接する。な
お、これらの場合、一般的にはnuの方が先に
提示されることが多い。
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名
詞

一
人
称

代
名
詞

二
人
称

代
名
詞

三
人
称
指
示

代
名
詞

人
間
固
有

名
詞

親
族
名
称

（呼
称
）

親
族
名
称

（非
呼
称
）

人
間
名
詞

動
物
名
詞

無
生
物
名
詞

主
格 =ga =nu/ga



5.自動詞主語の主格標示の特徴

津堅方言は基本的には、主格対格型（有標主格）であると考えられるが、主格
ゼロのパターンも見られる。

●自動詞主語のゼロ標示①省略

「いる」「終わる」「悪くなる」など状態、状態変化を表す動詞の主語標示において
ゼロになり（省略され）やすい。また、この場合、動詞と隣接していることが多い。
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(1) sooree=φ uugutu=jo inagu+sooree.
兄弟（が） いるから=ね 女兄弟。

(2) sigutu=φ uwaine numiga+ika=jaa.
仕事（が） 終わったら 飲みに+行こう=よ。

仕事が終わったら、飲みにいこうよ。

(3) ra unikara tiNki=φ wasaku+nati ikaNgutu.
ラ それから 天気（が） 悪くなって 行かないから。



5.自動詞主語の主格標示の特徴

●自動詞主語のゼロ標示②とりたて、主題

「inagu（女性）」は、「男性」と対比的に取り立てられている。

「jaaniNzju（家族）」は主題として位置づけられている。
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(4) inagu=φ cu=nu jaa=si heeku ikaN=ro. 
女性（は） 人=の 家=へ 早く 行かない=よ。

（正月には）女性は、人の家へ早く行かないよ。
｛note：正月に、女性は、朝早くに、あるいは男性より先に人の家を訪ねないという習慣、風習のこと。｝

(5) jaaniNzju=φ buru sima=si idoosakugutu.

家族（は） 皆 島=へ 移動したから。

家族（は）皆、島へ移動した（戻った）から。



6.他動詞主語の主格標示の特徴

他動詞主語では主格標示は動詞と隣接していても省略されることは稀のようで
ある。

他動詞主語は省略されにくいので、補充成分の節が埋め込まれるなどの場合
においても述語と離れて提示することができる。一方、目的語の場合は、でき
るだけ述語の近くに配される。
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(6) ruu=nu isireNsaa=jo X=ga muciiNzi=jo.

自分=の 一輪車=ね X=が 持って行って=ね。

(7) Y=ga Z=ga bjooiNka uini
Y=が Z=が 病院に いるときに

uri=φ teNpura+si muci+kisutaru.
これ（を） 天ぷらして 持って来ていた。

Yが、Zが病院にいるときに、これを天ぷらにして持って来ていた。



6.他動詞主語の主格標示の特徴

●他動詞主語のゼロ標示：とりたて、主題

他動詞主語がゼロ標示の場合、語順は主語、目的語の順であることが多い。
そして、この場合、「自動詞主語のゼロ標示②」と同様に、とりたて、主題を表
すと考えられる。
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(8) hanako=φ uri sibai=φ NcuN=ro.
花子=φ その 芝居（を） 見ている=よ。

花子は、その芝居を見ているよ＝もうすでに見ている。
｛note：すでにその芝居を見たということを述べる。｝

(9) seNsee=φ meenasi meenasi njuusu=φ NzjuN=cuN=ro.
先生=φ 毎日 毎日 ニュース（を） 見ている=って=よ。

先生は、毎日毎日ニュースを見ているってよ。



（参考）とりたて、主題の形式

●「waN（私）」にとりたての助詞が承接するとき、以下の３タイプが見られる。

(10) waN=ja ʔjuu=φ kooti rusi=ja sisi=φ kootaN.
私=は 魚（を） 買って 友達=は 肉（を） 買った。

私は魚を買って、友達は肉を買った。
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(12) wano meenasi kuzini niNrugutu terebi=ja miraN=ga.

