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危機言語としての琉球語の文法研究の課題
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１．はじめに

琉球語の文法研究は何のためになされるのであろうか。日本語や英語などの

文法研究と同様に、一般言語学的な側面をもってなされる研究もあるだろう'・

歴史言語学的な研究、比較言語学的な研究があり、歴史研究に寄与する面もあ

るだろう。琉球語の文法研究は、琉球語でかかれた文学(琉球文学)の理解や解

釈を助け、琉球文学の教育に寄与する面ももつだろう。その他、さまざまな観

点から文法研究がなされるし、文法研究の成果はさまざまに利用される。文法

研究には目的がことなればかわるところもあれば、目的がことなってもかわら

ない基本的で、本質的なところもあるのだろう。

琉球語のばあい、わかい世代への継承がなされず、老人の他界とともに自由

に使いこなせる人々が減少し、とおくない未来に消滅してしまうのではないか

と多くの人々が危倶している。そういう意味で、琉球語研究のばあい、調査、

研究の機会にかぎりがあるので、将来のさまざまな利用を考慮しつつ研究をす

すめなければならないだろう。琉球語をしらない人々に琉球語をおしえる（あ

るいは自分でまなぶ）ことを前提になされる実用的な側面をもった研究もある

ことだろう2.今後この面での研究が重要性をましてくるのはまちがいない。

'琉球語の文法研究の一般言語学への寄与に対する期待が工藤真由美（2002）「現象と

本質一方言の文法と標準語の文法一」（『日本語文法』３号、日本語文法学会、ｐ60）
にあるが、琉球語の文法研究は、その準備段階にはあつったとしても、まだ十分にこ
たえられるだけの成果をあげていないのが現状ではなかろうか。
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外国語をふくめ、ことばをまなぶとき、文法書は辞書とならんで重要な役割

をはたすものである。本稿では、消滅の危機に瀕する琉球語の文法研究の現状

と課題を概観する。

2．消滅の危機に瀕する琉球語

日本の九州から台湾にかけて南西にのびる島々のうち、琉球列島とよばれる

大小50ちかくの有人の島ではなされてきた固有の言語は、日本語とのあいだに、

発音、文法、語彙の面で規則的な対応関係をもち、日本語と共通の祖先から分

岐した姉妹語として親族関係が言語学的に証明された言語である。この琉球列

島に固有の言語は、一般に「琉球方言」ともよばれるが、1879年(明治12年)に

日本にくみこまれるまで450年以上もつづいた、かつての琉球王国の言語であ

り、本土方言とおおきくことなるために、「琉球語」とよぶことがある（ここ

では仮に琉球語という名称を使用し、本土方言、あるいは日本語標準語を日本

語と呼ぶことにする)。

現在、琉球列島にすむすべての人が琉球語をはなせるわけではなく、その話

者の数はさらにすぐない。琉球語、あるいは日本語の所有の程度は、年齢や生

活環境によってさまざまである。統計的な資料がないので、正確なことはわか

らないが、琉球語を第一言語にする人々の総人口に占める割合はひくい。伝統

的な琉球語を自由にはなせるのは50代、あるいは60代以上の人であるだろう。

30代、４０代の人のおおくは聞いて理解することはできるが、話すことはできな

い。この状況は地域によっても多少ことなるだろう。琉球語を第１言語にする

年寄りが年々減少していく一方で、琉球語を聞くことも話すこともできない日

本語モノリンガルの若者がふえている。

かつて、琉球語は社会や家庭のなかで無意識、無自覚に習得されていたのだ

が、いまや琉球語の自然な習得は阻害されている。1879年の「琉球処分」とよ

2船津好明（1988)、吉屋松金（1999)、西岡敏・仲原譲（2000）などが実用的な観点

からまとめられたものである。
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ばれる日本への併合以来、日本語の教育、琉球語の撲滅運動や社会の急激な変

