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はじめに

• 宮古語大神方言の文法全体を記述する過程の一部として、形容詞語
幹の重複形（以下、重複語幹）の機能（文のなかでの働き＝きれつ
づき）について確認、整理する。（単語幹形については別添資料参
照）

• 重複語幹は

〇そのままで述語（終止、中止）や修飾語（中止派生）になる。

〇～nuの形で規定語（連体）になる。

〇補助動詞やコピュラと組み合わさって述語や規定語などになる。

• 名詞をかざる規定語には＜重複語幹nu＋名詞＞という２単語の組み
合わせのほかに３単語の組み合わせがあり、組み合わせのパタンも
いくつかみられる。
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２単語または３単語の組み合わせ

•２単語の組み合わせでは重複語幹が直接 名詞をかざる。

•３単語の組み合わせでは、全体をあらわす名詞の部分（や属
性）をあらわす名詞と重複語幹の２単語の組み合わせが全体を
あらわす名詞をかざる。

•その組み合わせにはつぎのふたつがある。

＜重複語幹nu＋部分(nu)＋全体＞

＜部分(nu)＋重複語幹nu＋全体＞

•どちらも＜重複語幹nu＋部分(nu)＞＜部分(nu)＋重複語幹nu＞
が一次的なまとまりをつくって、全体をあらわす名詞をかざる。
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語幹か語基か

• 日本語の形容詞重複語幹（長々、青々など）では語幹stemでいいが、
宮古語などでは厳密には語幹・語尾の語幹ではなく、語基base。

upu-k-aɿ. 大きい。／upu-k-ataɿ. 大きかった。

upu-f naɿ. 大きくなる。upu-ffa ne:N. 大きくはない。<upu-f=ja

upu=sa 大きさ（大きくスル）

語基：upu

語幹：upu-k

中止形：upu-f

語尾：aɿ/ataɿ

接辞：sa

★ここでは便宜上、日本語によせて「語幹」を使用する。
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宮古語における形容詞重複語幹の概要

•『言語学大辞典セレクション琉球列島の言語』の「宮古方言」

〇「重複法による形」がそのままで述語（終止）になったり、～ヌ
で連体修飾語（＝規定語）になる（対象は２単語の組み合わせ）。

〇そのままで副詞としてはたらく。＝修飾語（中止派生）

〇補助動詞とともに述語形式になり、それが終止、中止、条件形に
なる。

〇スル（nas）、ナル（naɿ）とくみあわさる。

〇（ほぼ語形変化しないが）用言（形容詞）である。

宮古語大神方言形容詞重複形の機能を中心に（金田） 5



• 本発表では重複語幹のこのほかの用法を中心に取り上げる。

〇＜重複語幹nu＋部分＋全体＞などの３単語の組み合わせがある。

単語幹の組み合わせにもおなじ３単語の組み合わせがある。

〇単独でふたまた述語文の先行する述語になる。

〇単独で（または補助動詞とともに）従属節＝条件節になる。

• 重複語幹のつくり方

重複語幹は形容詞語幹の繰り返しによって作られる。

前要素の短母音が長音化することが多い。

長音化が義務的なものも任意のものある。

長音化した場合のほうが強意のニュアンスが生じるようである。

前要素が長母音おわりのばあいはそのまま繰り返される。
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１．終止用法

• 大神方言の形容詞の終止用法はカリ型（第一形容詞型）が基本的
〇述語以外の文の部分に強調辞tuがあるとき

urikatu imi]kaɿ.これが小さい。
urikatu] jarikaɿ.これがだめだ。
umanutu] kakikaɿ.ここがきれいだ。
urikatu suku]rakaɿ.これが塩辛い。

〇述語以外の文の部分に強調辞tuがないとき
kaɿkam.軽いよ。
u[re:] upukam. これは大きい。
uri[mai] mmakam.これもおいしいよ。
ure: suku]rakam.これは塩辛い。
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ムード形式

