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• 伊平屋村は沖縄本島の北部にある離島村

• 伊平屋島と野甫島からなる

• 北から南まで伸びている細長い島

• 田名、前泊、我喜屋、島尻、野甫という五つの集落にわけられている

• 主な産業は水産業、農業、近年は観光。

• 人口は1238人

• 小・中学校があるが、高校はないため、多くの島民は本島に一時移住して住ん
だことがある。

伊平屋村について



伊平屋村について
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5



伊平屋村について
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伊平屋村について
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伊平屋方言の系統

伊平屋方言は北琉球諸語の下位分類である沖縄語の地域変種。
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調査の概要

• 調査の概要

• 2018年11月～2019年6月

• 調査協力者:

• 伊平屋村田名生まれ育ちの調査協力者
• D1(M) 61

• D6 (M) 63

• D7(M) 55

• D9(M) 58
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調査の概要

• 調査票を使用した質問調査（D7, D9)

• 情報構造調査票

• 主格標示調査票

• 対格標示調査票

• D1, D6, D7の自然談話資料（2時間ほどの中で書き起こしが終
わっている35分）

10



略号・表記

• 本発表では音素表記を使用する

• 音素と音声的実現を次のようにまとめられる：

• a[a] , i[i],  u[u], (e)[e], (o)[o],  m[m], n[n~ɲ~ɴ~m],  (p)[p], b[b],  t[t], d[d],  k[k], 
g[ɡ], Ɂ[ʔ], r[ɾ], f[ɸ], s[s~ɕ],  z [(z)~ʑ],  h[h], c [ʨ~ʦ], j[j], w[w]

• ADJ: 形容詞ADN: 連体接辞ADV: 副詞接辞 COMP: 補文 COP: コピュラ
CNC:逆説 CSL: 原因 FOC: 焦点 IMP: 命令形 IND: 直説法 FMN: 形式名詞
KMS: 係り結び NEG: 否定 LOC: 場所格 NOM: 主格 PROG: 継続形 PST:過
去 PST2: 過去2 WHQ: 疑問詞疑問文 QT 引用 SEQ: 継起 SG:単数 THM: 語
幹形成母音 TOP:主題 1一人称 2二人称 3 三人称

• -形態素境界、=接語境界
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主題

• 伊平屋方言では主題は形態的に主題助詞=jaに標示される。

• 原則として主題化の対象と融合しない

1 anu saraja tarogaru waee neen

anu sara=ja taro=ga=ru wa-ee nee-n

あの 皿=TOP 太郎=NOM=FOC 割る-SEQ ない-IND

「あの皿は太郎が割ってしまった」
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主題対比

2 anu saraja taruga watasiga unu

anu sara=ja taru=ga wa-ta=siga unu

あの さら=TOP 太郎=NOM 割る-PST=CNC この

saraja waaga waee neen

sara=ja waa=ga wa-ee nee-n

さら=TOP 私=NOM 割る-SEQ ない-IND

「あの皿は太郎が割ったがこの皿は私が割ってしまった

• ＝jaは対比の対象を示す機能も持つ。
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焦点タイプ

• 焦点は情報のタイプによって「対比焦点」と「情報焦点」に分
類される。

• 話し手は聞き手の知識と異なる情報を提供するときの焦点は対
比焦点と呼ぶ。

• 話し手は聞き手が知る前提がない、新しい情報を提供するとき
の焦点は情報焦点と呼ぶ。
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焦点 焦点助詞の位置

• 伊平屋方言で焦点は焦点助詞=ruに標示される。

• =ruはどの格助詞の後にも接続可能である。

3a Ɂwaagaru un 3b Ɂwaanuru un 3c Ɂwaaru un

Ɂwaa=ga=ru u-n Ɂwaa=nu=ru u-n Ɂwaa=ru u-n

豚=NOM＝FOC いる-IND 豚=NOM＝FOC いる-IND 豚= FOC いる-IND

「豚がいる」
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4 funsiija agariniru andooja

funsii=ja agari=ni=ru an=doo=ja

墓=TOP 東=LOC=FOC ある=SFP=SFP

「墓は東にあるんだよな」



焦点 焦点助詞の位置

• 対格を表現する標識はないため、直接目的語に接続する

• 焦点助詞=ruは動詞の継起形にも接続可能

5 aasiru kamoon

aasi=ru kam-oo-n

朝ごはん=FOC 食べる-PROG-IND

「朝ごはんを食べている」
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焦点タイプ 情報焦点

情報焦点の例。疑問詞疑問文に対する回答である。

6a taaga gumasaga?

