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本発表の目的

・奄美大島方言（主に龍郷町浦方言）の格標識について

概説する。

・特に、主格 (ga/nu/φ)，対格 (φ/ba) の分布について名詞
の種類、述語の種類、モダリティ等の観点から検討す

る。
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本発表の話題①（主格：ga / nu / φ）

•名詞句階層と主格ga/nu
•述語の種類と主格ga/nu
•無助詞主語（φ）について（談話資料のデータから）
•焦点助詞duと主格ga/nuの共起
•分裂文と主格ga/nu
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本発表の話題②（対格：φ / ba）

•名詞句階層と対格φ / ba
•目的語・述語間の隣接性と対格φ / ba
•baの対格以外の機能：「順序」のba
•主題助詞ya・焦点助詞duと対格baの共起
•分裂文と対格ba
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba
与路方言の「順序」のba：重野・白田（2017:143）
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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琉球方言圏、奄美方言圏、奄美大島方言圏
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本発表で用いるデータ（各市町村HP参照：2019年3月～5月現在）
※用例の表記は重野（2015）に基づく

方言区画 島名 市町村名 集落名 世帯数 人数 性・年齢・人数

北大島 奄美大島

奄美市
笠利（町）

佐仁 169 263 70代・男性・1名
70代・女性・1名

龍郷（町） 浦 359 591
90代・女性・1名
80代・男性・1名
80代・女性・2名

大和（村） 今里 57 102 80代・女性・1名

南大島

加計呂麻島

瀬戸内（町）

芝 48 66 80代・女性・2名

請島 池地 37 54 90代・男性・1名

与路島 与路 49 78
90代・男性・1名
90代・女性・1名
80代・男性・1名
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浦方言の格体系
格 形式 格 形式

主格1 =ga（/ka） 処格2 =nantï
主格2 =nu 処格3 =ji
主格3 φ 処格4 =nanji
属格1 =nu（/n） 具格 =shi
属格2 =ka 方向格 =chi
対格1 φ 奪格 =ra（/raga）
対格2 =ba 限界格 =garï
与格 =nji（/ji） 共格 =tu
処格1 =nan 比較格 =kuma（/nkuma） 13



浦方言の格配列

•主格対格型

•主格―ga/nu（/φ）
•目的格―φ/ba

（主格：質問調査では主格はga/nuが用いられる。
ただし、談話では助詞なし（ φ）も見られた。）
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主格ga/nu/φ

•名詞句階層と主格ga/nu
•述語の種類と主格ga/nu
•無助詞主語（φ）について（談話資料のデータから）
•焦点助詞duと主格ga/nuの共起
•分裂文と主格ga/nu
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名詞句階層と主格助詞ga/nu
• 名詞の種類に応じて主格助詞ga/nuが分布する

(1) 「誰が勝った？」に対して

wa=ga kacchat=too. ishosha=nu  kacchat=too.

1.SG=NOM1 勝つ.PST=SFP 漁師=NOM2 勝つ.PST=SFP

「私が勝ったよ」 「漁師が勝ったよ」

(2) 「誰が買った？」に対して

c’han=ga kotat=too.   ututu=nu kotat=too.
お父さん=NOM1 買う.PST=SFP 弟=NOM2 買う.PST=SFP

「お父さんが買ったよ」 「弟が買ったよ」
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名詞句階層と主格助詞ga/nu
•奄美大島浦方言のgaとnu

主格にgaを使う名詞

wan「私」、y’a「お前」、nan「あなた」

takashi「タカシ（人名）」

c’han「お父さん」、ani「お兄さん」

主格にnuを使う名詞

ishosha「漁師」、c’hu「人」、ututu「弟」

in「犬」、mushi「虫」

mii「実」、amï「雨」 17

人称代名詞

固有名詞

親族呼称

呼称以外の人間名詞

動物名詞

無生物名詞



名詞句階層と主格助詞ga/nu
•奄美大島浦方言のga/nuの分布（概略）

ga nu
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述語の種類と主格助詞ga/nu
•主節で名詞述語／形容詞述語の場合は名詞句階層下位でもgaで主語が標示さ
れる場合がある。

（3）kun c’hu=ga ichiban ututu daryot=too.