•カリ型は補助的な単語とともにムード形式を作る。

ure:] mmakaɿ] kumata.これはおいしい。

pe:kaɿ] kumata pakɿ.速いはずだ。たぶんあいつは足が。

nivkam] pakɿ.遅いと思う。

urikatu] mmakaɿ] pakɿ.これがおいしいと思う。おいしいハ
ズ。

urimai] mmakam] pe:m.これもおいしいんじゃないかな。
おいしいかねえ。

urikatu] mmakaɿ] pe:m.これがおいしいかねえ。おいしく見
える。
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重複語幹の終止用法

•カリ型と比較して強意的なニュアンスはあるようだが、意識さ
れないことが多いようである。ムード形式は限定的である。

ure:] imi:imi.これは小さい。

ak[ki] ta[ka:]taka.あら、高い！

sukura:]sukura.塩辛い。

urikatu] imiimi pe:m.これが小さいかなあ。◎imikaɿ pe:m

upuupu] pe:m.大きいかなあ。 ◎ upukam] pe:m

△urikatu] imiimi pakɿ.これが小さいと思う。

×imiimi kumata.これは明確に不可。
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形式名詞munuとの組み合わせ

•単語幹と形式名詞munuとの組み合わせ

upu] munu.大きい。

urikatu] jari munu.これがだめだ。

u[ma: kaki] munu.ここはきれいだ。場所

•重複語幹と形式名詞munuとの組み合わせ（nu格をとる）

upu:upunu] munu.大きい。
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重複語幹と補助動詞uɿとの組み合わせ

•カリ型や重複語幹とだいたいおなじ意味で使用される。

fuccja:] upuupu[tu] uɿ.クジラは大きい。

maru:]marutu uɿ.短い。短くしている。＝marumaruka:

marumaru]ka:tu uɿ.短い。短くしている。＝maru:maru

unu pare: [imiimitu] utaɿ.この畑は小さかった。

ki:nu] jusarapinu] tin[na akaakatu utaɿ.きょうの夕日は赤
かった。
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重複語幹とコピュラjaɿとの組み合わせ

•コピュラjaɿとの組み合わせは、補助動詞uɿとの組み合わせとおな
じ意味で過去テンスのときに使用されるが、補助動詞uɿの過去形
utaɿを使用したほうがいいようである。

imiimitu] jataɿ.小さかった。畑が。

upuuputu] jataɿ.大きかった。ものなどが以前は。

akaakatu] ja[taɿ.赤かった。いまよりも前のほうが。
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補助動詞「あるaɿ」「するasɿ」
「なるnaɿ」との組み合わせ

•「あるaɿ」との組み合わせ＝痕跡相

過去のおなじものや別のものとの比較に使用される。

重複語幹＋補助動詞uɿと「あるaɿ」との組み合わせ

urikatu] upuupu ure:ɿ.これのほうが大きかったハズ。きの
う見たものよりも。＜uri aɿ

ffuffutu] ure:ɿ.黒々としていたようだ。いまはそんなに黒く
ない。

重複語幹＋コピュラjaɿと「あるaɿ」との組み合わせ

urikatu upuupu] jare:ɿ.これのほうが大きかったハズ。きの
う見たものよりも。ure:ɿよりも簡単な言い方 ＜jari aɿ
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•重複語幹と「する」との組み合わせ