容にともなって、公的な場ではもちろん、おおくの家庭で琉球語が使用されず、

子どもたちが琉球語をまなぶ場がうしなれている。沖縄県といえども現在の日

本の学校教育制度では琉球語で子どもたちを教育することはできないから、琉

球語による教育はおこなわれていない。地方や離島では過疎化が進行していて、

子どもや若者がすぐない。中学校まで島にいても高等学校や大学に進学するた

めに島をでていき、もどってくる人は、さらにすぐない。たとえ島にもどって

きても、島をでているあいだに言語や文化の伝承は中断される。琉球語は継承

されず、琉球列島は日本語モノリンガルの社会に移行しつつある。琉球語は消

滅の危機に瀕しているのである。

3．多様な琉球語

琉球列島の北端の喜界島を仙台市あたりに位圃させると、奄美大島が山形市

あたり、沖縄本島の那覇市は長野県の松本市、宮古島が京都市と大阪市の中間

くらいに位置し、最西端の与那国島は岡山市と広島市の中間くらいに位置する

ことになる。約’千kmにおよぶひろい海域に島々が点在しているために、琉球

語の内部差は非常におおきい。列島の北の端と南の端とではことばがまったく

通じないのはもちろん、与那国島と石垣島、宮古島と沖縄本島、奄美大島と沖

縄本島のあいだでも方言では会話が通じない。沖縄本島のようなおおきな島で

はその内部差もおおきく、南の那覇の人々は、北の、たとえば今帰仁村の人た

ちが自分たちの方言ではなしはじめると、何をいっているのか理解できないこ

とがあるほどである。

音声の面からみても、変異の幅はおおきい。たとえば、与那国島方言は、原

則として、母音が長短の区別をもたず、しかも/a,Lu/の３個しかない。それ

に対して、奄美大島北端の笠利町佐仁の方言では/i,e,a,0,u/のほかに、２種類

の中舌母音/『/と/e/,さらに４種類の鼻母音爪顛,6/があって、計１１個の母音

がある。しかも母音の長短を区別する。

宮古大神島方言には、有声破裂音がなく、無声破裂音しかもたない(有声／
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無声の対立がない)方言であり3、沖縄伊江島方言は、破裂音において有声/無

声の対立だけでなく、無声破裂音の系列に喉頭/非喉頭の区別をもつ4．

文法的なちがいもおおきい。動詞のテンス・アスペクトの体系は、奄美大島、

沖縄本島、宮古島、石垣島、与那国島でおおきくことなるし、形容詞の活用も

北の端と南の端でおおきくことなる。「高い」「小さい」をあらわす肯定の形容

詞のいいおわりの叙述法・断定・非過去形(いわゆる「終止形｣)の各地の方言

形はつぎのようである。

ｍａｋａＮ

ａｒｌ

3大神島方言の子音は/p,Lk,f,v,s,ｍ,､,r,j/の10個である。大神島方言には勘音節もみ
られない。詳しくは、かりまたしげひさ(1993）「沖繩宮古大神島方言のフオネーム」

(『琉球列島における音声の収集と研究Ⅱ』沖縄言語研究センター研究報告２）を参照。

`喉頭化した無声無気音の系列/p'1t,,k，,tz/と、喉頭化しない無声有気音の系列/p0,t`,k`，
ts/、喉頭化しない有声音の系列/b,｡,gdz/のみつつの系列がある(生塩睦子箸『沖縄伊
江島方言辞典」（1999年）による)。伊江島方言には、さらに、喉頭化した鼻音/?、，
?､/、同じく喉頭音化した流音/?r/、喉頭音化した半母音/?』,?w/があって、喉頭音化
しない/ｍ,､,r,j,w/と対立している。
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高い 小さい