私.は 毎日 九時に 寝るから テレビ=は 見ない=が。

私は毎日九時に寝るから、テレビは見ないけど。

(11) ʔjaa=ga asa jaa=Nka uuriba wanu suuwa=ja. 
あなた=が 明日 家=に 居るならば 私.は 来る=よ。

あなたが明日家にいるならば、私は来るよ（＝行くよ）。



（参考）とりたて、主題の形式

● i=a⇒e 例）uri=a⇒ure

●u=a⇒o 例）kagu=a⇒kago

●長音=a⇒nu 例）gakkoo=nu

21

(13) ure kii=nu mii=φ tuiga jarahazi=ro.
彼.は 木=の 実（を） 取りに だろう=よ。

(14) na uri=φ tiici kago ziteNsja… 

ナ 彼（は） 一つ カゴ.は 自転車…

ruu=nu ziteNsja=nu mee=Nka nusiti ikaakuN=baa=jo.

自分=の 自転車=の 前=に 乗せて 行く=わけ=よ。

ナ、彼は一つのかごは自転車、自分の自転車の前に乗せて行くわけよ。

(15) gakkoo=nu haNbuN akkii raN=ro.

学校=は 半分 歩き だ=よ。

学校は半分通いだよ。
｛note：半分通い＝戦争のため、通えなくて、途中までしか行ってないということ。｝



7.談話資料に見る対格の現れ方

談話のテキストを述語部分を抽出して63節に分けた。うち、11個は分析保留と
し、分析対象としたのは52節である。動詞の総数と自動詞と他動詞の内訳は
以下のとおりである。

26の他動詞に対して、対格の現れ方を見ると、下記の表のとおりである。

「その他」には「 ikuci na-iru warabi=gara wakaraNiga（いくつなる子どもか分か
らないけれど）」の文に見られる gara、gajaraで、「wakaraN」に続く。

22

自動詞 17

他動詞 26

合計 43

対格ゼロ 14

対格ＮＡ 9

その他 3

合計 26



7.談話資料に見る対格の現れ方

対格ＮＡは節内には目的語がないことを表す。文内、あるいは、前文など
に目的語相当の語があり、当該節内では省略されていると捉えられる。

mii=ja mata kagu=Nka iine

mii=ja mutaraN=gutu

mii=ja tuisiNre

mii=ja iiti
23

(16) uma=Nka rippana unu pasi… uri kii=nu

ここ=に 立派な この パシ… その 木=の

mii=ja mata kagu=Nka iine sugu mutaraN=gutu

実=は また かご=に 入れて すぐ 持てない=から

caaNto uma=Nka anu tuisiNre iiti

ちゃんと ここ=に あの 取るごとに 入れて

ここに、立派な、この（pasi…）、その木の実はかごに入れて、すぐまた持てない
から、ちゃんと、ここに、あの取ったものから入れて、



7.談話資料に見る対格の現れ方

対格ゼロには、=φと係助詞が承接しているものとの二つのパターンを含めてい
る。 その内訳は=φのものが10例、係助詞の承接したものが４例である。

=φの場合、10例全てが目的語と述語とが隣接している。

１． ure kii=nu mii=φ tuiga jarahazi=ro 彼は木の実を取りにだろうよ。

２． uri=φ tuiga=ci これ取りにと

３． ancuiga mata boosi=φ kaNti そうだけど、また、帽子をかぶって

４． sugu naa ari ziteNsja=φ nutikisi すぐ、ナー、あの自転車に乗ってきて

５． boosi=φ kaNti 帽子をかぶって

６． sakutu uri=φ muN=ci それで、彼を見ようと、

７． naa uri cu=φ miimisi ナー、この人を何度も見て、

８． i=Nka nubuturu cu=φ miimisuuti 上に登っている人を何度も見て、

９． uri=φ na tuti anu kasi hiNzjaN=baa=je これ、ナ、取って、あの手伝いをしているわけよ。

10 ．boosi=φ muciNzi sagu… 帽子持って行って、サグ…

※９の例にはuri=φと tutiの間にnaがあるが、このnaは調子を取るようなFILである。

24



7.談話資料に見る対格の現れ方

係助詞が承接した４例では、隣接しているものが２例、目的語と述語とが離れて
いるものが２例である。

●目的語と述語とが隣接している例

１．uri cuNsa=ja nu=N turana tuurisugiti ikjaakuN=baa=te.