完成相では本動詞asɿと組み合わさる。

mmapi] kupa:ku[pa] a[se:]ri.もっと硬くしてくれ。

ma:nu] amaama asna.あまり甘くするな。

kupa:ku]paka: assu.硬くしろ。ka:は意味のない「付け文句」。

upuupuka:[na:] assu.大きくしろ。複数を明示する。

k!isaNkSke:] upuuputu asi.まえよりも大きくした。

この組み合わせの継続相では、本動詞では意志的な意味になり、
補助動詞sɿでは形容詞的な属性的な意味になる。

a[kaakatu] asi:ɿ.赤くしている。本動詞

ffuffu situ] utaɿ. 黒かった。補助動詞

akaaka si[tu] utaɿ.赤かった。補助動詞

宮古語大神方言形容詞重複形の機能を中心に（金田） 14



•重複語幹と「なる」との組み合わせ

平良方言のこの組み合わせには重複語幹に助辞=nが必要だが、
大神方言ではハダカのまま組み合わさる。

u[rikatu ffuff naɿ] pakɿ.これが黒くなるはず。これから黒く
なると思う。

unu] fa:ja mmapi u[puupu] naɿ kumata.この子はもっと大
きくなる。

imiimi utaɿ] majunutu [upuupu] nari:ɿ.小さかったネコが大
きくなっている。

ffu:ffu utaɿ] karakɿnu[tu ssu:ssu] nari:ɿ.黒かった髪が白く
なっている。
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２．連体用法

修飾－被修飾のパタン

２単語の組み合わせ

重複語幹nu＋全体

３単語の組み合わせ

重複語幹nu ＋部分＋全体

重複語幹nu ＋部分nu ＋全体

部分＋重複語幹nu ＋全体

部分nu ＋重複語幹nu ＋全体

★それぞれに、単語幹での組み合わせがある。（別資料参照）

宮古語大神方言形容詞重複形の機能を中心に（金田） 16



２．１ 重複語幹nu＋全体

umus[su:]umussunu pStu 面白い人

ja[pa:]japanu pStu やさしい、親切な人

ure:] pukuru:pukuru[nu] mikɿ.これは冷たい水だよ。

kapasɿ:]kapasɿnu kata.とてもいい匂い。

程度の修飾語によってかざられる。

ma:nu taka:takanu pStu とても背の高い人

mmapi] taka:taka[nu] pStu もっと背の高い人

過去テンスでは重複語幹と組み合わさる補助動詞uɿが過去形になる。

ffu:ffu utaɿ] karakɿnu[tu ssu:ssu] nari:ɿ.黒かった髪が白くなっ
ている。

imiimi utaɿ] majunutu [upuupu] nari:ɿ.小さかったネコが大きく
なっている。
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２．２ ３単語の組み合わせ

重複語幹nu＋部分＋全体
[naka:nakanu karakɿ mitum 長い髪の女

ure:] aka:aka[nu] mipana pStu.これは赤い顔の人だ。

naka:nakanu pɿki] maju 長いひげのネコ

fka:fka[nu] suku fkuru 深い底の袋

過去テンスでは補助動詞uɿやコピュラが過去形になる。

akaaka utaɿ mipana pStu 真っ赤だった顔の人 補助動詞

akaaka jataɿ mipana pStu 真っ赤だった顔の人 コピュラ

a[kaakanu] mipana [jataɿ] pStu 真っ赤な顔だった人 部
分＋コピュラ
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重複語幹nu＋部分nu＋全体
akaaka[nu] mipana[nu] pStu 赤い顔の人

na[ka:nakanu] karakɿ[nu] pStu 長い髪の人

ma:nu naka:nakanu karakɿnu pStu とても長い髪の人

過去テンスでは部分名詞を過去にするので、補助動詞ではなく
コピュラjaɿの過去形を使用。

naka:nakanu] karakɿ ja[taɿ] mitum 長い髪だった女

akaakanu] pana jataɿ pStu 赤い鼻だった人

akaakanu] pana a[si] utaɿ pStu 赤い鼻だった(ｼﾃｲﾀ)人

名詞の過去形なので、補助動詞uɿの過去形は不可。

×akaakanu] pana utaɿ pStu 赤い鼻だった人
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部分＋重複語幹nu＋全体

•この組み合わせは「かんたんな言い方」と意識されている。言
えるが、自然には出にくいか。

suku] fka:fka[nu] fkuru 底が深い袋

ti:] upuupunu pStu 手が大きい人

pakɿ] pe:pe:nu fa: 足の速い子ども

•これの過去形については未確認
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部分nu＋重複語幹nu＋全体