この人=NOM1 一番 年下 COP.POL=SFP

「この人が一番年下ですよ。」

（4）ututu=ga ichiban  gïnasari=yaa.

弟=NOM1 一番 小さい.ADJ-NPST=SFP

「弟が一番小さいね。」

• Niinaga（2014:210）でも宇検村湯湾方言において同様の指摘がある。ただし、
名詞述語の場合にgaは義務的、形容詞述語の場合にgaは頻繁に用いられる、
としている。 19



述語の種類と主格助詞ga/nu
•従属節では名詞述語／形容詞述語で名詞句階層下位でも主語がnuで標示
される。

（5）ututu=nu gakusei arïba=ya kun shigutu=ya tanmaran=yaa.

弟=NOM2 学生 COP.COND=TOP この 仕事=TOP         頼む.NEG=SFP

「弟が学生ならこの仕事は頼めないね。」

（6）ututu=nu gïnakarïba tsïkëbë=ya naran=do=yaa.

弟=NOM2 小さい.ADJ.COND お遣い=TOP なる.NEG=SFP=SFP

「弟が小さければお遣いはできないよね。」
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談話資料における主格ga（白田・重野2016：225）
談話では、名詞句階層下位の名詞で動詞述語でも、主語がgaで標示さ
れる例が見られた。→どのような条件でgaになるかは不明。
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談話資料における主格ga（白田・重野2016：227）
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無助詞主語（φ）について（質問調査のデータから）

•日本語では、無助詞主語が許容される場合でも、浦方言では、少なくとも

質問調査では基本的に主題形か主格形になる。

(7) uma=nantï hasami=ya nen=naa?
そこ=LOC       ハサミ=TOP ない.NPST=YNQ

「そこにハサミない？」

(9) basu=nu iji=naa?
バス=NOM2 行く.PST=YNQ

「バス行った？」

(8)   amï=nu hwutun=nyaa?
雨=NOM2 降る.PROG.NPST=YNQ

「雨降ってる？」

(10) kun sata=ya m'aasari=yaa.
この 砂糖=TOP 旨い.ADJ.NPST

「この砂糖おいしいね。」
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無助詞主語（φ）について（談話資料のデータから）

談話では、一部無助詞主語が見られた。

白田・重野（2016:234）
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無助詞主語（φ）について（談話資料のデータから）

談話では、一部無助詞主語が見られた。

白田・重野（2016:241）
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焦点助詞duと主格ga/nuの共起
•主格助詞ga/nuは焦点助詞duと共起できる（対比の文脈の場合）。

（11）ututu=ya anannishi akira=ga=du nashut=too.

弟=TOP        COP.NEG.SEQ      アキラ=NOM1=FOC 泣く.PROG=SFP

「弟じゃなくてアキラが泣いてるよ。」

（12）akira=ya anannishi ututu=nu=du nashut=too.

アキラ=TOP      COP.NEG.SEQ        弟=NOM2=FOC 泣く.PROG=SFP

「アキラじゃなくて弟が泣いているよ。」

26



分裂文と主格ga/nu

浦方言では、分裂文の述部に主格助詞ga/nu/ φを用いうる（他方言では未確認）。

（13）sara watan=ya { wa=ga / ak=ka /  akira=ga /  ututu=nu }    ja=ga.
皿 割る.PST.NMLZ=TOP    1.SG=NOM1 あれ=NOM1     アキラ=NOM1 弟=NOM2 COP=SFP

「皿を割ったのは｛私／彼／アキラ｝だ。」

（14）sara watan=ya { wan   /  arï    / akira /  ututu }     ja=ga.
皿 割る.PST.NMLZ=TOP        1.SG あれ アキラ 弟 COP=SFP

「皿を割ったのは｛私／彼／アキラ／弟｝だ。」
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対格 φ／ba

•名詞句階層と対格φ / ba
•目的語・述語間の隣接性と対格φ / ba
•baの対格以外の機能：「順序」のba
•主題助詞ya・焦点助詞duと対格baの共起
•分裂文と対格ba
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対格 φ/ba

•対格はφ/baで標示される（以下は談話資料から）。

（15）un yama maatï urë yama=nu kïï nishi
FIL  山.ACC1 まわる.SEQ  FIL   山=GEN1     木.ACC1 見る.SEQ