この人とかは、何も取らないで、通り過ぎていくわけ。

２．cu… uri warabataa uNneN nu=N tute naaN=ro.

cu…、この子どもたち、このとき、何も取ってはないよ。

●目的語と述語とが離れている例

３．uma=Nka rippana unu pasi… uri kii=nu mii=ja mata kagu=Nka iine

ここに、立派な、この（pasi…）、彼は、木の実はかごに入れて、

４．na uri tiici kago ziteNsja… ruu=nu ziteNsja=nu mee=Nka nusiti ikaakuN=baa=jo.

ナ、彼は一つのかごは自転車、自分の自転車の前に乗せて行くわけよ。

25



7.談話資料に見る対格の現れ方

ここで、主格標示のga格やnu格の場合を確認すると、次の
ように、述語部分までの間に、補語や状況語といった複数
の構成要素があることも多い。

26

(17) ʔjaa=ga asa jaa=Nka uuriba wanu suuwa=ja. 
あなた=が 明日 家＝に 居るならば 私は 来る=よ。

主語 状況語 補語 述語

あなたが明日家にいるならば、私は来るよ（＝行くよ）。

(18) wattaa cuu=nu nama sikatuN=ro.
私たち 人=が 今 使っている=よ。

規定語 主語 状況語 述語

私たちの人が（＝家族の者が）今使っているよ。



7.談話資料に見る対格の現れ方

ただし、先に提示した自動詞主語の主格標示がゼロのパターンを見ると、主語
と述語とが隣接していることに気づく。津堅方言において、格標示がゼロとなる
のは、主格標示（自動詞主語）においては「省略」として、対格標示では「=φ（
はだか格）」として見られるが、その場合、述語との隣接性が影響していると考
えられる。
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(19) sooree=φ uugutu=jo. inagu+sooree.
兄弟（が） いるから=ね。 女兄弟

兄弟がいるからね。女兄弟。

(21) ra unikara teNki=φ wasakunati ikaNgutu.
ラ それから 天気（が） 悪くなって 行かないから。

ラ、それから天気が悪くなって、行かないから。

(20) sigutu=φ uwaine numiga+ika=jaa.
仕事（が） 終わったら 飲みに+行こう=よ。

仕事が終わったら、飲みにいこうよ。



7.談話資料に見る対格の現れ方

津堅方言の他動詞目的語の対格標示の特徴

①津堅方言の対格標示はゼロで「ハダカ格」である。

②対格標示がゼロの場合、基本的には、目的語と述語とは隣接していることが

多い。

・ ure kii=nu mii=φ tuiga jarahazi=ro 彼は木の実を取りにだろうよ。

・ i=Nka nubuturu cu=φ miimisuuti 上に登っている人を何度も見て、

③係助詞が承接した場合、目的語と述語は離れやすくなる。

・ uma=Nka rippana unu pasi… uri kii=nu mii=ja mata kagu=Nka iine

ここに、立派な、この（pasi…）、その木の実はかごに入れて、
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他
動
詞
文

hanako =ga taroo =φ tatacaN
他主 主格 他目 対格 他動詞
花子 が 太郎 を たたいた



8.まとめ

1. 津堅方言の格タイプは、主格対格型（有標主格）自動詞主語と他動詞
主語が同じ格（=主格）で示され、他動詞目的語は無標である。

2. 名詞の性質の格標示の現れ方は以下のとおりである。

・一人称代名詞～親族名称（呼称）までは、gaが承接する。

・親族名称（非呼称）～無生物名詞までは、nuおよびgaが承接する。

なお、これらの場合、一般的にはnuが先に提示されることが多い。

3. 自動詞主語のゼロ標示においては、①格の省略、②とりたて・主題、
の二つのパターンに分けられる。格の省略が生じるとき、自動詞主語
と述語とは隣接していることが多い。

4. 他動詞主語は省略されにくく、述語と離れて提示することができる。
他動詞主語がゼロ標示の場合、とりたて、主題を表すと考えられる。

5. 津堅方言の対格標示は「ハダカ格」である。また、基本的には、目的
語と述語とは隣接していることが多い。

6. 目的語に係助詞が承接した場合、目的語と述語は離れやすくなる。
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