taa=ga guma-sa=ga

誰=NOM 小さい-ADJ＝WHQ

「誰が一番小さい？」

6b uttugaru gumasanroo

uttu=ga=ru guma-sa-n=roo

誰=NOM 小さい-ADJ-IND＝SFP

「弟が一番小さいんだよ」

17



焦点タイプ 対比焦点

• 伊平屋方言では対比焦点が観察されている。
（「妹が泣いてるの？」に対して）

7 anan uttugaru nacoondooja

anan uttu=ga=ru nac-oo-n=doo=ja

COP.NEG 弟=NOM=FOC 泣-PROG-IND=SFP=SFP

「違う、弟が泣いているんだよ」
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7b aran taruja sararu watandoo

a-ran taru=ja sara=ru wa-ta-n=doo

COP-NEG 太郎=TOP 皿=FOC 割る-PST=SFP

「太郎は何を割ったの？」に対して



焦点ドメイン

• 焦点はどこが焦点化されるかによって項焦点、述語焦点、文焦
点に分類される。

• 項焦点はさらに項の種類によって主語焦点、目的語焦点などに
分類できる。
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項の焦点・主語の焦点化

主語が焦点される場合の例を挙げる。以下の例では疑問詞疑問文への
回答の焦点化は可能であることがわかる。

8a taaga nacooga?

taa=ga nac-oo=ga

誰=NOM 泣く-PROG＝WHQ

「誰が泣いているの？」

b uttugaru nacoosa

uttu=ga=ru nac-oo=sa

弟=NOM=FOC 泣く-PROG＝SFP

「誰が泣いてるの」
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項の焦点・主語の焦点化

9 attagaru uuzikara kumikara iciban ufuku tsukuindoja

atta=ga=ru uuzi=kara kumi=kara iciban ufu-ku tsuku-i-n=do=ja

3PL=NOM=FOC 砂糖黍=ABL 米=ABL 一番 多い-ADV 作る-THM-IND=SFP=SFP

「彼らが一番砂糖黍から・・米から・・一番多く作る」

次は自然談話からの例。島では若者より年寄りのほうが元気に畑仕事している
ことについて話して：
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項の焦点・目的語の焦点化

10a nama nuu numoota?

nama nuu num-oo-ta

今 何 飲む-PROG-PST

「今何を飲んでいた?」

b sakiru numoon

saki=ru num-oo-n

酒=FOC 飲む-PROG-IND

「酒を飲んでいた」

目的語の焦点化が可能である（疑問文は不可）
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述語の焦点

11a nama nuu sooga?