「山をまわって山の木を見て」

（16）un  mootsï tama=ba tsïku-tï usshatattu
FIL  六つ 弾=ACC2 作る-SEQ   PRF.RES.CIRC

「（その人は）六つ弾を作っておいたから」
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名詞句階層と対格φ / ba
•質問調査では、名詞句階層の上位にbaがつきやすい傾向がある。

（17）taroo=ga wan=ba nishun.
タロウ=NOM1   1.SG=ACC2  見る.PROG.NPST
「タロウが俺を見ている。」

（18）taroo=ga y’aa=ba nishut=too.
タロウ=NOM1     2.SG=ACC2      見る.PROG.NPST=SFP
「タロウがお前を見ている。」

（19）taroo=ga hanako=ba nishut=too.
タロウ=NOM1       2.SG=ACC2    見る.PROG.NPST=SFP
「タロウが花子を見ている。」
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名詞句階層と対格φ / ba
•質問調査では、名詞句階層の下位はφ（無標）になる傾向がある。

（20） taroo=ga hana nishuri.

タロウ=NOM1 花.ACC1 見る.PROG.NPST

「タロウが花を見ている。」

（21）taroo=ga sïtu nishuk=ka.

タロウ=NOM1     外.ACC1 見る.PROG.NPST=SFP

「タロウは外を見ているよ。」
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目的語・述語間の隣接性と対格φ / ba

・質問調査では、目的語と動詞が隣接しない場合にはbaが用いられる傾向
がある。

（22）taroo=ya ututu=nji tëgami okutan=chi=doo.
タロウ=TOP    弟=DAT  手紙.ACC1 送る.PST=QUOT=SFP

「タロウは弟に手紙を送ったって。」

（23）taroo=ya tëgami=ba ututu=nji okutan=chi.
タロウ=TOP    手紙=ACC2         弟=DAT           送る.PST=QUOT

「タロウは手紙を弟に送ったって。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•三石（1983:66）は、加計呂麻島芝方言について「ふつう目的格助詞を用いないが、
選択の余地のあるものから一つをとり出して「まず最初にこれを~する」という場合
にかぎりbaを用いる」としている（グロスは発表者によるもの）。

（24）kuri=m      sïramba naran=ba sheutak=ba sak sïroo.

これ=ADD   する.NEG.COND     なる.NEG=ADVRS  洗濯= ba 先 する.INT

「これもしなくてはならないが、洗濯を先にしよう。」

•ただし、三石（1983）でbaとsak「先」が共起している例は命令文／意志勧誘文の
み。それ以外のbaの用例ではsak「先」が用いられていない。

(25)   apnesan kut'u(=ba)        shur=yaa.

危ない.ADJ.NPST      こと(= ACC2 )     する.NPST=SFP

「冒険をするね。」
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再掲

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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baの対格以外の機能：「順序」のba

•浦方言の命令文／意志勧誘文などでは、順序の上で「他者より優先する」とい
う文脈でなければ、名詞句階層が上位の目的語でもbaがつかない。

（26）kun kikai=nu    yabrïn dïki=ya wan abïrï=yoo!

この機械=NOM.2    壊れる.NPST.ADN とき=TOP      1.SG.ACC1 呼ぶ.IMP=SFP

「この機械が壊れたときは俺を呼べよ！」

（27）un   kikai=nu     yaburïn dïki=ya akira abïroo.

この 機械=NOM.2  壊れる.NPST.ADN とき=TOP アキラ.ACC1 呼ぶ.INT

「この機械が壊れたときはアキラを呼ぼう。」
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再掲

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•命令／意志勧誘文では、順序の上で「他者より優先する」という文脈で、主語にもba
が後接する。

（28） { y'a=ga / y'a=ba }    saki hwunï=cchi noorï.
2.SG=NOM1 2.SG=ba 先 船=ALL             乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」

（29）{ wa=ga / wan=ba }    saki hwunï=cchi nooro=yii.
1.SG=NOM1 1.SG=ba 先 船=ALL              乗る.INT=SFP

「私が先に船に乗ろう。」

（30）{ wakya=ga / wakya=ba } saki hwunï=cchi nooro=yii.
1.PL=NOM1 1.PL=ba 先 船=ALL             乗る.INT=SFP

「私達が先に船に乗ろう。」 37



baの対格以外の機能：「順序」のba
•他方言でも同様のbaの用法が見られる。

（31）佐仁

{ y’a=ga / y’a=ba }    sak’i punï nurï.
2.SG=NOM1 2.SG=ba 先 船 乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」

（32）今里

{ y’aa=ga / y’aa=ba }  sak’i hwunï=kachi nurïï.
2.SG=NOM1 2.SG=ba 先 船=ALL 乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•他方言でも同様のbaの用法が見られる。

（33）芝

{ ura=ga / ura=ba }   sak hwunï=ch nurïï.

