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宮古諸方言の動詞「終止形」の成立について

狩俣繁久

１．はじめに

標準語の「書く」に対応する動詞が首里方言でkatji1N、名瀬方言でkakjuN

であって、奄美沖縄方言群のこれらの形式が「連用形＋居り」からなりたって

いることは、服部四郎1932「「琉球語」と「国語」との音韻法則」のなかの

「3.琉球語の動詞」で提唱されて以来、定説となり、多くの研究者の支持をえ

ている。服部1932は、首里方言の動詞［jumuN］が「読む」にそのまま相当す

るというチェンパレンの解釈を批判しながら、奄美沖縄方言群の動詞の「終止

形」が「連用形」に「居り」にあたる形式を融合させてできていることをつき

とめたのである。

琉球方言の動詞のいわゆる終止形は、「をり、あり」に当る語のほかは、今日の標単

語（内地方言の多くのもの）の動詞の終止形「書く、醜む」などにそのまま当るものでは

なく、そのいわゆる連用形「書き、腕み」に当る形と「居り」に当る動詞との複合したも

のである。即ち首里方言の［katjim,jumun］（「書く、銃む」の義）は、形の上からは

「書きをり、読みをり」に相当することが、音韻法則の上から証明せられるのである。

Chambedain氏・伊波普猷先生（琉球語の母音組織とロ蓬化の法則）がこれらを「書く、

読む」にそのまま当る形と見て居られるのには賛成できない。（略）私自身は、二年余前

に仲宗根政善君について国頭郡今帰仁与那嶺方言を調査していた時、同方言の「居り」に

当る形が［wuD］であり、標単語の「キ」に当る音節が同方言で多く［t3i］となってい
●

るところより、同方言の［hat3uU］（「書く」の義）は［ha蛇i］（「書き」）＋［wuD］

（居り）ではないかとかんがえたのであった。しかし、同方言では二字の良行四段動詞に

当るものが［､a､］（鳴る）、［P，ｕＵ］（振る）、［muU］（漏る）などであるから或

いはこれらは標準語の終止形にそのまま相当する形ではないか（「居り」「有り」の場合
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のごとく）との疑いをもっていたので（その他にも疑問の点があった）、同方言の動詞の

終止形はことごとく［wuU］の複合したものであるとは宮い得なかった。その後仲宗根

君は沖縄島の方念の方言に［najuD,najin；PujuU'pujiD］その形があり、また種Ａ

の活用形の研究によって、同方官の動詞の終止形はすべて［wuD］が複合したものであ

ると思うと話された。私もいろいろな方言について見ているうちに、大体同君の見解の正

しいことを認め、しかもそれがいわゆる「連用形」（「雷き、読み」）に相当する形に

「居り」に当る語の結びついているものだとの見解に達したのである。

服部1932は喜界島阿伝、今帰仁与那嶺、首里、八重山石垣などの方言のさま

ざまな動詞の活用形について詳細に検討し、先にあげた結論を実証している。

鈴木重幸1972「首里方言動詞のいいきりの形」は、首里方言の動詞の「終止

形」katJuNが形態謎的なカテゴリーとしてのテンスの意味として「未来ので

きごと」をあらわすだけでなく、「現在のうごきや変化」をもあらわすことを

指摘している。首里方言の「終止形」が動作や変化の進行をあらわせるのは、

動詞の「終止形」に「居り」が含まれていることによる。

津波古敏子1989「琉球列島の言語（沖縄中南部方言）」や島袋幸子1989「今

帰仁方言の動詞の文法的なカテゴリー－アスペクトとヴォイス」は、それぞれ

首里方言と今帰仁方言の動詞について記述しながら、動詞の「終止形」が西日

本方言にみられるシヨル形式に対応し、それが服部1932のいう「連用形＋居り」

形式であることをのべている。また、島袋1989は、今帰仁謝名方言の終止形が

アスペクト的な意味として進行する動作や変化をあらわすこと、このシヨル形

式がスル形式をおいだし、それにかわっていったことなどをのべている。

表(1) 表(2)

里方言

完成相ｋａｔｊａＮ

進行相katjutaN

継続相ｋａｔｏｚＮｋａｔｏｚｔａＮ

カクカイタ

カキヨヨッタ

カイトルカイトソタ

－２８－

首里方言

完成相

進行相
ｋａｔＪｕＮ

katjaN

katlutaN

継続相 katjoｪＮ katJoztaN

九州方言

カク カイタ

カキヨル カキヨッタ

カイトル カイトッタ



琉球方言の動詞（形容詞も同様）は、「終止形」と「連体形」が形のうえで

区別される。（この「連体形」も「連用形＋居る」からなりたっている。）

日本語のぱあい、院政鎌倉期から室町期に係助詞「ぞ、なむ、か、や」による

むすびの形、すなわち、「連体形」が本来の「終止形」にとってかわり、その

ことによって、「終止形」と「連体形」が同音になっていくのに対して、琉球

方言のばあい、表(3)にみられるようにその形のちがいを保存し、日本語のふる

い特徴をのこしているといわれている。（名詞を修飾する「連体形」と区別し

て琉球方言の係結びの形を「｡uむすび形」とよぶ。）

表(3)

兀成相

行相

継続相

宅成相

一行相

継続相

一方、宮古諸方言の動詞は、奄美沖縄方言群の動詞とは様相を異にしていて、

「連用形＋居り」の形態をとっていないようにみえるし、進行相もみられない。

宮古諸方言の動詞のテンス・アスペクトの体系は、奄美沖縄方言群の動詞とは

異なり、表(4X5)にみられるように日本語標準語に近い体系を示している。

表(4)

表(5)