サアリ型 クアリ型 サアリ型 クアリ型

奄美笠利町佐仁’
t`ａ:ｋ`aN

t`a8koari
ginak`aN
ginak`ari

奄美龍郷町円
toａ:saN

t`a8sari

ａ
ａ

》
０

ｔ
ｔ

k`aN

k`ari

ｇ
ｇ

nａｓａＮ

ｎａｓａｒｌ

ginak`aN
ginak`ari

奄美名瀬市金久
t`a8saN

t`a3sari

ｇ
ｇ

nａｓａＮ

ｎａＳａｒｌ

沖縄今帰仁村謝名
t`a8jeN guma:jeN

沖縄邪iW市首里金城町
takasaN gumasaN

宮古平良市西里
taka8taka

(重複形）

takakaT

takakam

ｌｍｌ３１１ｎｌ

(重複形）

imika1

imikam

八重山石垣市石垣
takasaIN kumasa8N

与那国島祖納
t`aｇａｎ ｇｕｍaｎ



奄美大島北部の龍郷町円方言の形容詞は、クアリ型活用(形容詞ク連用形

(語幹十ku)に存在動詞アリ(有り)がくみあわさって融合したタイプ)とサアリ

型活用(形容詞サ連用形(語幹十ｓa)に存在動詞アリ(有り)がくみあわさって融

合したタイプ）が並存し、名瀬市をふくむ名瀬市以南の地域の方言ではサアリ

型活用のみになる。また、笠利町佐仁方言ではクアリ型活用のみになる。沖縄

諸島の方言では、今帰仁村謝名方言のようなサアリ型活用になる。宮古諸島の

方言(多良間島を除く）ではクアリ型活用になり、八重山諸島の方言では沖縄諸

島方言とおなじサアリ型活用になる。与那国島の方言は、音韻変化の結果、わ

かりにくくなっているが、石垣方言など他の八重山諸島の方言とおなじサアリ

型活用であるとかんがえられる。また、宮古諸島の方言では、クアリ型活用の

ほかに語幹をかさねる重複形の形容詞がクアリ型活用と並存している５．

また、語尾に注目すると、奄美諸島のおおくの方言では、ｒｉ語尾と、語尾

が並存するが、沖縄諸島の方言では、語尾だけしかみられない。宮古諸島の

方言にはri語尾と、語尾が並存し、八重山諸島の方言は、語尾だけになる。

いわゆる終止形の形にかぎってもこのように変異はおおきい。その文法的な意

味(テンス、ムード)や用法の違いもちいさくはないし、形容詞の個々の活用形、

およびその文法的な意味と用法など、形容詞の活用体系全体に目をむければ、

そのちがいはもっとおおきいことであろう。しかし、残念ながら、そのような

琉球語全体を視野にいれた文法の調査、研究はまだない。

４．基礎的でない語彙の収集一辞典あるいは語彙集の編纂

危機言語としての琉球語の語蕊の収集、辞典の編纂はどうであろう。

これまでの方言研究者のおおくが調査し、収集してきたのは、基礎語彙、ア

クセント調査のための類聚名義抄に関連する語鍵などであって、収集された語

彙にかたよりがあった。本格的な方言辞典をもつ方言以外での基礎的でない語

5かりまたしげひさ(2002)｢琉球宮古諸方言の形容詞の活用についてのおぼえがき－城
辺町保良方言を中心に－」を参照。
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蕊の収集と、その結果としての辞典の刊行はかなりおくれている6．これは、

