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沖縄首里方言における連体修飾複文
― 「内の関係」を表す連体修飾 ―

花薗　悟

【キーワード】	 沖縄語、沖縄中南部方言、琉球語、連体修飾、複文、「内の関係」

1．調査の目的と対象
　日本語学においては奥津敬一郎 1974、寺村秀夫 1975 ～ 1977b、井上和子 1976
などのように特に 1970 年代から連体修飾複文の研究が盛んになされてきたが、
日本語との差異はそれほど大きくないと思われているためか、沖縄語研究ではこ
の分野についても先行研究はあまり見当たらないようである 1。この稿では先行
する日本語学の研究を参考に、沖縄語における連体修飾の問題を考える。
　連体修飾の研究自体は山田孝雄 1908 から見られるが、三上章 1953 で示されて
いた連体修飾の 2 種（「連体甲」「連体乙」）が寺村秀夫 1975 ～ 1977b によって明確
化された。たとえば、
　（1）･（その 2）男がさんまを焼く→さんまを焼く男
のように文中の語が後ろに「転出」して、その他の部分が転出した名詞を修飾す
る現象は「内の関係」の連体修飾と呼ばれ、その際に修飾を受ける名詞（主名詞）
から格助詞が消去されるわけだが、格助詞により、また同じ格助詞でも意味によっ
て主名詞に転出可能なものと転出が不可能な（あるいは困難な）ものとが存在す
る。
　（2）･ a.･さんまを焼く男　←男がさんまを焼く。
　　･･ b.･男が焼くさんま　←男がさんまを焼く。
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1･ 宮古島伊良部方言の文法書である下地理則 2018 ではこの問題が扱われており（下地理則
2018：316-7）、最近書かれている各地の琉球語の記述文法でも連体修飾複文が扱われて
いるものがあるかもしれない。

2	 非制限的修飾「? 私が行った上海」は単独では不自然あるいは落ち着きの悪い文となる可
能性があるため（「先月、私が行った上海は 10 年前とはまったく別の街になっていた」の
ようなものなら可能。益岡隆志 1995 など参照）、原則的に制限的修飾のもの（「私が行っ
た場所」←私はその場所に行った）で考える。なお、その場合元の文にある名詞には「その」
などをつけないと不自然になることがある。
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　　･･ c.･太郎がおかねをあげた人　←太郎がその人におかねをあげた
　　･･ d.･私が喧嘩した男　←わたしはその男と喧嘩した。
･･････ e.･山田さんが教えていた学校　←その学校で山田さんは教えていた。
･･････ f.･ ネズミが出てきた穴　←その穴からネズミが出てきた。
･･････ g.･太郎が勉強していた深夜　←太郎が深夜まで勉強していた。

（「太郎が深夜に勉強していた」と解釈される）
　　･ h.? 太郎が背が高い次郎　←太郎は次郎より背が高い
　　･ i.･ ソシュールが生まれた朝　←その朝、ソシュールが生まれた
　一方、「さんまを焼く匂い」のような「外の関係」の連体修飾においては「?（その）
匂い {が／を／に／…｝さんまを焼く」のように主名詞はどのような格助詞を補っ
ても修飾部には収まらない。「匂い」と「さんまを焼く」とを直接結び付ける構文的
要素がなく、「さんまを焼く」は「匂い」という名詞の内容を補充するものとなって
いる。
　本稿では寺村秀夫 1975 ～ 1977b などを参考にしながら、沖縄首里方言の連体
修飾複文について考察する。紙幅の都合上、今回は「内の関係」の連体修飾につ
いてのみ述べることとし、外の関係については別稿を期す。インフォーマントと
して文法性判断をお願いしたのは調査時において 70 代の男性、80 代と 60 代の女
性 2 名（いずれも首里出身）の方々である。

2．内の関係
2．1．ヌ・ガ格（主体）
2．2．1．主体　動作の主体・状態の主体いずれも可能である。
　（3）･ ウヌ　ッチ･ヌ　スムチ　ユムン→スムチ　ユムル　ッチュ［本を読む人 3］
　　　･･･　その　･････ひと･･･が　　･　本　　　　　読む　　本・ゼロ格 4　　　　読む・連体

　（4）･ ユー　ムヌ　　･カムル　　ワラビ［ごはんをよく食べる子ども］
　　　　･･･よく　もの・ゼロ格　たべる・連体　　･･･子ども　　

　（5）･ フドゥ･ヌ　マギサル　ッチュ［背が高い人］
　　　　　･･･背　　･･が　･･大きい・連体　　･　人

3･ 沖縄語の訳は語の下に逐語訳（gross）をつけることで代用することとし、以下において
は理解が困難であると思われもの以外には訳は付けない。なお、表記については p203 参
照。