爾
蝋
語

－２９－

現在未来形 過去形

一般むすび形

完成相

進行相

継続相

kａｔＪｕＮ

ｋａｔｌｏＸＮ

ｋａｔＪａＮ

ｋａｔＪｕｔａＮ

ｋａｔｊｏＸｔａＮ

ｄｕむすび形

完成相

進行相

継続相

kａｔｌｕｒｕ

ｋａｔＪｏｚｒｕ

ｋａｔｌａｒｕ

ｋａｔｌｕｔａｒｕ

kａｔＪｏｚｔａｒｕ

平
良
方
言

完成相

継続相

現在未来形

ｋａｋｎ

ｋａｋｉＺｕｎ

過去形

ｋａｋｎｔａｎ

ｋａｋｉＺｕｔａｎ

標
準
語 完成相

継続相

現在未来形

カク

カイテイル

過去形

カイタ

カイテイク



宮古諸方言の動詞の「終止形」ｋａｋｎは音韻論的にみると、カキに対応し、

それはいわゆる「連用形」と同音である。そして、宮古諸方言は「終止形」が

「連体形」とも同音になっている。当然、。uむすび形も同音であり、敢えて

両形を区別する必要はないのであるが、ここでは記述の便宜上、。uむすび形

とよんでおく（表(6)参照）。（ここでの用例は吉村玄得1974『宮古ことわざ

全集』からとってある。）

[終止形］

･ungnzuadanalikaisl、

恩義を仇にして返す。［95］

[duむすび形］

･pntujuxnujuzkjuxbaXnanajuZIiz虫一ｋａｉｓｎ

－夜の夜更かしは七夜で返す。［403］

[終止形］

･sntinkamnuatIikaZ，pnsuェｋａｍｎｕａｎ．

捨てる神があれば、拾う神がある。［209］

[duむすび形］

・uinnauinuduan．

上には上がある。［89］

表(6)

霞
服部1932の結論は、奄美沖縄方言群の動詞には完全に適応されるのだが、宮

古諸方言の動詞に関しては必ずしもあてはまらず、「居り」は融合していない

という説と、宮古諸方言の動詞も、奄美沖縄方言群のばあいと同様に「連用形

－３０－

現在未来形 過去形

一般むすび形
完成相

継続相

ｋａｋｎ

ｋａｋｉｘｕｉ

ｋａｋｎｔａｍ

ｋａｋｉｚｕｔａｎ

。ｕむすび形
完成相

継続相

ｋａｋｎ

ｋａｋｉＺｕｎ

ｋａｋｎｔａｎ

ｋａｋｉＸｕｔａｎ



＋居り」という形式からなりたつという説とがあって、まだ、決定的な結論に

到達しえていない状況にある。本稿では、これまでの先行研究を整理して問題

点をあらいだしてみたいと考えている。

｢終止形」というタームは、命令形、さそいかける形もふくめた、文のいいおわりの

述語としてあらわれる動洞の文法的な形の体系全体をさすべきであるが、本稿では

学校文法のいう「終止形」、すなわち、テンス的には現在未来形で、ムード的には

叙述法断定の形で、アスペクト的には完成相をあらわす形を便宜的にこうよぶこと

にする。この形は「辞書形」あるいは「代表形」ともよばれる。

[注］

ムートンス

叙
述
法

同様に、「連体形」も連体修飾語になる形の総称であって、〔ｋａｋｎ

ｐ１ｔｕ］（書く人）の［ｋａｋｎ］も［ｋａｋｎｔａｎｐｎｔｕ］（書いた人）

の［ｋａｋｎｔａｎ］もともに連体形とよぶべきであるが、便宜上、［ｋａｋｎ

ｐｎｔｕ］（書く人）の［ｋａｋｎ］を連体形とよぶことにする。

－３１－

ムードテンス

終
止
形

叙
述
法

断
定
推
量

現在形

過去形

現在形

過去形

さそいかけ法

命令法

ｋａｋｎ （書く）

ｋａｋｎｔａｎ （書いた）

ｋａｋｎｐａｚｎ （書くだろう）

ｋａｋｎｔａｎｐａｚｎ（書いただろう）

ｋａｋａ （書こう）

ｋａｋｉ（書け）
連
体
形

テンス

現在形

過去形

ｋａｋｎ （雷く）

ｋａｋｎｔａｎ （富いた）



[注］宮古諸方言の継続相［kakiェｕ、］（害いている）は、一見するとカキヨルに対応し

ているようにも見える。この形は連用形［kakiz］に［ｕⅡ］が接続していて、

［kakiｪ］は「おもろさうし」にみられる第三中止形「おれやり」に相当する形であっ

て、起源的には「書き＋有り」であって、第二中止形「書いて」とほぼ同じ機能を有

している。

つづける文の述語になって、いいおわり文の述語と時間的な関係をとりむすぶ動詞

の形を、奥田端雄1989「なかどめ－動詞の第二なかどめのばあい」にしたがって、連

用形とよぶとすれば、「おもろさうし」や首里方官などの動詞の連用形はつぎの表(7)