2.SG=NOM1 2.SG=ba 先 船=ALL        乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」

（34）池地

{ ura=ga / ura=ba }   sak hwunï=ch nurïï.
2.SG=NOM1   2.SG=ba 先 船=ALL        乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」
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再掲

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•浦方言では命令／意志／勧誘文でない場合、順序の上で「他者より優先する」という
文脈でも、主語にはbaは用いられない（他方言でも同様）。

（35）icïnkën { y’a=ga=du         / *y’a=ba(=du) }   saki hwunï=cchi nooryuri=yaa.

いつも 2.SG=NOM1=FOC  2.SG=ba=FOC         先 船=ALL            乗る.NPST=SFP 

「いつもお前が先に乗るね。」

（36）k'inu=ya { y’a=ga=du         / *y’a=ba(=du) } sak’i hwunï=cchi nootat=to=yaa.

昨日=TOP    2.SG=NOM1=FOC 2.SG= ba=FOC    先 船=ALL            乗る.PST=SFP=SFP

「昨日はお前が先に船に乗ったよね。」
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再掲

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•なお、命令／意志／勧誘文では、焦点助詞duは用いられない。

（37)  { y’a=ga / y’a=ba / *ycaa(=ga)=du    } saki hwunï=cchi noorï.

2.SG=NOM1 2.SG=ba 2.SG=NOM1=FOC    先 船=ALL           乗る.IMP

「お前が先に船に乗れ。」

(38)  { wa=ga / wan=ba / *wan(=ga)=du     } saki hwunï=cchi nooro=yii.

1.SG=NOM1 1.SG=ba 1.SG=NOM1=FOC    先 船=ALL 乗る.INT=SFP

「私が先に船に乗ろう。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
• baは与格助詞にも後接し「順序」を表す。

（39）{ wan=ji=ba /  dushi=nji=ba }  saki k'ippu k'urïrïï.
1.SG=DAT= ba 友=DAT=ba 先 切符.ACC1 くれる.IMP

「｛私に／友達に｝先に切符を｛くれ／やれ｝よ。」

（40）{ y’a=nji=ba / dushi=nji=ba }  saki k'ippu yarasoo.
2.SG=DAT=ba 友=DAT=ba 先 切符.ACC1 やる.INT

「｛お前に／友達に｝先に切符をやろう。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•「順序」のbaの与格助詞への後接は、モダリティにかかわらず観察される。

（41）y’aa=ya icïnkën dushi=nji=ba saki k’ippu k’urït=to=yaa.

2.SG=TOP  いつも 友達=DAT=ba 先 切符.ACC1 くれる.NPST=SFP=SFP

「お前はいつも友達に先に切符をくれるよね。」

（42）wan=ya icïnkën dushi=nji=ba saki k'ippu yarashut=to=yaa.

1.SG=TOP  いつも 友達=DAT=ba 先 切符. ACC1 やる.PROG.NPST=SFP=SFP

「私はいつも友達に先に切符をやっているよね。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•他方言でも同様のbaの用法が見られる。

（43）佐仁

y’a=ya icïnkun wan=ni=ba sak’i k'ippu yarashut=to=yaa.
2.SG=TOP  いつも 1.SG=DAT=ba 先 切符.ACC1 やる.PROG.NPST=SFP=SFP

「お前はいつも私に先に切符をくれているよね。」

（44）今里

wan=na it’ïm dushi(=n)=ba sak’i k’ippu k’urirud=doo.
1.SG=TOP  いつも 友達(=DAT)=ba 先 切符.ACC1 くれる.NPST=SFP