琉球語全体、あるいは個々の下位方言の概要がつかめなかった、研究の初期の

段階ではやむを得ないことではあったのだが、琉球列島の各地の方言が消滅し

ようとしている現状をかんがえると、さまざまな分野の語彙の収集が急務だろ

う。小字名、ちいさな川や山、谷、入り江や海岸、地域によっては海中の地名

なども収集する必要がある。これによって、そこにくらしてきた人々と土地と

のかかわりがわかるし、東北地方のアイヌ語由来の地名に関する研究が果たし

たような、琉球列島にかつて存在したであろう先行言語の解明にもつながるだ

ろう。

食用、薬用の植物の名称とその効能や調理の方法なども地域ごとに多様であ

るが、これもニガウリなどの一部の人気のあるものをのぞくと、わかい人たち

から敬遠され、わすれられようとしている。ヨモギやホソバワダン（沖縄では

苦菜とよんでいる）は、沖縄では市場でもうられているくらい一般によくたべ

られているが、奄美地方ではあまりたべられていない。それに対して、フキや

アザミは奄美地方ではよくたべられる植物なのに沖縄ではほとんどたべられて

いない。植物方言名の地域ごとのバリエーションも非常におおきいにもかかわ

らず、体系的、系統的な収集はおこなわれていない。昆虫、小動物の名称、魚

をはじめとする海洋生物の名称も同様である。

生業（織物、焼物などの製造業、林業、農業などなど）の専門語彙も近代化

にともなってわすれられてしまったり、あたらしい技術の導入とともに方言語

彙が日本語にとってかわられたりしていて、方言語彙の継承があやぶまれてい

るが、この種の語彙の収集もおくれている。そのような方言語彙を記憶する老

人は、さらに数がすぐなく、危機的な状況は一層深刻である。このような分野

は専門的な知識が要求されるために、方言研究者がさけてとおっていた感があ

`そのような辞典としては国立国語研究所編『沖純語辞典』（1963)、仲宗根政善著

『沖縄今帰仁方言辞典」（1983)、長田須磨・須山名保子編著『奄美方言分類辞典上・下

巻』（1977,1980)、生塩睦子編著『沖縄伊江島方言辞典』（1999入宮城信勇著『石垣方
言辞典』（2003）などがある。そのほかに渡名喜島の方言辞典、与論島の方言辞典、沖
縄伊是名島の方言辞典、沖綱名瀬市幸喜の方言辞典、宮古伊良部島の方言辞典などの

編纂がおこなわれている。
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る。しかし、もはやそんなことはいっておられず、専門家と協力して、言語学

的な検討のくわえられた専門語彙の小事典、もしくは語彙集を刊行する必要が

あるだろう？。

野原三義(沖縄国際大学教授)の調査によると、沖縄本島中部の宜野湾市の方

言には「さつまいも」の方言名が68種類もあるという8。また、仲間恵子(2002）

｢沖縄県西原町小那覇栽培植物語奨」によると沖縄本島中部の西原町小那覇

方言には、「さつまいも」を主食用、おやつ用、副菜用、飼料用など用途によっ

て分類し、それに方言形がついている，。また、その形(丸いか、細長いか、で

こぽこしているかなど)による分類と名称、色(表面および中身)による分類と

名称、調理後の中身の状態(粉ふき芋か、水っぽいか、粘っこいかなど)による

分類と名称、とれる時期による分類、そして、品種別の名称、その他さまざま

な観点からの方言形がある。また、その栽培方法も多様で、それに関する方言

語蕊も豊かである。このことから、沖縄の人々がいかに「さつまいも」とつき

あっていたかがわかる。

しかし、そのおおくの芋があたらしい品種にとってかわられて栽培されなく

なり、農業の近代化によって栽培方法もおおきくかわってきている。ましてや、

その方言名などはごく一部の老人の記憶にとじこめられたまま、わかい世代に

伝承されず、消えていこうとしている。各地で同様の調査がおこなわれなけれ

ばならない。これは、その他の栽培植物(砂糖黍、米)でも同様であるし、野生

の植物や昆虫、小動物、魚などの海洋生物についても同様である。民族誌的な

性格をそなえた辞典や語彙集の刊行をめざした調査が必要なのである。

５．文法の記述のおくれ

辞書とならんで、言語の継承にとって不可欠な文法書の編纂は、もっとおく

７稲福盛輝(1992）『医学沖縄鰭辞典』は稲福医院の医者である稲福盛輝を方言学者の
加治工真市（沖縄県立芸術大学）教授が協力してできた専門鰭の方言辞典である。

‘宜野湾市教育委員会(1985）『方言一宜野湾市文化財鯛査報告轡』第８集
，仲間恵子(2002）「西原町小那覇栽培植物の語禦」（『消滅に瀕した琉球語に関する調

査研究』科学研究費成果報告轡）
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れている。研究者による文法研究の論文などがないわけではないが、首里方言