のような対応関係にある。この対応関係から平良方言の第三中止形kakizを「連用形

十あり」とみることができるであろう。この平良方言の動詞の第三中止形は、用法の

うえでは標準語や首里方言などの第二中止形「書いて」などに相当するものである。

（「おもろさうし」の例は、一つの動詞で形をそろえることができないので、複数の

動詞をもとに再構した形である。）

表(7)
》三国》己

第二中止形

かちへ

Ｉ

旧
鬮
。

二
段
動
詞

おれて おれや

[注］吉村玄得1974から用例を採用するにあたっては、表記をローマ字化し、単語分かち書

きにした。また、標準語訳を若干変更した。ことわざを用例として使用するのは、文

としてのまとまり性、完結性にすぐれていることがあるが、なによりも、ことわざに

は古めかしい表現や文法形式が保存されることがあり、それが今回の分析に一定の有

効性をもつとかんがえたからである。

－３２－

第一中止形 第二中止形 第三中止形

四
段
動
詞

おもる

首里

伊平屋

平良

石垣

かき（書き）

ｋａｔＪｉ

ｋａｔＪｉ

ｋａｋｎ

ｋａｋｎ

かちへ

ｋａｔｌｉ

かきやり

kａｔｌａｘｉ

kａｔｌｅＺ

ｋａｋｉＺ

ｋａｋｉ

二
段
動
詞

おもる

首里

伊平屋

平良

石垣

おれ（降り）

ｕｒｌ

ｕｒｌ

ｕｒｌ

ｕｒｌ

おれて

ｕｒｉｔｉ

おれやり

ｕｒｌＪａｚ１

ｕｒｌＪｅｘ

ｕｒｌＺ

ｕｒｅＺ



2．平良方言の動詞の活用

宮古諸方言の動詞の成立についての先行研究を検討するまえに、宮古諸方言

の動詞の活用の実態、とくに平良方言の動詞の連用形（第一なかどめ）、終止

形、。uむすび形（連体形）について概観しておくことにする。平良方言につ

いての記述がおおく、文法研究のための資料や用例も豊富にあるからである。

[注］平良方首の範囲を平良市の市街地（西里、下里、東仲宗根、西仲宗根）にしておく。

この４箇字は［pnsara］と呼ばれていて、せまい意味での「平良」と一般にもみとめ

られている。

平良方言の動詞は活用の型の違いによって、強変化動詞、弱変化動詞、不規

則変化動詞のみつつにわけることができる。

強変化動詞は、語幹末が子音になるタイプで、語幹と語尾のつなぎ目が、原

則として、音節のなかにくるタイプである。平良方言のぱあい、音韻変化の結

果、語幹末子音と語尾が融合して、語尾がなくなったもの（(c)(｡)）もあれば、

語幹末の子音がなくなったもの（(b)）もある。

(a)ｋａｋ－ｎ

(b)ｔｕ－ｎ

に)ｓａｓ

(｡)ｎｕｍ

(e)ｋｏｚ

(ＤｎｕＺ

(書く）

(取る）

(指す）

(飲む）

(買う）

(縫う）

(書こう）

(取ろう）

(指そう）

(飲もう）

(買おう）

(縫おう）

ｋａｋ－ａ

ｔｕｒ－ａ

ｋａｋ－ｉ（雷け）

ｔｕｒ－ｉ（取れ）

ｓａｓ－ｉ（指せ）

ｎｕｍ－ｉ（飲め）

ｋａ－ｉ（買え）

ｎｕ－ｉ（縫え）

ｓａｓ－ａ

ｎｕｍ－ａ

ｋａｚ

ｎｏｚ

弱変化動詞は語幹末が母音になるタイプで、語幹と語尾のつなぎ目が音節の

切れ目になるものである。このタイプに属する動詞は、首里方言をはじめとす

る沖縄中南部諸方言、沖縄北部諸方言などにおいては、ラ行四段（語幹末の子

音がｒになるタイプ）動詞化しているのに対して、平良方言のぱあい、標準語

－３３－



の動詞と同様に語幹末は母音のままである。

(起きろ）

(出ろ）

(見ろ）

ｕｋｉ－ｒｕ

ｉｄｉ－ｒｕ

ｍｌｘ－ｒｕ

ｕｋｉ（起きよう）

ｉｄｉ（出よう）

ｍｉｘ（見よう）

(9)ｕｋｉ－ｎ（起きる）

(h)ｉｄｉ－ｎ（出る）

(i)ｍｉｚ－ｎ（見る）

ここでは便宜的に、学校文法のよびかたにしたがって、強変化動詞を四段動

詞、弱変化動詞を二段動詞とよんでおくことにする。動詞ごとの活用型の呼び

方も学校文法の名称を使用する。

(1)四段動詞

四段動詞はいずれも、連用形、終止形、。uむすび形のみつつの形が同音形

式になっている。みつつの形の統一のしかたによってつぎのみつつのグループ

にわけられる。

(1)連用形、終止形、ｄuむすび形が連用形に統一しているタイプ。

(2)連用形、終止形、。uむすび形が終止形（もしくは「｡uむすび形」）に統

一しているタイプ。

(3)連用形、終止形（もしくは｡uむすび形）のどっちに統一しているかわか

らないタイプ。

第１のグループには力行四段動詞（語幹末の子音がｋのタイプ）、ガ行四

段動詞（語幹末の子音がｇのタイプ）、バ行四段動詞（語幹末の子音がｂの

タイプ）が属する。このグループは、本来的には、終止形と｡uむすび形が

同音形式で、連用形がちがう形になるはずのものである（【第１表】参照）

が、平良方言のぱあい、みつっの形は同音形式になっている。ここでは、連

用形（雷き）が終止形（書く）と｡uむすび形（書く）をおいだしたようにみえる。

duむすび形

ｋａｋ－ｎ（霞く）

ｋｕｇ－ｎ（漕ぐ）

終止形

ｋａｋ－ｎ（雷く）

ｋｕｇ－ｉ（漕ぐ）

連用形

ｋａｋ－ｎ（醤き）

ｋｕｇ－ｎ（漕ぎ）

力行

ガ行

－３４－



バ行

【第１表】

力行

ｔｕｂ－ｎ（飛び）ｔｕｂ－ｎ（飛ぶ）ｔｕｂ－ｎ（飛ぶ）

キ＊ｋｉ＞ｋ、

ク＊ｋｕ＞ｆ

ギ＊ｇｉ＞ｇ、

グ＊ｇｕ＞Ｖ

ビ＊ｂｉ＞ｂコ

プ＊ｂｕ＞ｖ

ｋｎｍｕ（肝）、ｓａｋ１（先）、

ｆｍｕ（雲）、ｉｆｓａ（戦）、

ｆｇｎ（釘）、ｍｕｇ、（麦）、

ｄｏＺｖ（道具）

ｔａｂｎ（旅）、ｄａｂｎ（茶毘）、

ｋｕｖ（昆布）、ａｖｖａ（油）、

ｶﾞ行

バ行

補注）伊良部、池間、狩俣などの宮古北部諸方言では、このタイプの動詞の語尾にｕ、ある

いは成節的子音ｖがあらわれる。この語尾はウ段の音節に対応するものである。この形と

平良方言にみられる形とが同居しているようであるが、その使用条件についての詳細はわ

からない。

連用形終止形。ｕむすび形

”行{|::ﾄﾞﾆ;|::｝麓：二;(蓬）ｉ:|ドニ;|::｜

桁{:::~](震｜麓:-，(::）麓:-Ⅱ(::｜

バ行{i:9-､|悪）（:9-](麓）：:9-]鰯
第２のタイプはハ行四段動詞（語幹と語尾のつなぎ目が融合してなが母音に

なるタイプ）に相当するもので、。uむすび形（あるいは終止形）が連用形を

おいだしているようにみえる。

連用形

ｋｏｚ（買い）

ｎｕＺ（縫い）

終止形

ｋｏｚ（買う）

、ｕェ（縫う）

｡uむすび形

ｋｏェ（買う）

、ｕェ（縫う）

ハ行

＊ａｕ＞ｏZ ｂｏｘ（棒）、SＯｘ（竿）、
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ｐａｎ（灰）、ｋａｉｎａ（腕）、＊ａｉ＞ａｉ・ａｎ