「私はいつも友達に先に切符をやるよ。」
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baの対格以外の機能：「順序」のba
•他方言でも同様のbaの用法が見られる。

（45）芝

wan=na it’ïm dushi=n=ba sak k’ippu k’urïtud=do=yaa.
1SG=TOP いつも 友達=DAT=ba 先 切符.ACC1 くれる.PROG.NPST=SFP=SFP

「私はいつも友達に先に切符をやっているよね。」

（46）池地

wan=na it’um dushi=n=ba sak k’ippu yarachud=dïyaa.
1SG=TOP  いつも 友達=DST=ba 先 切符.ACC1 やるPROG.NPST=SFP

「私はいつも友達に先に切符をやっているよね。」
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再掲

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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主題助詞ya・焦点助詞duと対格baの共起
•浦方言では対格baは主題=ya／焦点=duと共起しうる。

（47）yagi=ya kusa(=ba)=ya kamyun=ba kabi(=ba)=ya kaman.

ヤギ=TOP     草(=ACC2)=TOP    食べる.NPST=ADVRS 紙(=ACC2)=TOP    食べる.NEG

「ヤギは草は食べるが紙は食べない。」

（48）akira=ya taroo=ya anan=nishi jiroo(=ba)=du        ucchan=chuka

アキラ=TOP タロウ=TOP   COP.NEG=SEQ   ジロウ(=ACC2)=FOC 打つ.PST=REP

「アキラはタロウではなくジロウを殴ったそうだ。」
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焦点助詞duと対格baの共起の方言差
•対格baと主題=yaの共起に関しては、方言差が見られ、北部では共起しうるのに対
し南部では共起できない。

（49）佐仁
yagi=ya kusa(=ba)=ya kayun=ba kabi(=ba)=ya kan.
ヤギ=TOP      草(=ACC2)=TOP    食べる.NPST=ADVRS  紙(=ACC2)=TOP    食べる.NEG

「ヤギは草は食べるが紙は食べない。」

（50）今里
hinja=ya kusa(=ba)=ya kamun=ban             kabi(=ba)=ya kaman.
ヤギ=TOP     草(=ACC2)=TOP   食べる.NPST=ADVRS   紙(=ACC2)=TOP    食べる.NEG

「ヤギは草は食べるが紙は食べない。」 50



焦点助詞duと対格baの共起の方言差
• 対格baと主題=yaの共起に関しては、方言差が見られ、北部では共起しうるのに対し南部では共起でき
ない。

（51）芝

hinja=ya { kusa=ya / *kusa=ba=ya }      kamyun=bam              { kap=pya / *kab=ba=ya } 
ヤギ=TOP  { 草=TOP     /   草=ACC2=TOP    }  食べる.NPST=ADVRS   { 紙=TOP     /    紙=ACC2=TOP } 

kaman=doo.
食べる.NEG=SFP

「ヤギは草は食べるが紙は食べない。」

（52）池地

hinja=ya { kusa=ya / *kusa=ba=ya }    kamyun=bam             { kap=pa / *kab=ba=ya }      kamam.
ヤギ=TOP { 草=TOP      /    草=ACC2=TOP  }  食べる.NPST=ADVRS    { 紙=TOP/     紙=ACC2=TOP  } 食べる.NEG

「ヤギは草は食べるが紙は食べない。」
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分裂文と対格ba

浦方言では、分裂文の述部に対格助詞baも用いうる（他方言未確認）。

(53) c’han=ga abïtutan=ya { wan /  arï  / akira /  ututu }=ba ja=ga.
お父さん=NOM1  呼ぶ.PROG.PST.NMLZ=TOP       1.SG      あれ アキラ 弟 =ACC2 COP=SFP

「父が呼んでいたのは｛私／彼／アキラ／弟｝だ」
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補足：談話資料における主格／対格標示

l談話データ（白田・重野2016）の概要
• 収録日: 2015 年5 月5 日
• 収録場所: 話者の自宅（鹿児島県大島郡龍郷町浦）
• 収録時間: ハブ捕り話4 分51 秒，

ケンムン話1―山の崩れる音―3 分00 秒，
ケンムン話2―木の倒れる音―4 分27 秒，
ケンムン話3―崖を登る影―3 分53 秒

• 話者: 新島一輝氏，1932 年（昭和7 年）生の男性，浦集落出身，調査時83 歳
新島夏江氏，1933 年（昭和8 年）生の女性，浦集落出身，調査時82 歳