4･ 沖縄語では対格はゼロ格で示される。
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　（6）･‘ンカシ　ソンチョー　　ヤタル　　　ッチュ
　　　　･･･　　昔　　　･･･　村長　　　･･　だった（繋辞・過去）　　　･　人

2．1．2．願望の対象　沖縄語では願望の対象がヌ格で現れることがあるが、
ゼロ格で現れることも可能であり、主名詞の格は二義的であるといえるだろう。
　（7）･ ヤマダ･サン･ガ　ジン｛ヌ／Φ｝　フサン･ディ　イチョーン
　　　････････山田　･･･さん　･･が　　･･金　･･｛が　／Φ｝　　　ほしい　　と　　　･･言っている

　･ →ヤマダサンガ　フサン･ディ　イチョール　ジン
　　　･･　････････山田　･さん　が　　･･ほしい　　と　　　･　言っている･･　･････金

2．2．ゼロ格
2．2．1．対象
　注 4 でも触れたように日本語でを格

4 4

であらわされる“対象”は沖縄語ではゼロ
格で現れる。これらを主名詞にすることは可能である。
　（8）･ タルー･ガ　スムチ　ユドーン→タルーガ　ユドール　スムチ　
　　　･ ･･太郎　････が　･本・ゼロ格　　読んでいる　　･･太郎　･･･が　･読んでいる・連体　･･･本　　　

　（9）･ アヤー･ガ　チュクタル　サーターアンダーギー
　　　･･ ･お母さん･･が　　　････作った　　　　サーターアンダギー（揚げ菓子）

　（10）･ウヌ‘イナグングヮ･ヌ　ウミ･‘ウティ　ウテール　ウタ
　　　･ ･この　　･･　女の子　が　　　　　････海　･････････で　････････････歌った　　　･ウタ

2．2．2．可能動作の対象
　なお日本語で可能動作の対象は「あの男は英語が／を話せる」などガ格・ヲ格
で現れることが多いが、沖縄語では可能の対象は専らゼロ形式をとる。
　（11）･ワンネー　ウヌ　クトゥバ　ハナシユースン　→
　　　･ ･････私は　　　　･その　･･･ことば・ゼロ格　　･････話せる

　　　ワー･ガ　ハナシユースル　クトゥバ
　　　･ ･わたし･が　　　話せる・連体形　　　　　ことば

2．2．3．ダイクティックな時間名詞
　日本語記述文法研究会編 2008 が可能としているダイクティックな時間名詞も
主名詞として転出可能なようである。
　（12）･タチチェー　ウマチーヌ　アン　　→ウマチーヌ　･･･アル････タチチ
　　･ 　･･･来月は　　　　　お祭り　････が･･ある・叙述法　　　　･お祭り････が　　ある・連体形　･来月
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2．2．4．経路 5・出所
　経路・出所を表すゼロ格の名詞も以下のように主名詞への転出が可能である。
　（13）･ワンネー　ウヌ　ミチ　トゥ－タン→ワーガ　トゥ－タル　ミチ
　　･ 　･私は　　　　･･その　･道・ゼロ格･･　　通った　　　　私　･･が　　通った・連体形　　　道

　（14）･ワンネー･･ナー･･ウヌ･･ミナトゥ･･ンジタン→ワーガ･･ンジタル･･ミナトゥ
　　　･･ ･･･私は　　　　もう　　その　　･港・ゼロ格　　　　出た　　　･私　　が　　　出た　　　･･　　港

　ただし、2.･3.･でも述べるように「ワーガ　ンジタル　ミナトゥ」はカラ格の名
詞が主名詞である可能性もある（「ワンネー　ナー　ウヌ　ミナトゥ･カラ　ンジ
タン」）。なお（14）のような物理的意味でのンジーン（物理的な場所を「出る」）で
はなく抽象的な意味（「卒業・修了する」）でのンジーンならゼロ格のものである
といえるだろう（cf. 日本語の「学校 {から／を }出る」）。
　（15）･スズキサノー　ウヌ　ガッコー　ンジャン→スズキサン･ヌ　ンジタル　
　　･ 　鈴木さんは　　　　･･この　･･学校・ゼロ格　　･･･････出た　　････････鈴木さん　･･････が　･･出た・連体形　