第３のタイプは、音韻変化の結果、本来的に連用形、終止形、。uむすび形

のみつっが同音になりうるタイプである。このタイプには、サ行四段（語幹末

の子音が［ｓ］になるタイプルタ行四段（語幹末の子音がｃ［ts］になるタ

イプ）、マ行四段（語幹末の子音が［ｍ］になるタイプ）、ラ行四段（語幹末

の子音が［ｒ］になるタイプ）が属する。

平良方言では【第２表】にしめしたような音韻変化がおこっていて、この音

韻変化は動詞の活用形の末尾にもおこり、第３のタイプの動詞の連用形、終止

形、。uむすび形のみつつの形がおなじ形になる。

ｄuむすび形

ｍｕｃ－ｎ（持つ）

ｂｕ－Ｔ（折る）

ｓａｓ（刺す）

ｎｕｍ（飲み）

終止形

ｍｕｃ－ｎ（持つ）

ｂｕ－ｎ（折る）

ｓａｓ（刺す）

ｎｕｍ（飲み）

連用形

夕行ｍｕｃ－コ

ラ行ｂｕ－ｎ

サ行ｓａｓ

マ行ｎｕｍ

【第２表】

夕行チ＊ｃｉ

ツ ＊Ｃｕ

ラ行リ＊ｒｉ

ル＊ｒｕ

サ行シ ＊ｓｉ

ス ＊ｓｕ

マ行ミ ＊ｍｉ

ム＊ｍｕ

(持ち）

(折り）

(刺し）

(飲み）

ｍｃｎ（道）、ｆｃｎ（口）

ｃｎｎａ（綱）、ｔａｃｎ（辰）

ｔｕｎ（鳥）、ｊａｎ（槍）、

ｆｕｎｍａｂｏＸ（車棒）、ｓａｎ（申）

ｓｔａ（下）、ｍｕｓ（虫）、ｕｓ（牛）

ｓｎｉ（脛）、ｕｓ（日）、

ｋａｍ（神）、ｎｕｍ（蚤）、ｎａｍ（波）

ｍｘｃｎ（六つ）、

ｎｃ
ｎ
ｓ
ｍ

、
，
／
、
少
／
、
，
／
、
，
／

(注）標単語の／ｓｉ／／ｓｕ／に対応して宮古諸方言にあらわれる成節的子音／ｓ／［Ｓ］

は、語末や有声子音が後続するなどの環境によって、無声化した舌先母音／Ⅱ／［、］
◎

をおぎなったりすることがあるが、ここではその考えをとらず、成節的子音／ｍ／と同様
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に／ｓ／も単独で音節を形成できるものと考えておく。