を中心にした沖縄中南部諸方言１０をのぞくと、その記述は部分的であり、不十

分である。琉球語をわかい世代に継承できるようなレベルでの、あるいは将来

復元できるようなレベルでの文法研究にはまだまだ到達していないのが現状で

ある。

また、これまでの文法の研究は、形式主義的な面がつよく、形態素論的なあ

るいは語構成論的なものがおおく、ある程度の形のひろいだしはなされている。

琉球語のばあい、日本語との似通いがおおきい分だけ、文法面での日本語から

の干渉がおおきく、固有な文法的な意味の変容が進行しているので、形の記録

だけでは不十分なのである。

動詞、形容詞、繋詞(コピュラ)など語形変化する品詞の活用形の全面的なひ

ろいだしとその文法的な意味とその用法などの記述､それと同時に､モダリティー、

アスペクトボイス、みとめかた、ていねいさなどの文法的なカテゴリーと個々

の文法的な意味の記述などが必要だろう。名詞の格＝とりたての体系、副詞

(擬声擬態語を含む)、連体詞、接続詞、感動詞などその他の品詞についての記

述も必要である。従来の文部省検定教科書文法(カキククケケ文法)の水準では

なく、最新の現代日本語の文法研究の水準での琉球語の文法研究がおこなわれ、

それを基礎にした、一般むけのわかりやすい文法書が編纂されなければならな

い。

辞書や語彙集の編纂は、必ずしも言語学の専門家でなくとも可能である(研

究者自身の編纂や研究者の協力が不要というわけではない)が、文法書の編纂

は言語研究者がおこなわなければ、あるいは、言語研究者が中心になっておこ

なわなければならない仕事であろう。

'0首里方言をはじめとする沖縄中南部諸方言の文法に関する代表的な著作、論考とし
ては、服部四郎「琉球語」（『世界言語概説下巻』1955年)、鈴木重幸「首里方言動詞の
いいきりのかたち」（『国語学」第41号、1960年)、上村幸雄「首里方言の文法」（『沖縄
語辞典』1963年)、津波古敏子「沖縄中南部方言」（『言砺学大辞典３巻」1992年)、吉
屋松金『実践うちなあぐち教本』（1999年)、宮良信詳『うちな_ぐち講座』（1999年）
などがある。また、首里方言以外では、寺師忠夫『奄美方言―その音韻と文法』１９８５

年、宮良信詳『南琉球・八重山石垣方言の文法』（1995年）などがある。
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文法現象のばあい、音声や語彙にみられるような集落ごとのちがいほどは変

異の差はないが、それでもおおきな島ごとに文法書が１冊は必要だし、波照間

島、鳩間島、大神島、水納島、久高島など、方言学的にみて重要な島でも１冊

ずつ文法書が必要である。文法書ができなければ、豊富な用例を有する辞書で

もいい。また、テキストをたくさんのこしておくのもよい。語彙がどんなにた

くさん記録されて保存されても、文法の記述がなければ、つかわれなくなって

博物館に陳列された遺物とおなじになってしまう。

6．琉球語文法研究の現状

琉球語の文法研究は音声の研究、語彙の収集などにくらべるとおくれがちで

ある。しかし、琉球語研究における文法研究が他の地域のそれにくらべて極端

にすぐないというわけではない。首里方言や那覇方言に関する文法研究がおお

く、地域的なかたよりがあったし、文法形式のとりだしに主眼をおく研究がお

おかったり、特定の文法形式の記述に重点をおいた研究があったりもするが、

全体をながめてみて、他の日本語諸方言にくらべて、琉球語の文法研究が特に

停滞しているとか、研究の水準がひくいとかいうわけでもないだろう'１゜

しかし、琉球語の存続が危ぶまれていることをかんがえたとき、琉球語研究

Ⅱ伊豆山敦子(2002b)は、「琉球方言の共時的文法研究は、残念ながら無いに等しい」
(下線筆者、以下同じ｡）と述べているが、参考文献をみてわかるように決してすぐな
いわけではないのではないだろうか。同じく伊豆山(2002b)には「テンス・アスペクト・