･ ガッコー
　･ ････学校　　

2．3．ンカイ格
　ンカイ格は着点、存在の場所などの意味を示す。似た意味を持つものとして
カイ格、ナカイ格が存在するが、意味の差が明らかではないので（cf. 田代達也
2011）本稿ではンカイ格の変種と考える。ンカイ格は着点、存在の場所、受け手
いずれも主名詞として転出させることが出来る。
2．3．1．着点
　（16）･ワンネー･･ウヌ･･トゥクル･ンカイ･･ンジャン→ワーガ･･ンジャル･･トゥクル
　　　　･････私は　　　････その　　　ところ　　　･･に　　　　行った　　　　私が　　････　行った　　･･････ところ

　（17）･ワー･ガ　ヌタル　クルマ　　　（18）ワー･ガ　ヌブタル　ヤマ
　　　　･････私が　　･乗った・連体形　　車　　　　　　　　･･･････私　･･が　･登った・連体形　　山

2．3．2．存在の場所・所有者
　（19）･ウヌ　キー･ンカイ　キジムナー･ヌ　‘ウン→ . キジムナーヌ･･‘ウル　･キー
　　　　　その　　　木　　　･に　　　　キジムナー　　･が･････････いる　･･････キジムナー　が･･･････いる・連体形　木

5･ 2.･4. で見るように沖縄語では経路を表す場合、動詞によってはカラ格を用いる場合があ
り、その場合は主名詞はゼロ格かカラ格か二義的となる。
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　（20）･オンセン･ヌ　アル　リョカン　　（21）ウムヤグヮー･ヌ　‘ウル　ッチュ
　　･ 　　温泉　　･が　ある・連体形　　旅館　　　　　　　　･･･････恋人･･･････････････が　　いる・連体形　人

2．3．3．受け手　
　（22）･ワンネー　ウヌ　シートゥ･ンカイ　ウチナーグチ　ナラーチョーン→
　　･ ････私は　　　･････この　　　　　学生　　　に　　　　･･沖縄語・ゼロ格　　　　　教えている

　　･ ワーガ　ウチナーグチ　ナラーチョール　シートゥ
　　　･ ････私が　　　･･沖縄語・ゼロ格　　　･教えている・連体形　　　　学生

　（23）･スズキサン･ガ　　ジン　　クィータル　ッチュ
　　･ ･････鈴木さん　　･が　　お金・ゼロ格　･･あげた・連体形　　･　人

　（24）･ヤマダサン･ガ　　ジン　　カチョール　ッチュ
　　　･ ･････山田さん　　･が　　お金・ゼロ格　･貸している・連体形　･･人

2．4．カラ格
2．4．1．起点
　移動動詞（イチュン [ 行く ]、チューン [ 来る ] など）の起点を示す名詞を主名詞
として転出させると、主名詞は（25）のようにンカイ格（に格）に解釈される。
　（25）･ウヌ　ッチョー　ウヌ　トゥクル･カラ　　チャン→
･ ･その　　　　人は　　　･･･この　　　　ところ　　から　　･････････来た

　･ →ウヌ　ッチュヌ　チャル　トゥクル　（「その人が来た場所」）
　　･ ･･････その　　　　人が　　･･来た・連体形　　･ところ

　また、到達点である「クマ･ンカイ」（そこに）を入れるとカラ格を主名詞として
転出させた連体修飾節の容認性は低くなるようである。
　（26）･ウヌ　ッチョー　ウヌ　トゥクル･カラ　クマ･ンカイ　チャン→
　　　･ ･その　　･･　人は　　　　･この　　　　ところ　･･から　　　･･ここ・　に　　　　･･来た

･ → ? ウヌ　ッチュ･ヌ　クマ･ンカイ　チャル　トゥクル
　･ ･････････その　　　･　人･･･が　　　　･ここ・　に　　･来た・連体形･･･････ところ

（「? その人がここに来た場所」）

　ただし、カラ格でも以下のような場合は主名詞への転出が可能なようである。
　（27）･ウフォーク･ヌ　チュヌチャー･ヌ　クヌ　タカハナ･カラ　ウミ･ンカイ･トゥビクダン
　　　･ ･････多く　　　の･　･･　･･･人たち　　･　が　･･この　　　･･崖　･････から　　･･･海･･･････に･･････････飛び込んだ

･･ →ウフォークヌ　チュヌチャー･ガ　ウミ･ンカイ　トゥビクダル　タカハナ
･･･　　･ ･･･････････多く････　の･　　･･･　･･人たち　　･･　･が　･･････海････　･に･･････････飛び込んだ・連体形　･･････がけ
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　（28）･ウフォークヌ　ヤーニンジュ･ヌ　ブラジル･ンカイ　イミン　ッシ　ンジャル
　･ ･･･････多く　･･････の　　　　･･家族　　････　が　　･･ブラジル　･･･　に････････････移民　･･････して　･行った・連体形