(2)二段動詞

二段動詞は古代日本語では終止形と連体形と連用形が同音にならないタイプ

である。平良方言においても、終止形、。uむすび形と連用形が同音になって

おらず、四段動詞のぱあいと異なる。

連用形

下二段ｕｋｉ（起き）

起き

ｕｔｉ（藩て）

落ち

上二段ｕｋｉ（受け）

受き

ｔａｔｉ（立て）

立て

終止形

ｕｋｉ－ｎ（起ける）

起く

ｕｔｉ－ｎ（藩てる）

藩つ

ｕｋｉ－ｎ（受ける）

受く

ｔａｔｉ－ｎ（立てる）

立つ

ｄuむすび形

ｕｋｉ－ｎ（起ける）

起くる

ｕｔｉ－ｎ（落てる）

蕗つる

ｕｋｉ－ｎ（受ける）

受くる

ｔａｔｉ－ｎ（立てる）

立つる

平良方言の二段動詞の終止形は、古代日本語の終止形「起く、受<」（想定

される平良方言の形＊ufu、＊ufu）に対応するものではなく、連体形（｡uむす

び形）に対応する形である。古代日本語の上二段動詞に対応する平良方言の動

詞は、音韻対応上、下二段型である。そしてそのうえ、古代日本語の「起く、

起くる、起くれ」のウ段の語尾がみられず、ただしくは下一段型の動詞とみるべきで

ある。終止形は、おそらくそれぞれ「起ける」「蕗てる」に対応する。

[注］平良方言にかぎらず、古代日本語の上二段動詞に対応する動調は、琉球方言全体で下

一段型であらわれるようである。そのことを仲宗根政善1976はつぎのようにのべている。

琉球方言では上一段「おりる」は現在でも音顔対応の上から「おれる」に対応する

ので、下一段とみなしてよい。
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(3)一段動詞

古代日本語における－段動詞は、上一段でも下一段でも、終止形と｡uむす

び形が同音で、連用形とは語形が異なる。平良方言において上一段動詞は、

[ｍｉｍ](見る)、［nizn］(煮る）などのように語頭の子音が有声音のぱあいと、

[knsn］(着る)、［pnsn］(千る）のように語頭の子音が無声音のぱあいとでこと

なってくる。［ｍｉｍ］のぱあい、古代日本語に似て、終止形と｡uむすび形は

同音で、連用形がことなる語形であらわれる。一方、［k1s1］［pnsn］のぱ

あい、連用形、終止形、ｄuむすび形の３者が同音形式になり、［knsm](切る)、

[ssn](知る）などのようなラ行四段と同じ活用になる。このぱあいだけう行四

段化したともかんがえられる。

下一段動詞[kｉｎ］(蹴る）は３者が同音形式になっていて、ラ行四段動詞と

同じ活用のしかたをする。

。uむすび形

ｍｉｘ－ｎ（見る）

見る

ｋｎｓｎ（着る）

着る

ｋｉ－ｎ（蹴る）

蹴る

終止形

ｍｉｘ－ｎ（見る）

見る

ｋｎｓｎ（着る）

着る

ｋｉ－ｎ（蹴る）

蹴る

連用形

ｍｉｘ（見）

見

ｋｎｓ１（着）

着

ｋｉ－ｎ（蹴）

蹴

上一段

下一段

(4)不規則変化動詞

①ナ変動詞,｢死ぬ」

ナ変動詞（「死ぬ」）は、古代日本語のぱあい、不規則動詞であるが、そ

の活用型は二段動詞と四段動詞の混合型である。「連体形（死ぬる）」「已

然形（死ぬれ）」は二段動詞と同じ弱変化型の活用形で、「連用形（死に）」

「終止形（死ぬ）」などは四段動詞と同じ強変化型の活用形である。宮古諸

方言、とくに平良方言のぱあい、四段型の「連用形（Ｓｍ）」「終止形

（Ｓｍ）」と二段型の「｡uむすび形（smil）」がみられ、古代日本語と同
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様に混合型の動詞であるとみなされる。平良方言のばあい、名詞の語末にく

る「二、ヌ」はともに成節的な［ｐ］に変化することがあるので、この四段

型に対応する終止形Ｓｍは「死に」に対応するのか、「死ぬ」に対応する

のかにわかには決定できない。

ｄuむすび形

ｓｎｎｉ－ｎ（死ぬる）

終止形

（死ぬ）ｓ、、

連用形

ｓ、、（死に）

－＊ｎｉ－

ヌ＊ｎｕ

kaｎ（蟹）、ｄ３ｉｎ(銭）

ｉｎ（犬）、ｋ、（着物、衣（きい）に対応）〉、

②ザ変動詞「する」

サ変動詞も連用形と終止形が同音になっているようにみうけられる。ただ

し、。uむすび形は終止形や連用形と本来的には同音にならないはずだが、

これが同音なのは、終止形に｡uむすび形が駆逐されたとかんがえるべきで

はないだろうか。

｡uむすび形

ｓｓｎ（する）

する

連用形終止形

ｓｓｎ（し）ｓｓｎ（する）

し す

サ変

ｓｔａ（下）、ｍｕＳ（虫）、ｕｓ（牛）

ｓｎｉ（脛）、ｕｓ（日）

シ＊ｓｉ

ス＊ｓｕ
〉ｓ

平良方言のばあい、１音節語の「巣」が［ssn］であらわれるところから、

連用形「し」でも、終止形「す」でも［ssn］であらわれる可能性がある。ま

た、「巣」が［Ｓｍ］であらわれる他の宮古諸方言ではサ変動詞も［snｪ］で

あらわれる傾向があるので、終止形、。uむすび形が連用形に相当する形にな

っているともみなすことができる。また、この［ssn］という語形は、可能性
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Iまあまりたかくないが、。uむすび形「する」からの変化もかんがえられる。

＊ｓｕｒｕ＞ｓｎｎ＞ｓｎｘ＞ｓｓｎ

③力変動詞「来る」

力変動詞は古代日本語と対応させると、連用形・終止形．。uむすび形の

みつつの形は同音にならないはずだが、平良方言のぱあい、このみつっの形

は同音形式である。

連用形終止形。uむすび形

力変ｋｎｓｌ（来）ｋｎｓ１（来）ｋｎｓｉ（来る）

来（き）来（<）来（く）る

連用形が［klsn］であらわれるのだが、この語形は「巣」が［ssn］で

あらわれるように、連用形の「来」が［k1sm］となっているとかんがえら

れる。その連用形が終止形と｡uむすび形をおいだしてしまうのだろう。

「連用形」＊ｋｉェ＞ｋｎェ（ｋｓＺ）＞ｋｓｓｎ＞ｋｎｓｎ

「終止形」＊ｋｕＺ＞ｆｕｎ）

「連体形」＊ｋｕｒｕ＞ｆｕｉ

④ラ変動詞「ある」「いる」

先の［第２表］でみたように、「り」も「る」も舌先母音Ⅱに変化するため、

ラ変動詞のぱあい、連用形・終止形。。uむすび形のみつの形が同音形式に

なってしまう。また、この動詞は結果として四段動詞（ラ行四段）とおなじ

タイプの活用型になっている。

連用形 終止形。uむすび形

ａｎ（有り）ａｎ（有る）ａｎ（有る）

ｕ、（有り）ｕ１（有る）ｕ、（有る）
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3．従来の説の検討

宮古八重山方言群の動詞の「終止形」については、その動詞の起源につい

ていくつかの説がしめされているが、いまだ定説をみない。従来問題にされ

ていたのは、宮古諸方言、とくに、平良方言の動詞（四段動詞）の終止形・

連用形．。uむすび形のみつつの形が同音形式であり、その形式をどうみる

かによって説がわかれる。

その代表的なものは、おおきくふたつにわかれる。ひとつは奄美沖縄方言

群と同様に、宮古諸方言の動詞も「連用形」＋「居り」という語構成からな

り、それが融合したとする説である。いまひとつは、宮古諸方言の動詞には

「居り」をふくまないとするものである。前者の「麟合説」には平山輝男

1967、中本正智1990、名嘉真三成1981が属する。後者の「非融合説」には、

仲宗根政善1961、上村幸雄1972（後にこの説を訂正）、崎山理1972,本永守

婿1975,内間直仁1984がある。上村1972,崎山1972、内間1984は、宮古諸方

言（とくに平良方言）の動詞の「終止形」「連体形」「連用形」が同音にな

っていて、それは形のうえで「連用形」に対応するものであるとする。そし

て、上村1972は、これを宮古諸方言の動詞の活用が古い日本語の動詞の姿を

保存しているのではないかと提起した。本永守婿1976は、終止形［kakn］

は、ふるい連用形の姿を保存するものではなく、類推によって終止形と連用

形が同音になったとかんがえるものである。上村は、のちに上村幸雄1994で、上村

1972を訂正し、本永守靖1975の考えを支持する。

まず、非融合説についてみていく。仲宗根政善1961はつぎのようにのべている。

宮古方言は、奄美大島・沖縄・八重山方言と異なっている。語形の上から言うならば、

四段系の活用は、連用形、終止形、連体形、禁止形（ナは除いた場合）はカキハカ

ツィとなって同一の形であり、音韻的にはカキに対応する形である。長浜方言でカツィ

の外に、連用形、終止形、連体形、禁止形にカブが用いられる。カブは音韻的にはカ

クに対応する。なお、注意すべきことは、宮古方甘では終止形カキィ、カツィの形の

外にカキィム（kakYm）、カツィム（katsYm）の形が並存することである。之は音韻

的に「書キ居り」に対応するとは考えられない。
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内間1984は、仲宗根政善1969を発展させたもので、融合説を批判しながら、