ムードなどは、本土方言と異なるにも関わらず殆ど研究されていない」とあるが、鈴
木重幸(2001)『琉球八重山方言の動詞の研究一石垣方言の動飼のテンス、アスペクト
(中間報告)｣、島袋幸子(1987)｢今帰仁方言における動詞のテンス・アスペクト」など
のように論考のタイトルにそれらの用語を掲げているものさえみられるのであって、

｢殆ど研究されていない」ことはないと思う。同じく伊豆山(2002b)には「文法を１言
鰭システムとして研究されることは無いに等しかった」というのだが、寺師忠夫(1985）

などは動詞、形容詞、名詞、副詞などの主要な品詞だけでなく、接続詞、連体詞、繋
詞など、全ての品詞について、しかも動詞、形容調などは個々の活用形のつくり方か
ら文法的な意味にいたるまで、方言文法全体を記述している。また、上村幸雄(1992）
｢琉球列島の言語（総説)｣、津波古敏子(1992)｢沖縄中南部方言」など、『言語学大辞典

５巻』の琉球語諸方言の記述も文法(形態論)に関する総合的な記述をめざしたもので、
現代語日本語研究にくらべればまだまだ不十分ではあったとしても「無いに等しい」
とは言えないのではないだろうか。
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においてもっとも急を要するのが文法研究であることはまちがいない。辞書の

編纂についていえば、まだ刊行計画すらたっていない主要な地域もあり、必ず

しも満足できるわけではないが、『沖縄語辞典』(国立国語研究所編、1963)、

『奄美方言分類辞典上巻』『奄美方言分類辞典下巻』(いずれも長田須磨、須山名

保子編著、上巻1977、下巻1980)、『沖縄今帰仁方言辞典』（仲宗根政善著、

1983)、『沖縄古語大辞典』(沖縄古語大辞典編集委員会編、1995)、『沖縄伊江島

方言辞典』(生塩睦子箸、1999)、『琉球語辞典』(半田一郎箸、1999)、『石垣方言

辞典』(宮城信勇箸、2003)などの既刊の大型の辞典、『渡名喜島方言辞典』『伊

是名島方言辞典』『与論島方言辞典』『宮古伊良部方言辞典』など、刊行準備中

の辞典がある。また、『喜界島方言集』(岩倉市郎、1941)、『与那国ことば辞典』

(池間苗著、1998)、『宮古群島語辞典』(下地一秋著、1979)、『本部町字具志堅

の方言』(仲里長和著、2002）など語彙集もさまざま刊行されている。それにく

らべると、文法書のすぐなさは目をひく。また、既刊の辞書や語蕊集にしても、

動詞や形容詞、副詞などの項目に用例がすぐなかったり、あるいは文法的接辞

の説明や記述が十分でなかったり、文法の面からみるともの足りないものがあ

る。

これまでの琉球語の文法研究のおおくは、文法形式のとりだしに関するもの

がおおかったし、文法的な意味の記述がなされていたとしても、それはごく簡

単なものであり、記述も羅列的であった'2゜そのこと自体、研究の初期の段階

にあってはしかたのないことではある。しかし、文法記述の枠組みをどの文法

理論によりかかるかはさておいても、形式の記述に重点をおいた形式主義的な

研究から脱却しなければならない時期にきている。いや、そういうことを問題

にしなければならない時期はもうとっくにすぎているといってよい。最新の現

代日本語の研究成果にまなびながら、あるいは金田章宏『八丈方言動詞の基礎

:2仲宗根政善(1960)｢沖繩方言の動詞の活用」は、動詞の活用形の形式に焦点をあてた
研究の代表的なものであり．その後の琉球語の文法研究におおきな影響をあたえてい