　･ シマ
･･････ ･集落

　また、（出発点ではなく）出所、方向の起点を示すもの・抽出源を示すものは許
容度が高くなるようである。
　（29）･ウェンチュ･ヌ　ンジティ　チャル　アナ　
　　　･ ･･･････ねずみ　　　が　　････出て　　　きた・連体形　･･穴

　（30）･キラマーヌ　ユー　ミール　トゥクル　　（31）ミジ･ヌ　ワチュル　カー
　　　･ ･･･慶良間　　が　　よく　　　･見える　　　･ところ　　　　･･･････････････水　･･が　･･湧く・連体形　･･･井戸

2．4．2．経路
　沖縄語のカラ格には以下のように経路を示す用法がある（中松竹雄 1973 など）。
　（32）･ワンネー　メーナチ　ウヌ　ミチ･カラ　アッチョーン
　･ ･･････私は　　　　･･　毎日　　　　その　　･･道・カラ格　　歩く・継続相・叙述法

･ →ワー･ガ　メーナチ　アッチョール　ミチ
［私は毎日その道を歩く］

･･･　　　･ ･･･････私･･････が　　･･　毎日　　･　歩く・継続相・連体形　･･道　　　

　ただし、前に述べたように経路がゼロ格で表される場合もあり、主名詞がいず
れの格であるかは二義的であるといえる。
　（33）･ワンネー　メーナチ　ウヌ　ミチ　トゥトーン→
　　　･ ････私は･･･････　　　　毎日　　　･･その　　道・ゼロ格　･通っている

･ ワーガ　メーナチ　トゥトール　ミチ
　　　･ ････私は　　　･･　毎日　　･　通っている・連体形　道

2．4．３．移動の手段
　沖縄語では（34）（35）のような用い方は不自然ではないという。
　（34）･ワンネー　ウヌ　タクシー･カラ　ナーファ･ンカイ　ッチャン→
　　　　･ ･････私は　　　･　その　　･･タクシー　･･　で　　　　　那覇・　　　　　　　　　来た

　　　ワー･ガ　ナーファ･ンカイ　ッチャル　タクシー
　　　　･ ･･･私　･･が････････････那覇　　　･　に　　　･･来た・連体　　

（私が那覇に来たタクシー）

　（35）･ワッターガ　ウチナー･ンカイ　イチュル　ヒコーキ
　　　　･ ･･･私たち　･･･が　　･･　沖縄　　　･････に　　　･･行く・連体　　･･　飛行機

（私達が沖縄に行く飛行機）
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　日本語なら、同じ状況を述べる際、たとえば（35）は「私達が（沖縄に行く時に）乗
る飛行機」のようにに格

4 4

名詞を主名詞とするものの方が自然だと感じられるが 6、･
沖縄語母語話者は特に不自然ではないという。沖縄語の場合カラ格の用法の一つ
として移動の手段を表すものがあるからであろうか。
2．4．４．授与者
　日本語では「私が勉強を教わっている先生」の主名詞「先生」の転出元はから格

4 4 4

でもに格
4 4

でもありうる（「私が｛その先生から／その先生に｝勉強を教わっている」）
が、首里方言では授与者は専らカラ格で示されるため、主名詞の転出元の格は一
意的である。
　（36）･ワンネー　シンシー･カラ　シミ　　　ナラトーン→
　　　　･ ･･･私　は　　　　･･･先生　　　･から　学問・ゼロ格　　　･･　習っている

　　･ ワーガ　シミ　　　ナラトール　シンシー
　　　･ ････私が　　学問・ゼロ格　･習っている・連体形　　･･先生

　（37）･ワンネー　ウヌ　ッチュ･カラ　ウチナーグチ･ヌ　スムチ　‘イータン→
　　　･ ･････私は　　･･･････その　　･･　人　　･･から　　･････　　沖縄語･･････････の　　本・ゼロ格　　･･もらった

　　･ ワーガ　ウチナーグチ･ヌ　スムチ　‘イータル　ッチュ
　･ ･･･私　が　　　　沖縄語･･･････　････の　･本・ゼロ格･･･もらった・連体形　････人

　（38）･ワンニンカイ　ウチナーグチ･ヌ　スムチ　クィータル　ッチュ
　　　　･ ･･････････私･に　　　　　　　沖縄語･・の　　　　･　･本・ゼロ　････あげた・連体　　･･･　人