つぎのようにのべている。

先島の終止形１(kakY）については、たとえば宮古のkakr等が゛kaki（書き）から成

立しているとみる説と｡kakiwori（書き居り）から成立しているとみる説とがある。

これはやはり当方言の音韻法則からみて、＊kaki（雷き）から成立しているとみた方

が妥当であろう。（略）

先島の終止形２（kaklm）の成立についても、説が異なり、まだ定説をみるにいたっ

ていない。たとえば、宮古のkakYm（書く）に対して、ｋａｋＹと（書き）とuｍ（居る）

またはu、（居る）の複合したものとみる説と、kaiworumono（書き居るもの）から成

立しているとみる説とがある。また一方、kaklmなどがその構成要素としてく居り＞

にあたる形式を内合しているとするみかたに疑問を持つ説もある。

これもやはり当方言の音韻法則に基づけば、＊kakimu（書きむ）から成立していると

みた方が妥当であろう。いわゆる「kaki（連用形）＋ｍｕ（推量の助動詞）」の構造か

らなるとみる。＊kakimuはつぎのような変化をへたであろう。

｡…鰯。::HfWilhm→…
（川平）（石垣等）（与那国）

また、内間1984は、奄美沖縄方言群において融合形（連用形＋居り）が「終

止形」だけでなく、「連体形」や「禁止形」、TaNriZruka（溢れるほど）な

ど色念な形にみられるのに対して、宮古八重山方言群、すくなくとも宮古諸方

言ではこの融合形が「終止形」だけでなく、他の活用形にまで進出したとは考

えられないことをのべている。

本永1976も非融合説だが、そのかんがえ方は内間1984とはことなる。本永

1976は、伊良部、狩俣などの宮古北部諸方言（宮古島北部、池間島、伊良部島

の方言）には／kakI／という形のほかに、／kafu／という形のあることを指

摘し、／kakI／１形しかみられない平良方言などとの統一的な説明をこころ

みる。宮古諸方言にはｋ】＞fuという音韻変化は一般にはみられず、内間1984
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説だと、伊良部方言などにみられるkafuという形の説明が難しい。そこのと

ころを本永1976はつぎのように説明する。

④⑤（終止形と連体形）がｕでなく、Ｙになっていることは大きな問題である。ｒ

ならばｉに対応するから、これは連用形ということになる。あるいは前述したように

（連用形＋居り）とする脱もある。しかし、はたしてそうであろうか。私は、本来ｕ

であった語尾が、活用の体系の中で統一作用によってＹになったものと解したい。そ

れには次のことが根拠となる。

・終止形がｕになっている地域があること。たとえば、狩俣、伊良部など６

．ｕとＩでは、ｕが古くが新しい旨い方であること。たとえば、伊良部では、「焼く」

にｊａｆｕ、ｊａｃＹの二種が用いられるが、ｊａｆｕに対してｊａｃＹが新しい

言い方のようである。

．「買う」「思う」がｋａｉ、ｕｍｕｉとならず、ｋｏｏ、ｕｍｕｕとなっているこ

と。もともとａｉ、ｕｉ（あるいはａＹ、ｕＹか）だったならば、それがＣＯ、ｕ

ｕになるはずはない。

．ほとんどの動洞が他の理由でｕをうしなってしまっていること。したがって、残っ

た少数の語は類推作用で語尾に変化をきたしたと思われる。つまり、音韻変化によ

って、ｓｕ，Ｃｕ，ｚｕ，、ｕ，ｍｕ，ｒｕ，ｖｕは、それぞれＢｒ，ｃｉｉ，ｚ１，

Ｎ，ｍ，１，Ｖとなり、ａｕ，Ｃｕ，ｅｕは、ＣＯ，ｕｕ，ｉｕ，ｕｕとなってし

まっている。そこで、終止形がｕになる動詞は、語尾にｋｕ，ｇｕ，ｂｕをもつも

のだけとなる（ハ行のウ段はｆｕで、語例がない。ａＳｌｐｒはｂｕの転化したも

のでｐｕにあたるものもない）。

このように、ほとんどの動詞の語尾がＹや成節的子音、長母音になってしまったの

で、ｋｕ、ｇｕ、ｂｕも統一作用でｋＹ、ｇＩ、ｂｉｉになったとおもうのである。

本永1976は、「連用形」と「終止形」が同音形式になるプロセスを両者の語

尾の音韻論的環境を検討しながら、先行の「非融合説」がみのがしていた宮古

北部諸方言の／kafu／と平良方言などの／kakI／とを統一的に説明しようと

している。これは本永1976のすぐれた点であろう。
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つぎに融合説についてみてみる。