る。仲宗根(1960)と同時に掲戦された鈴木重幸(1960)｢首里方言動詞のいいきりの形」
は動詞の文法的な意味(とくにテンス・アスペクト)に焦点をあてたもので、当時とし
ては先駆的な研究であったといえるが、残念ながら、鈴木の方法論は、松本泰丈(1973)、

島袋幸子(1987）まで琉球語研究でとられなかった。

－６６－



研究』(笠間書院、2001)のようなすぐれた方言文法の記述研究にまなびながら、

琉球語の文法研究をすすめていかなければならない。鈴木重幸(2001)や伊豆山

敦子(2002a)など、部分的には研究が進展していないわけではないが、それを

琉球語全体にひろげていく必要がある。

現代日本語の文法研究のように、話者がいなくなるとか、資料の収集ができ

なくなるとか、などというような心配を当分のあいだしなくてもいいのとはこ

となり、琉球語のばあい、伝統的方言の話者が生きているうちにいそいで記述

しておかなければならない。また、現代日本語の研究のように文法的意味の記

述に研究者が失敗しても、あるいは記述が難解であったとしても、話者がたく

さんいて、研究資料が豊富にあれば、いつかはわかい研究者が訂正したり、書

きなおしたり、書きたしたりしてくれることもあるだろうが、危機に瀕してい

る言語(方言)のばあい、ある特定の研究者の記述のみがのこり、のちのちそれ

がおおきな影響をあたえることが十分に予測できるとすれば、慎重に記述・研

究をすすめていかねばならない。複雑な活用形の体系を有する動詞、形容詞の

文法的な意味とその用法の記述は、とくに慎重でなければならない。琉球語を

研究対象にする者はそのことを肝に銘じなければならない。

７．注意すべきこと

文法的な意味の記述において、注意しなければならないいくつかの点を筆者

が気づいている範囲で以下にのべる。

まず、文法の記述だからといって、音声のききとりをおろそかにすることは

できない。それは語形の認定にとっても重要であるだけでない。その語形の由

来をかんがえることは、間接的にではあっても、その語形のもつ文法的な意味

や用法をとらえるのに役だつことがあるからである。喉頭音化した子音と喉頭

音化しない子音を音韻論的に区別する奄美沖縄の諸方言にあっては、そのきき

わけは語形の認定などにおおきな影響をあたえる、また、２種類の中舌母音を

もつ奄美大島、徳之島の諸方言についてはその母音の音色に注意をはらわなけ

ればならない。
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今帰仁方言では、現代日本語の「～してしまった」と「～してない」に