• 臨席者: 発表者
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主語標示と名詞の種類

人称
代名詞

人指示
代名詞

呼称
親族
名詞

その他
物指示
代名詞

動物 具体物 抽象物 不定

ga 7 4 4 7 1 3

nu 4 14 20 4

φ 1 7

TOP 22 1 3 2 1 2 9 5

その
他
取り
立て

2 1 2 8 3

合計 ga: 26、nu: 42、φ: 8、TOP: 45、その他: 16 54



主語標示と述語の種類

名詞 形容詞 自動詞 他動詞 発言／思考動詞 述語なし

ga 12 7 6 1

nu 32 6 4

φ 8

TOP 4 2 23 11 5
その他
取り立て

1 13 2

合計 ga: 26、nu: 42、φ: 8、TOP: 45、その他: 16
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目的語標示と名詞の種類・隣接性

人称
代名詞

指示詞
（モノ）

動物 具体物 抽象物 不定 非隣接

φ 3 6 51 11 5

ba 4 2 2 4 1 1

TOP 1 3 7 2

その他
取り立て

2 10 1 1 2

合計 φ: 76、ba: 14、TOP: 13、その他: 16 56



本発表のまとめ

•奄美大島方言（主に龍郷町浦方言）の格標識について概説
した。

•主格 (ga/nu/φ)，対格 (φ/ba) の分布について名詞の種類、述
語の種類、モダリティ等の観点から検討した。

•特に、baの対格用法と「順序」用法の分布について詳述し
た。
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特に新しい報告となる話題：「順序」のba（再掲）

表1 ：=baの分布と機能

=baの先行要素
モダリティ

主語=ba 直接目的語=ba 間接目的語=与格助詞=ba

命令／意志／勧誘 ○順序 ○順序 ○順序

それ以外 ☓ ○対格 ○順序
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略号一覧
1:  first person;  一人称, 2:  second person;  二人称, ABL:  ablative;  奪格, ACC:  
accusative;  対格, ADD:  additive;  添加, ADJ:  adjectivizer ;  形容詞化, ADN:  
adnominal;  連体, ADVRS:  adversative;  逆説, ALL:  allative;  方向格, APPR:  
approximative;  近似, ASS:  assertive;  断定, CAUS:  causative;  使役, CIRC:  
circumstantial;  状況, COM:  comitative;  共格, COMP:  complimentizer;  補文標識, 
CONC:  concessive;  譲歩, COND:  conditional;  条件, COP:  copula;  コピュラ, CSL:  
causal;  理由, DAT:  dative;  与格, DFC:  defocuser;  非焦点化, DIM:  diminutive;  指小
辞, DUB:  dubitative;  疑念, EMPH:  emphatic;  強調, FIL:  filler;  フィラー, FOC:  
focus;  焦点, GEN:  genitive;  属格, HON:  honorifics;  尊敬, IMP:  imperative;  命令, 
INCH:  inchoative;  起動, INDEF:  indefinitizer;  不定化, INF:  infinitive;  不定形, 
INFER:  inferential;  推量, INST:  instrumental;  具格, INT:  intentional;  意志, INTJ:  
interjection;  感動詞, IPFV:  imperfective;  未完了, LMT:  limitative;  限界格, LOC:  
locative;  処格, LST:  listing;  列挙, NEG:  negative;  否定, NMLZ:  nominalizer;  名詞化, 
NOM:  nominative;  主格, NPST:  non-past;  非過去, OBLG:  obligative;  義務, OMP:  
onomatopoeia;  オノマトペ, PASS:  passive;  受身, PL:  plural;  複数, POL:  polite;  丁
寧, POT:  potential;  可能, PRF:  perfect;  完了, PROG:  progressive;  進行, PROH:  
prohibitive;  禁止, PST:  past;  過去, PURP:  purposive;  目的, QUOT:  quotative;  引用, 
RED:  reduplication;  重複 59
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本発表は、以下の口頭発表にデータを追加し、再検討したものです。
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於：琉球大学 50周年記念会館
重野裕美・白田理人「北琉球奄美浦方言の対格について」
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