［私に沖縄語の本をくれた人］

　（39）･ワー･ガ　ジン　　･･カトール　　ッチュ
　　　　･ ･私　　が　お金・ゼロ格　借りている・連体形　　　人

　なお、（37）は日本語ではやや違和感があるが（「私が沖縄語の本をもらった人」）、
沖縄語では通常用いる言い方であるということである。「あげる」「くれる」の区別
がないなど、やりもらい動詞の使い方が沖縄語と日本語とでは異なるからであろ
う 7。

6･ ただし日本語（東京方言）母語話者数名にたずねたところ、（38）も「あれは私達がアメリ
カに行く飛行機だよ」のように眼前の飛行機を見ながらいう場合では、それほど不自然
さはないということであった。

7･ 沖縄語では、（東京方言なら「ご自由にどうぞ」となるような文脈で）「もらってください」
というような表現がごく普通に用いられるようである。筆者も沖縄県内で耳にしたこと
があるし、書いたものとして掲示されているものを見たことも複数回ある。
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2．4．６．原料
　原料の場合もカラ格は主名詞として転出が可能である。
　（40）･サケー　クミ･カラ　チュクイン→サキ　チュクイル　クミ
　　　･ ･･酒は　　　　･･米　から　　　　　作る　　　　酒・ゼロ格　　　作る　　　　　米

2．5．ッシ格
　ッシ格は道具、材料、原因・理由として用いられる。道具、材料、原因・理由
いずれの用法でも主名詞として転出できる。
2．5．1．道具
　（41）･ワンネー　ウヌ　ホーチャー･ッシ　シシ　チッチャン→
　　　　･ ････私は　　　･･　その　　･････　包丁　　････　で　　　･肉　　　　　切った

　　･ a. ワーガ　シシ　チッチャル　ホーチャー（私が肉を切った包丁）
　　　･ ････････私が　　　･･肉　　　　切った　　　　････　　包丁

2．5．2．材料
　（42）･キー･ッシ　ウメーシ　チュクタン→ウメーシ　チュクタル　キー
　　　･ ･･･木　　で　　　･箸・ゼロ格　　･･･････作った　　･･･････箸・ゼロ格　　･作った・連体形　　･･木

　（43）･ガラスジェーク　チュクタル　コーラー･ヌ　ビン
　　　･ ･ガラス細工・ゼロ格　　･･･作った・連体形　　･･コーラ　･････の････　･瓶

2．6．原因・理由
　（44）･ウヌ　ワキ･ッシ　ウンドーカエー　ムヨーサランタン→
　　　　･ ･その　　･･理由　　で　　　　　運動会は　　　　　･･　　催されなかった

･ ウンドーカイ･ヌ　モヨーサランタン　ワキ　
　　　　･ ･････････運動会　　･･　が　　催されなかった・連体形　　･･理由

　（45）･ウヌ　ネー･ッシ　ウフォーク･ヌ　チュヌ　マーシミソーチャン→ .
　　　　･ ･その　　　地震　　で　　　　　多く　･･･････の　　　人　が　　　　　亡くなられた

　　･ ウフォーク･ヌ　チュ･･ヌ　マーシミソーチャル　ネー
　　　･ ･･････････多く････････の　　　人　･･･が　　　･亡くなられた・連体形　　　　･地震

　（46）･ウフォーク･ヌ　ヤー･ヌ　トゥバサッタル　カジフチ
　　　　･ ･･････････多く･････････の　　　家　･が　　･･飛ばされた・連体形　　　　台風
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2．7．ニ格
　中松竹雄 1973 を見るとニ格の意味は「場所」「到達点」「時」「場合」とされており、
沖縄芝居や琉歌などではしばしばニ格が場所や到達点として使用されているよう
だが、‘現代首里方言’ではほぼ「時点」に限られるようである（西岡敏 2004）。
　（47）･ウヌ　トゥチ･ニ　ワン　トゥ　アリガ　イチャタン→
･･･　　･･････その　　　　時･･･････に　　･･私　　･････と　･････あいつ･が　･･会った・叙述法

･････････ワントゥ　アリガ　イチャタル　トゥチ
　　　　　･････私　と　　あいつ　が　･･会った・連体形　･　　時

　（48）･トーキョー･‘ウティ　オリンピックヌ　アル　　ニシンニジューニン
　　　　　･･････東京　　　　･･････で　　　　　オリンピック　･･が　ある・連体形　　　　　2020 年