名嘉真1981も、平良市西原、伊良部町仲地、長浜などの宮古北部諸方言の動

詞「書く」の終止形／kafu／／kafum／という語形をあしがかりに、四つの

「終止形」（kakI、kakIm、kafu、kafum）を統一的に説明しようとするが、

本永1976とはことなり、「融合説」をとる。

右のｋａｆｕやｋｕｖ（終止形と連用形の機能をもつ）は、国語のｋａｋｕ、ｋｏｇｕに

対応する形式が本来の連用形と混用するものとはおもわれず、また、

ｋａｋＩ（書き）→ｋａｆｕ

ｋｕｇｌ（漕ぎ）→ｋｕｖ

の音韻変化によって生じたものともかんがえられない。なぜなら、ｋａｆｕ、ｋｕｖと連

用形ｋａｋｒ（ｋａｔＳＹ）、ｋｕｇＹ（ｋｕｄｚｒ）とは使用者の年齢層による違い、

あるいはそれに起因する違いではなく、同一の文体的レペルにおいて機鰭をことにするも

のだからである。また、右のような音韻変化を承鰯するなら、西原､仲地､長浜の三方曾ては、

鱸臓了暹罵鰄節丁貯，
のような分岐的音韻変化を寵めることになり、極めて不自然だからである。

そして、名嘉真1981は、宮古八重山方言群の動詞の終止形を統一的に説明す

るために、つぎのような成立過程を提示する。

kakiwori→kakjari→kakjuri

＜篝１１三ii;H三|;Hi灘欝二
一方、中本正智1990は、宮古諸方言の二段動詞の「終止形」と「連用形」が

同音になっていないことを理由に、四段動詞において「終止形」と「連用形」

が同音になっているのを疑問視する。これは「終止形＝連用形」説が四段動詞

だけを検討の対象にしてきたことに対する重要な指摘であった。

－４４－



終止形は、？ｕｋｉｌｉと？ｕｋｉｒｍの両形がある。？ｕｋｉｌｍは、オケヲムに対応

し、語尾－ｍが脱落して？ｕｋｉができた。

従来、宮古方言の終止形についていろいろ説かれてきた。「書く」の連用形がｋａｋｌ

であり、終止形がｋａｋＹとｋａｋｉｍで現れるところから、連用形ｋａｋｌと終止形

ｋａｋｌが同形と説かれてきた。ところが「起きる」をみると、連用形がｕｋｉであり、

終止形がｕｋｉｌとｕｋｉｌｍであり、連用形ｕｋｉと終止形ｕｋｉＹは別語形であるこ

とがわかる。終止形のｕｋｉｌは、オケヲムの語尾ムを脱落させた形と判断される。した

がって、「書く」の終止形ｋａｋｌも同様にカキヲムの隠尾ムを脱落させた形に相当する

とみなさなければならない。

以上のように中本正智1990は、二段動詞において「終止形」と「連用形」の

形がちがうことから、「終止形＝連用形」説を否定する。そして、二段動詞の

ukiIが「連用形＋居り」であると結鏡づける。

しかし、融合説にはつぎのような問題点がある。

(1)奄美沖縄方言群の動詞は、「終止形」だけでなく、他の完成相の動詞の活

用形のなかにも「連用形＋居り」からなりたっているものがあるのに対し

て、宮古諸方言の動詞の活用形は、標準語のそれと同様に単純である。

(2)名嘉真1981、中本1990は、四段動詞の「連用形」に「居り」が融合してい

く過程をつぎのように説明するが、その音韻変化の過程には無理がある。

（丸付数字はかりまたが挿入）

①ｋａｋｉｗｏｒｉ＞①ｋａｋｊａｒｉ＞①ｋａｋｊｕｒｉ＞

①ｋａｋｕｒｉ＞⑤ｋａｆｕｒＩ＞ｋａｆｕＹ＞ｋａｆｕ（狩俣など）

(3)二段動詞の［uki1］については、「居り」の融合をさせ、(2)と同様の複

雑な音韻変化をかんがえるよりも、。uむすび形（連体形）がそのまま対

応しているとすべきではないか。

(2)についてもう少し詳しくのべる。「居り」が融合し、kafが成立するため

には、宮古諸方言全体で＊ｏ＞ｕの変化の後に*ku＞ｆの変化が起きていなけ

ればならない。しかし、宮古諸方言では*ｋｕのみがｆに変化していて、＊koは

ｋｕには変化しているが、ｆｕにはなっておらず、つぎの語例にしめすように、

*ｋｕと*koはその区別をたもっている。

＊ｋｏ＞ｋｕｋｕｍｉ（米）、ｋｕｇａｎｉ（黄金）、ｓｕｋｕ（底）、
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＊ｋｕ＞ｆｆｍｕ（雲）、ｉｆｓａ（戦）、ｊａｆ（厄）

しかし、名嘉真1981では①①①の段階で＊ｏがｕに変化していなければ、

kakiworiはkafUにならないのだが、もしそうだとすると、動詞の活用語尾以

外にあらわれる*ｋｏも①～①の段階でkuに変化してしまうことになり、つぎ

の①①の段階でもともと*koだったものもｆにならなければならない。ところ

が実際には、＊ｋｏはkuで、＊ｋｕはｆなのである。名嘉真1981では*ｋｏも*ｋｕ

もｆに変化することになってしまい、まったく不都合である。これはkuv（漕

ぐ）、ｔｕｖ（飛ぶ）についても同様である。中本1990は、「居り」が融合して

いくプロセスを明確にはしめしていないが、おそらく名嘉真1981と同様にその

変化は無理なのではないだろうか。

さらに、二段動詞のぱあい、名嘉真1981、中本1990ともに、終止形が連体形

（｡uむすび形）にとって代わられたあとの形ukin（起ける）で考察している

が、後述するように、連体形（｡uむすび形）ukinが終止形（想定される形

ufu）にとってかわっているにもかかわらず、そのことを見逃している。

二段動詞の終止形ukinは、連体形［起ける］に対応し、ukinmはそれに語

尾ｍが接続しているとみるのが穏当な見解ではなかろうか。このぱあい、ｄｕ

むすび形が本来の終止形にとってかわったのだろう。そうであるなら、本永

1976のいう終止形を連体形におきかえて理解する必要がある。そうすれば、

本永1Ｗ6の四段動詞についての考え方を二段動詞についても十分に適用でき、

本永1976がもっとも合理的な説明をしていることになる。

4．あらたな問題の提起

平良方言の動詞Ｓｍ（「死ぬ」）の｡uむすび形と連体形がネフスキー1975で

は［Ｓｍ］と［sIniI］のふたつの形であらわれる。

ｄｕむすび形

①uSIpaZnungizimPuzmiZcIkaZdumujazdinudusln．

（臼歯の抜ける夢をみると､自分の家族が死ぬ。）

（ネフスキー1975「ことわざ29」）
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①jugaranup3Ytukuinak81cIkaェpaItunudusrnizl．