nama nuu s-oo=ga

今 何 する-PROG=WHQ

「今何をしているの？」

b sakiru numoon / numooru

saki=ru num-oo-n / -ru

酒=FOC 飲む-PROG-IND / -KMS

「酒を飲んでいた」

述語焦点では述語全体が焦点化される。
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文の焦点

文焦点は文全体が焦点される。「そんなに怒ってどうしたの？」に対して

12 uttugaru isu koocan

uttu=ga=ru isu koos-ta-n

弟=NOM=FOC 椅子 壊す-PST-IND

「弟が椅子を壊した」
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動詞の焦点化

• 補助動詞構文でよく見られる。

• 補助動詞構文：主動詞の継起形(屈折接辞-eeとの接続で成立）+ 
補助動詞

• 過去の経験を語るときに使用される過去2との組み合わせが多
い

13 taro=ja hasi wata-ee nz-a-n

taro=ja hasi wata-ee nz-ta-n

taro=TOP 橋 渡る-SEQ 行く-PST-IND

「太郎は橋を渡っていった」
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動詞の焦点

14 anu baaja bentoo muceeru nzutatuja

anu baa=ja bentoo muc-ee=ru nz-uta-tu=ja

あの FMN=TOP 弁当 持つ-SEQ=FOC 行く-PST2-CSL-=SFP

「あの時は弁当を持って行っていたからな」

補助動詞nzunとの組み合わせの例。14は昔の畑仕事の話、15は浜でコロコロ
転んでいた草の話である。

15 hazi fucuwa ueeru nzutase

hazi fuc-uwa u-ee=ru nz-uta=se

風 吹く-CAUS=FOC 追う-SEQ=FOC 行く-PST2=SFP

「風が吹いたら追っていったさ」
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動詞の焦点

16 abusi muuru nukueeru utando

abusi muuru nuku-ee=ru u-ta-n=do

あぜみち 全部 残る-SEQ=FOC いる-PST-IND=SFP

「畦道は全部残っていた」

次の例でアスペクトを表す補助動詞unが使用される。畦道の話であ

る。
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係り結び

• 自然談話と質問調査で係り結びが観察された。

• 動詞は連体形(-nu)と異なる、-ruという特別な接辞をとる。

• 係り結びが起きる条件、頻度は明らかではない（対比焦点で観
察できていないことだけは確か）

17 ncatu tarugaru accootaru

nc-ta-tu taru=ga=ru acc-oo-ta-ru

見る-PST-CSL 太郎=NOM=FOC 歩く-PROG-PST-KMS

「見ると、太郎が歩いていた」
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係り結び

18 namaja hainu cuuru uranturu

nama=ja ha-i-nu cuu=ru u-ran-tu-ru

今=TOP 刈る-THM-ADN 人=FOC いる-NEG-CSL-KMS

「今は刈る人はいないから」

19 ariga Ɂjaa hajoomite isiga haija uran acceeru uru

ari=ga Ɂjaa ha-joo-mi=te i=siga ha-i-=ja u-ran acc-ee=ru u-ru

3SG=NOM 2SG 走る-PROG-Q=QT 言う=CNC 走る-THM=TOP いる-NEG 歩く-SEQ=FOC いる-KMS

「彼はオマエは走っているかと聞くけど走りはしない。歩いている」
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自然談話からの例。木を枯らせてしまう寄生植物が普及してしまった話である。その次はマラ
ソンを走っているお年寄りとの会話の話。動詞の継起形が焦点化されることが見られる。



疑問詞疑問文の焦点化

• 疑問詞疑問文では主語、目的語、述語で焦点化が許されない。

20 *taagaru nacooga

taa=ga*=ru nac-oo=ga

誰=NOM*=FOC

「誰が泣いている？」

21 nama *nuuru numooga

nama nuu*=ru num-oo=ga

今 何*=FOC 飲む-PROG=WHQ

「今何を飲んでいるの？」

22 nama *nuuru sooga

nama nuu*=ru s-oo=ga

今 何*=FOC する-PROG=WHQ

今何を飲んでいるの？
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命令文

• 命令文では焦点化が許されない

23 *jaseeru kamee

jasee*=ru kam-ee

野菜 食べる-IMP

「野菜を食べろ」
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まとめと今後の課題

• 主題は=jaに表示される。主題対比が見られる。

• 焦点は＝ruに表示される。

• 対比焦点、情報焦点が見られる。主語、目的語、述語の焦点、
文の焦点が観察できる。

• 動詞の継起形が焦点化される。

• 命令文、疑問詞疑問文の焦点化が許されない。

• 係り結びがあり、連体接辞-nuと異なる接辞-ruが使用される。
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まとめと今後の課題

• 調査票と自然談話のデータに基づいて焦点化が観察されている環境、タイ
プなどをまとめる

焦点ドメイン
情報焦
点

対比焦点 WH 命令 係り結び

項焦
点

主語 ○ ○ ☓ ☓ ○

目的語 ○ ○ ☓ ☓ ○

述語焦点 ○ ○ ☓ ○

文焦点 ○
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まとめと今後の課題

• どの項でも、対比焦点、WHへの回答で焦点化が許されるため
全体としてShimoji(2018)のEF-sensitive patternを持つ方言である
と言える。

• 今後の課題：

• 係り結びの出現の条件と頻度

• 動詞・形容詞の焦点化について
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