　（49）･ウーチナフィチ･ヌ　アル　ジューガツ
　･････　････････････大綱引き　　　　が　　･ある　　　　十月

　（50）･スーブ･ヌ　アル　･クンドゥ･ヌ　ゲツヨービ
　　　　･････試合　　が　･ある・連体･･･　今度　　　･の･･･････････月曜日

2．8．‘ウティ格
　‘ウトーティ格、ンジ格も動作の場所を表し、これらの形が併存するというこ
とは意味の違いがあると思われるが、ここでもそれらを‘ウティ格のヴァリエー
ションと考え、‘ウティ格で代表させる。この格も「動作の場所」の場合、「出来事
の発生の場所」の場合のいずれも主名詞として転出させることができる。
2．8．1．動作の場所
　（51）･スズキサノー　アヌ　カイシャ･‘ウティ　ハタラチョーン→
　　　･ ･････鈴木さんは　　　　･あの　　　･･･会社　　　　･･･で　　　　･･････働いている

　　　スズキサンガ　ハタラチョール　カイシャ
　　　･ ･････鈴木さん　　が　　･働いている・連体法　　　　会社

　（52）･ワー･ガ　ビンチョー　ソール　　ダイガク
　　　･ ････私　･が　　･勉強・ゼロ格　している・連体形　･･･　大学

　（53）･ワラビ･ヌ　アシドール　コーエン
　　　･ ････子供　　が　･遊んでいる・連体形　　公園

2．8．2．出来事の発生する場所
　（54）･ウヌ･･キョーシツ･･‘ウティ･･シケン･ヌ･･アタン . →シキンヌ････アタル････キョーシツ
　　･ その　　　････教室　　　　　で　　　　試験･･･が･･　あった･･･････････試験････が　あった・連体形　･･･教室
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2．9 トゥ格
2．9．1．相互動作の相手
　相互動作（「結婚する」「喧嘩する」「戦争する」など）の相手のトゥ格なら主名詞
としての転出が可能である。
　（55）･ワンネー　ウヌ　ッチュ･トゥ　ニービチ　ソーン→
　　　　･ ･････私は　　　････その　　　　人　　････と････････････結婚　　　　している

　　･ ワーガ　ニービチ　ソール　ッチュ
　　　　･ ････私が　　　････結婚　　　････している　　　･人

　（56）･.ワー･ガ　オーエー　ソール　ッチュ　　（57）アリ･ガ　ハナチョール　ッチュ
　　　･ ･････私･･が　　　けんか　･･している・連体形　人　　･･　　･････････あいつが･････話している・連体形　･･　人

2．9．2．連れ
　一方、「連れ」（寺村秀夫 1977a）を表すトゥ格は主名詞として転出させるのが難
しいことが多い。
　（58）･タルー･ガ　ウヌ　ッチュ･トゥ　アシドーン→ ? タルー･ガ　アシドール　ッチュ
　　･ ･････太郎が　　　その　　　･人　･･････と　　　･･･遊んでいる　　　　太郎････が　遊んでいる・連体形　･･人

　（59）･? ワー･ガ　カイシャ　ケイエイ･ソール　ッチュ
　　　　･ ･･･････私が　　　会社・ゼロ格　　･････経営　　･･している　　･･　人　　　　

　これは（55）のように「連れ」のトゥ格は動詞が要求するものではなく、意志的
な動作なら基本的にはどのようなものとも結びつくものであるが、この「連れ」
のトゥ格の名詞を主名詞として転出させると許容度は落ちるようである 8。しか
し、マジュン（「一緒に」）などの共同動作であることを明示する副詞が用いられ
れば許容度は上がるようである。

8･ 日本語記述文法研究会編 2008 には上であげた「連れ」にあたる「鈴木さんが食事をした（人
／相手）」という例が△（＝被修飾名詞や修飾節の中の述語によっては、別の解釈が優勢
になったり、やや不自然な場合もある）としてあげられているが（日本語記述文法研究会
編 2008：56）、「？太郎が本を読んだ人（←太郎がその人と本を読んだ）」、「? 太郎が駅まで
走った次郎（←太郎は次郎と駅まで走った）」「? 太郎が山へ行った花子（←太郎ハ花子ト山
ヘ行ッタ）［寺村秀夫 1982：181］」など、上で指摘した「連れ」を体の名詞として転出させ
た多くの例は容認しがたいと思われる。「鈴木さんが食事をした人」が許容度が高いとす
れば、「食事をする」ということは誰かと一緒にすることが多いという“常識”によるから
かもしれない。また「? 太郎が野球をした人」よりも「太郎が将棋をした人」の許容度が高
まるようであるのは「将棋をする」のは通常一対一の対戦であるからであろうか（「太郎が
将棋を指した人」なら相手のトであろう）。
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　（60）･ワーガ　マジュン　ウチナーグチ　ナラトール　ッチュ
　　　･ ････私が　　　････一緒に　　　　沖縄語・ゼロ格　･･　　習っている　　　　･人