（雁が一声鳴くと、人が死ぬ。）

（ネフスキー1975「ことわざ19」）

連体形

①maibaznungizimnzmixciikaxpsItunusInigIkutuZdu
kGIlfI．

（前歯の抜ける夢をみると、人の死ぬことを聞く）

（ネフスキー1975「ことわざ30」）

以上の用例のうち、①の［Ｓｍ］はとりたて助詞［-.u］でむすぶ形である

が、形のうえでは古代日本語動詞の終止形「死ぬ」もしくは、連用形「死に」

に対応する（平良方言の音韻変化からどちらかに断定することは前述のように

困難である）。一方、①は｡uむすび形（＝連体形）で、③は連体形（連体修

飾語として機能する形）で、いずれの［smizii］も、二段動詞の連体形「死ぬ

る」に対応（「起ける」とおなじように下一段化していて、「死ねる」に相当）

するものである。平良方言の動詞［Ｓｍ〕（死ぬ）は古代日本語のぱあいと同

様に、四段動詞と二段動詞の混合変化型の動詞だとみなすことは可能であろう。

そして、上記の用例から、平良方言の動詞［Ｓｍ］のぱあい、。uむすび形が

終止形に完全にとってかわったのではなく、両者はまだ混在しているのではな

いだろうかという疑問がでてきた。

本永1976,内間1984などは二段動詞をあまり重視していなかったようだが、

中本1984が指摘するように、二段動詞は平良方言において終止形と連用形が同

音にならないものである。また、二段動詞のこの二つの活用形は、古代日本語

で終止形と連体形が同音にならないものでもある。この二段動詞の具体例を吉

村1974でみてみることにする。

つぎの①①①の３例は、いずれも文中にとりたて助詞［｡u］のみられない

文の「終止形」である。①①は、。uむすび形に相当する形で、⑥は連用形に

相当する形である。また、①はとりたて助詞［｡u］があるにもかかわらず、

「連用形」に相当する形がいいおわりの形としてあらわれている。これらの例
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}よ、「｡uむすび形」が「終止形」に完全にかわっているのではなく、「｡uむ

すび形」と「連用形」とが混在しているとみるべきだろう。

①ninginnapakanujaduvtsnnkainuslk1snkjaェumukutoェidin．

（人間は墓の入口に入るまで考えは出る。

①mtukutunuiditlikaxmumukutunuidｉｎ．

（一事が出ると百事が出る。）

①pjaxmmaasapan3axumukutuidi．

（早く父母に死別するのは分別が出る｡)[394］

①tsnkanoZinndutiXjaffai．

（飼っている犬に手を噛まれる。）

しかし、吉村1974にでてくる二段動詞の例についてみていくと、とりたて助

詞［｡u］でむすぶ終止形（いいおわりの断定形、。uむすび形）は、「連体形」

に相当する形（①～⑰）で、とりたて助詞［｡u］のない文の終止形（いいお

わりの断定形）は「連用形」に相当する形（⑭～⑰）であらわれる傾向がつよ

い。すなわち、。uむすび形（＝連体形）と終止形（＝連用形）は区別をたもっ

ているのである。

ｄｕむすび形

①upudumutubntjikaX，paninUdUUtin．

（大`鳥が飛んだら羽が 落ちる。）

①antiZnudufuraiL
-￣

（有る手がふられる。）

⑩attsakaradubussaumarin．

（隅から武士は生まれる。）

⑪ujanuffadU-Umarin．

（親の子が生まれる。）

⑰gaｴｑｕｓｍｕｄｕｍａｋｉｎ．

(威張る牛が負ける。）
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⑰nizjuffaJib独りudaX2ain．

（根を肥やしたら枝は茂る。）

終止形（＝連用形）

⑭atsnmzfOxtIikazujanukutumaibａＵｉ．

（熱い芋を食べると親のことも忘れる。）

⑮ujakjaznusutoZJimaikuranmti．

（金持ちは盗人をしてでも倉に満たす。）

⑯d3uxJiUi，hatJinnakiznupaztumaiamai．

（十七、八には木の葉とも笑う。）

⑰d3oZinvXwi．（102頁）

（情に溺れる。）

⑱nitaSabaJIitlikaXjutabaI此

（悲しさを忘れたら、三世相を忘れる。）

⑲parjaZnanasuzjukani．

（畑は七種を兼ねる。）［343］

⑳amifurasnnJamtsnkaisnti．

（雨を降らせるように使い捨てる。）

⑪tanabatannagu｣bxnunanadzozaZki．

（七夕には後生の七門を開ける。）

⑰pjaェmmaasapm3aZumukutuidi．

（早く父母に死別するのは分別が出る。）［394］

もし、鎌倉室町期以前の日本語の動詞と同じように、宮古諸方言の二段動詞

の「終止形」が「起<」「受く」だったとすると、すなわち、「｡uむすび形

（＝連体形）」が「終止形」にかわっていなかったか、あるいは、両者が混在

していたとすると、池間方言や伊良部方言などの宮古北部諸方言で［ufu］の

ような形があらわれるはずである。しかし、そのような形の報告もなく、その

ような形の存在した形跡もない。文末にみられる宮古諸方言の二段動詞の例は、
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「連用形」と「｡uむすび形」である。

以上のことから、宮古諸方言の二段動詞のぱあい、「｡uむすび形（＝連体

形）」が「連用形」にとってかわったと見るべきではないだろうか。もし、

そうだとすると、本永1976のいう、四段動詞においてはたらいた類推作用につ

いても合理的に説明できるし、多くの四段動詞が「連用形」に統一するのも、

koX（買う）のようにハ行四段動詞が「連体形」に統一するのも合理的に説明

できる。すなわち｡uむすび形（＝連体形）が連用形（＝終止形）にとってか

わっていくプロセスで類推作用がはたらいたとみるのである。

宮古北部諸方言にみられる四段型動詞のkafu(雷く）、kuv(漕ぐ)、ｔｕｖ（飛

ぶ）も「終止形」にそのまま対応するとみるよりも、「｡uむすび形＝連体形」

に対応する形であると見なすべきではないだろうか。

［付記］本稿は1997年７月に開催された沖縄言語研究センターの研究発表会で

報告したレジメに加筆訂正をおこなったものである。
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