非過去
ti:[nu] upu:upu[nu] pStu 手の大きい人
mipananu auau]nu pStu 顔の青い人
pakɿnu] pe:pe:nu fa:.足の速い子ども
tu:nu] naka:naka[nu] maju しっぽの長いネコ
u[nu] ki:[ja] pa:[nu] aka:akanu [ki:.この木は葉が赤い木だ。
pakɿ[nu] maru:maru[nu] tai 足の短い台

過去（補助動詞 utaɿ、コピュラを使用）
pa[kɿnu] pe:[pe:] u[taɿ] fa: 足の速かった子ども 補助動詞
pɿkinu] ssu:s[su] utaɿ pikitum ひげが白かった男
ti:nu] upuupu jataɿ pStu 手が大きかった人 コピュラ
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３．中止用法

•重複語幹がそのままでふたまた述語文の先行する述語や修飾語
になる。

•重複語幹がそのままで、または補助動詞やコピュラと組み合わ
さって条件節になる。

•重複語幹が補助動詞やコピュラと組み合わさって接続形になる。
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３．１ ふたまた述語文の先行する述語

一つの主語に対する複数の形容詞述語のうち、先行する述語が
重複語幹で従属節になる。

naka:naka[tu kupa]kaɿ.長くて硬い。tuのある詳しい言い方

kupa:kupatu] nakakaɿ.硬くて長い。

iv:ivtu] utakaɿ.重くて厚い。

naka:naka kupa]kam.長くて硬い。 tuのない簡単な言い方

ure:] kaɿ:[kaɿ] imikam.これは軽くて小さい。

ure:] imii[mi] kaɿkam.これは小さくて軽い。
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３．２ 従属節

• 条件節

テンス対立のない条件的な意味では補助動詞やコピュラを使用する。

aku[ma:]akuma assipatu [mma]kaɿ.甘ければおいしい。スル

amaa[ma] ure: mmaf[fa] ne:N.薄味だとおいしくない。イル

iv:iv] urapa[mai] mutaitu sɿ.重くても持てるよ。イル

amaa[ma] jati[ka:] mmaffa ne:N.薄味ならおいしくない。コピュラ

重複語幹のみで条件的に使用されることもある。＜ふたまた述語文の
先行する述語＞の用法とは意味関係の違いで区別されるか。

kara:karatu] mmakaɿ. 辛いとおいしい。唐辛子

akumaakumatu] mmakaɿ.甘いとおいしい。砂糖
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• 接続形

補助動詞やコピュラがテンス対立のある接続形になる。

補助動詞uɿが非過去形になる。

iv:iv] uri[pa] mutaiN.重いから持てないよ。

kaɿ:kaɿ uri[pa] mutaitu sɿ.軽いから持てるよ。

ure: kaɿ:kaɿ] uri[pa] imikam.これは軽いから小さい。

コピュラが非過去形になる。

upuupu] jassuka[tu] kaɿkaɿ.大きいけど軽いよ。

imiimi] jassuka[tu] ivkaɿ.小さいけど重いよ。

補助動詞uɿが過去形になる。

iv:iv] utaripa[tu] us[ki kSs]taɿ.重かったから置いてきた。

iv:iv] utaripa[tu] muta[ta] kSstaɿ.重かったから持たないできた。
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３．３ 修飾語

重複語幹がそのままで修飾語（どんなふうに）になって述語動詞を飾
る。

uriNkuija] pe:pe:ja] ske:saiN.これ以上ははやくは走れない。

ki:[ja] pe:pe:[tu] uki.今日ははやく起きた。

nuka:nuka] numi.ゆっくり飲め。

aNsi] ma:[nu] upuupu ka]kSna.そんなにとても大きく書くな。

mma:]mmatu fai.おいしく食べた。

mma[pi] amaa[ma fau]puskam.もっと薄味で食べたい。

（動詞派生の希望形容詞）
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４．宮古語他方言、他の琉球諸語の例