　これも日本語と共通する現象だろう 9。

2．10．ヌ・ガ格（連体）
　日本語において名詞が名詞を修飾する「の」は沖縄語では名詞の種類や親しさ
によってヌとガが使い分けられているが、下記のように「所有」や「部分ー全体」
関係を表す場合などの場合には主名詞としての転出が可能だが、（63）のようなも
のは不適格なものとなる。
　（61）.･アヌ　‘イナグ･ヌ　カラジヌ　ナガサン　→カラジヌ　ナガサル　‘イナグ
　　　　･ ･あの　　･･･　女　　　の　･　髪の毛　が　･･長い・叙述法　･･　　髪の毛　･が　･･長い・連体形　････････女

　（62）･カジフチ･ッシ　ウヌ　ヤー･ヌ　ヤニヌ　トゥバサッタン
　　･ ･･･････台風　　　で･･････　その　　　･家　･･の　　･･屋根･が････････飛ばされた・叙述法

　･ →カジフチ･ッシ　ヤニヌ　トゥバサッタル　ヤー
　　　　･ ･･････････台風　　　･･で････　　屋根･が･　　　･･飛ばされた　　　　　･家・

　（63）･? アヌ　ッチュ･ヌ　スムチェー　ムチカサン→スムチヌ　ムチカサル　ッチュ
　　　･ ･･･あの　　　･･人　････の　　　･･･本は　　　････難しい・叙述法　　　本の　　････難しい・連体法　･･･　人

3．まとめ
　以上、内の関係に限定して沖縄語の連体修飾について見た。随所で触れてきた
ように、沖縄語の連体修飾は場合によっては異なりを見せるものの、大筋におい
ては日本語の連体修飾と並行した関係にあると言える。両言語とも、よく言及
される「関係節化の制限」（Keenan･and･Comrie･1977）、すなわち subject･>･direct･
object･>･indirect･object･>･oblique･>genitive･>object･of･comparison･の階層が両
言語ともに当てはまると言える。（34）（37）に見られたように、該当する日本語の
例と異なって容認性に違いが見られる場合があったり、（37）～（39）のように日本
語では主名詞の格が二義的であるものが、沖縄語においては一義的となるものが
あったが、それらの場合にしても連体修飾自体の問題というよりは沖縄語の格や
動詞の意味・用法に由来するものであった。

9･ たとえば、「私が｛? Φ／一緒に／共同で｝会社を経営していた人が行方不明になった」。
日本語において「一緒に」などを補えば許容度が上がることは既に指摘がある（井上和子
1976：171 ～ 2）
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　日本語における研究を沖縄語にあてはめただけということから両者に大きな違
いが見られなかっただけかもしれないのだが、たとえ違いが見られないとしても、
両者の同一性を確認しておく作業は、将来たとえば沖縄語の記述文法が書かれる
際の基礎作業として必要なものであると思われる。
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文字と発音
・下段左は本稿、右は『沖縄語辞典』（国立国語研究所 1963）のアルファベット表記

ア
a				ʔa

イ
i    ʔi

ウ
u				ʔu

エ
e				ʔe

オ
o				ʔo

カ
ka    ka

キ
ki    ki

ク
ku    ku

ケ
ke    ke

コ
ko    ko

ガ
ga    ga

ギ
gi    gi

グ
gu    gu

ゲ
ge    ge

ゴ
go    go

サ
sa    sa

スィ
si    si

ス
su    su

セ
se    se

ソ
so    so

ザ
za				za-

ズィ
zi				zi-

ズ
zu				zu-

ゼ
ze				ze-

ゾ
zo				zo-

タ
ta    ta

ティ
ti    ti

トゥ
tu    tu

テ
te    te

ト
to    to

ダ
da    da

ディ
di    di

ドゥ
du    du

デ
de    de

ド
do    do

ナ
na    na

ニ
ni    ni

ヌ
nu    nu

ネ
ne    ne

ノ
no    no

バ
ba				ba

ビ
bi				bi

ブ
bu				bu

ベ
be				bw

ボ
bo				bo

ハ
ha    ha

ヒ
hi    hi

フ
hu    hu

ヘ
he    he

ホ
ho    ho

パ
pa    pa

ピ
pi    pi

プ
pu    pu

ペ
pe    pe

ポ
po    po

マ
ma    ma

ミ
mi    mi

ム
mu    mu

メ
me    me

モ
mo    mo

ヤ
ya				ja

ユ
yu				ju

ヨ
yo				jo

ラ
ra

リ
ri    ri

ル
ru    ru

レ
re    re

ロ
ro    ro

ワ
wa				’wa

ウィ
wi				’wi

ウェ
we				’we

キャ
kya(なし)