•形容詞の重複語幹の使用は大神方言以外にも、宮古語の諸方言に
みられるが、組み合わせパタンの種類や用法の詳細は不明。

•これまで池間方言（池間島、伊良部島佐良浜地区、宮古島西原
（西辺）地区）には形容詞の重複語幹がないとされてきたが、少
なくとも池間島の池間方言においては過去に使用されていたこと
がわかった。（次のスライド）

•八重山語の西表方言や波照間方言では「どんなふうに」という修
飾語の使用がみられる。また、その連体用法もみられる。

p!isa:p!isa:sinu mic!ina 坦々とした道路、平らな道（西表）

宮古語大神方言形容詞重複形の機能を中心に（金田） 27



宮古語池間方言

これまでの報告では池間方言には重複語幹がないとされてきた。

○林由華(2009)「琉球語宮古池間方言の談話資料」大西正幸・稲垣和
也編『地球研言語記述論集』1:153-199

池間方言圏である宮古島の西原（西辺）地区の調査結果として「宮古
諸方言全般にみられる重複(redupɿication)による形態法を、池間方
言は持っていない」とする。(p.178 脚注15)

○富浜定吉(2013)『宮古伊良部方言辞典』

資料編の二．文法「４．形容詞の活用形」では伊良部島を４地区に分
けて例をあげる。そのなかの「畳語」（重複語幹）の欄には「畳語の
用法は佐良浜方言にはない」とある。(p.847)富浜定吉(1929-)
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宮古語池間(島)方言

以下の例は、中学まで池間島に暮らした伊良波盛男氏（78歳
1942-）による。有名なムヌスーだった祖母（1902-1980）の方
言を受け継ぐ。

imiimi]ga[mai.小さいね。小柄だね。小さい人に対して。

ka[ria imiimi]gama [do:.あれは小さいよ。小柄な人だよ。

u[nu] wa:ja [mma:]mma.この豚はおいしい。食後に。

ku[nu] wa:ja [mma] munu.この豚はおいしい。食後に。

siNsi:]ja ba[ka:]baka: [i:.先生は若々しいねえ。おもに男に対
して。若い人には言わない。

siNsi:]ja ba[ka] munu [i:.先生は若いねえ。
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5月末、この情報をきっかけに、狩俣繁久氏が池間島における
1989年3月の形容詞調査票（琉球列島の言語の研究 第4次調査
票 沖縄言語研究センター 1988）を探し出してくれた。

1915年生まれの話者（女性、調査時74歳、両親ともに池間出
身）による重複語幹の例、135項目中16項目、15語彙。その多く
に～munu型の語形が併記。

調査票には～munu型の語形だけのところも多数。そこにも重
複語幹の存在の可能性あり。32年前の調査時点で池間島では形
容詞の重複語幹の使用がめずらしいものではなかった可能性。

伊良波氏によれば、この話者は戦後７代目のフヅカサ（フン
マ）を務め、ミャークヅツの中心的な歌い手だったという。

宮古語大神方言形容詞重複形の機能を中心に（金田） 30



おわりに
•形容詞重複語幹は、現在では池間方言圏をのぞいて、多良間方
言をふくむ宮古語全体において使用されるが、池間島における
使用が確認されたので、かつては池間方言圏全体において使用
されていた可能性がある。＝宮古語全体で使用か

•形容詞重複語幹は、文のなかで終止的にも中止的にも連体的に
も使用され、カリ型の形容詞と基本的なところでは共通するの
で、形容詞の一種とすべきである。＝形容詞である

•重複語幹と名詞の組み合わせには、２単語の組み合わせと3単
語の組み合わせがある。

•本発表では扱わなかったが、カリ型以外に日本語のナ形容詞的
な語彙もあって、語彙によって一様ではないふるまいをする。
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おわりに

•大神方言の資料は大神島在住の狩俣英吉氏（1925(T14)年生）
による。

•本稿を執筆するにあたって，科研費「20K00624 宮古語大神方
言の総合的研究－文法体系の記述を中心に－（代表・金田章
宏）」「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテー
ションの作成（代表・木部暢子）」による研究成果の一部を使
用した．
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