キュ
kyu(なし)

キョ
hyo(なし)

ギャ
gya			gja

ギュ
gyu			gju

ギョ
gyo			gjo

シャ
sha			sja

シ
shi   si

シュ
shu			sju

シェ
she   se

ショ
sho			sjo

ジャ
ja				za

ジ
ji				zi

ジュ
ju				zu

ジェ
je				ze

ジョ
jo				zo

ツァ
tsa   ça

ツィ
tsu   çi

ツ
tsu   çu

ツェ
tse   çe

ツォ
tso   ço

ビャ
bya			bja

ビュ
byu			bju

ビョ
byo			bjo

チャ
cha   ca

チ
chi   ci

チュ
chu   cu

チェ
che   ce

チョ
cho   co

ピャ
pya			pja

ピュ
pyu			pju

ピョ
pyo			pjo

ニャ
nya			nja

ニュ
nyu			nju

ニョ
nyo(なし)

ヒャ
hya(なし)

ヒュ
hyu(なし)

ヒョ
hyo(なし)

クァ
kwa			kwa

クィ
kwi			kwi

クェ
kwe			kwe

クォ
kwo			kwo

ミャ
mya			mja

ミュ
myu			mju

ミョ
myo			mjo

グァ
gwa			gwa

グィ
gwi			gwi

グェ
gwe			gwe

グォ
gwo(なし)

リャ
rya			rja

リュ
ryu			rju

リョ
ryo			rjo

ファ
hwa			hwa

フィ
hwi			hwi

フェ
hwe			hwe

フォ
hwo			hwo

’ヤ
’ya			ʔja

’ユ
’yu			ʔju

’ヨ
’yo			ʔjo

ン
N				ʔN

ッ
Q    Q

’ワ
’wa			ʔwa

’ウィ
’wi			ʔwi

’ウェ
’we			ʔwe

(‘ア
‘a	[なし])

‘イ
‘i				’i

‘ウ
‘u				’u

‘エ
‘e				’e

‘オ
‘o				’o

‘ン
‘N				’N

（’メ
’me			ʔme）

・･ 母音以外の声門破裂音“’”（引用符閉じ）、母音・N の正門破裂なしは･“‘･”･（引用符開き）であらわす。
・･ それぞれ有標のものとかんがえられるものに印をつける（声門破裂なしの‘アは内間直仁・野原三義 2006、声門破裂あ

りの’me は国立国語研究所 1963 に meNsheeN の士族的発音としての記載があるので（　）付きで掲載しておいた）。
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On	adnominal	clauses	in	Shuri	Okinawan

HANAZONO Satoru

Adnominal	clauses	 in	Okinawan	have	not	been	 investigated	that	much	possiblly	
because	adnominal	clauses	 in	Okinawan	have	been	regarded	very	similar	 to	 those	of	
Japanese.

In	adnominal	clauses	 in	Okinawan,	 two	types	are	distinguished	as	follows	like	in	
Japanese.	The	first	 type	is	“inner	relation”	adnominal,	which	is	made	from	the	original	
sentence	by	moving	the	head	noun	to	the	final	position	of	the	sentence	(as	is	shown	in	(1)	
and	(2)).

			(1)		ʔunu			wikiga-nu			ʔiyu			jacuN			[That	man	roasts	a	fish]
					 					that											man-GEN											fish		roast-IND

			(2)		ʔiyu		jacuru			wikiga.			[a	man	who	roasts	a	fish]
							 			fish					roast-ATT								man

Contrastively,	 in	“outer	relation”	adnominal,	 the	head	noun	can	not	be	fit	 into	the	
modifying	part,	no	matter	what	case	particles	one	may	attach	to	it.	

			(3)	̓ iyu			jacuru			kadza			[the	smell	which	comes	form	a	roasted	fish]
				 			fish					roast-ATT						small

In	this	paper	I	collected	exapmles	of	“inner	relation”	adnominals	from	folklore	tales	
in	Okinawan,	and	elicitation	from	native	speakers	of	Shuri,	and	investigeted	the	usage	of	
“internal	adnominal”	clauses	in	Shuri	Okinawan.