相当する形が、／nudineN/(飲んでしまった）と/nudineN/(飲んでない）

のように同音形式になる。両者のちがいは、後者に微妙な間(ま)が挿入される

ことと、末尾のアクセントが上昇調になるというちがいによって区別されるが、

このふたつの語形がよく似た場面、コンテキストで使用されるので、その間と

アクセントのききとりは重要である。

また、石垣方言の第Ⅱ変化動詞(日本語の弱変化動詞、いわゆる－段活用動

詞)のぱあい、継続相と結果相は同音形式になる。完成相が平板調のアクセン

トをもつ動詞のばあい、継続相が下降調のアクセントで、結果相が平板調のア

クセントなので、区別することができるが、やはりそのアクセントのちがいを

ききわけなければならない。しかも、継続相と結果相は、文法的な意味も近接

していて、形式の認定にとってアクセントのききとりはとても重要なものになっ

てくるので、細心の注意が必要だろう'3。

ン割れてアル

ン割れている

ン割ってある

バレー１

バレー１

バレー１

｢ヌゲーン抜けテアル

ヌゲー１ン抜けている

｢ヌゲーン抜いてある

また、文法的な意味の記述において比較される現代日本語に対応する類似の

形式とおおきくことなる側面に注意がむけられ、現代日本語と類似の意味の記

述が欠如してしまうことがある．たとえば、おおくの琉球語の動詞にみられる

結果相(現代日本語のシテアル相当形式)は、その形式をとる動詞に制限がない

うえに、現代日本語にはない文法的な意味が確認できる。まつさきにおもいつ

く文法的な意味は「痕跡」であり、話者もそれを第一にあげることがおおい。

しかし、それ以外にも文法的な意味をもっている。

たとえば、鈴木重幸(2001)によると、石垣方言(四筒方言)のばあい、結果相

１３石垣方言のばあい、さらにやっかいなことに、完成相が下降調のアクセントの動詞

は、結果相も継続相も下降調のアクセントになって、完全に同音形式になるし、対応

する他動詞の結果相まで同音形式になる。詳しくは鈴木重幸(2001)を参照。
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(パガセーン．沸かしてある)は、「痕跡」だけでなく、「結果」や「パーフェク

ト」という文法的な意味をもっている。また、このような文法的な意味の実現

は動詞の語彙＝文法的なタイプ(主体動作動詞、主体変化動詞、主体動作客体

変化動詞、存在動詞、状態動詞など)ごとにことなる。このようなパーフェク

ト的な意味や結果の意味のとりだしに際しては、特定の場面設定が必要で、細

心の注意が要るのである。また、この形式を述語にもつ文は日本語のシテアル

形式を述語にもつ文とヴォイス的な構造がことなっているし、意図性の有無も

重要な意味をもちことがあるので、そのことにも注意が必要だろう。

【結果（客体結果）】

ユーパガセーン。 チャーイリリャ。

お茶を入れろ｡）沸いたお湯がそこにある。(お湯を沸カシテアル。

【パーフェクト】

クヌミゼェーピトゥゲーラパガセーン。アンジキーヌマリン。

（この水は一度沸カシテアル。だから、飲める｡）

【痕跡】

キッサヌムダルチャーヤウヌヤッコンサーリバガセーン。

（さっき飲んだお茶はこのヤカンで沸カシテアル｡）

ヤカンに湯を沸かした痕跡（コンロの上にあってヤカンがまだ熱い、等）

が残っている。

また、これら琉球語の動詞の終止形(肯定・叙述法・断定)にはテンス・アス

ペクト的な意味だけでなく、ムード・モダリティー的な意味がふくまれてい

て川、その記述も必要であるが、やはりそこにも細心の注意が必要である。た

とえば、首里方言をはじめとする沖縄本島諸方言には、動詞のテンス・アスペ

クト形式が話者による知覚の有り無しとかかわっていて、人称性や

M工藤真由美編(2003)｢研究概要」（『方言における動詞の文法的カテゴリーの類型論的
研究報告書Nq4(奄美・沖縄編)』科研費研究成果報告轡)にその概括的な記述がある。
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evidentialityが動詞終止形のムード・モダリティー的な意味の実現に重要な

鍵をもっている．

キッサシンシーヌチュータン。（さっき先生が来た｡）

三人称主体による過去の動作についての話者による目撃が義務的。チュー

タン(来た)は通常、１人称を主体にした文では使用できない。この形式

を述語にして疑問文をつくるときには、聞き手が３人称の動作について

目撃しうる可能性があったということが前提になる。それゆえ、目撃す

ることのできない過去の歴史的な事件に関してこの形式を使用すること

はできない。この形式は目撃(視覚による認識)だけでなく、聴覚、味覚

などによる知覚でもよい。

ワンネーユージュヌアタクトゥチャン。（俺は用があったので、来た｡）

話し手自身の過去の動作についての発言。目撃の有無は問題にならない。

キッサターガラチェーン。（さっき誰かが来ている｡）

そこに人は不在だが、誰か人が来ていた痕跡・形跡があって、その痕跡

(ひろい意味での結果)の認識にもとづいた過去の動作や変化（先行する

動作や変化)の推論。この推論の意味で使用するときには１人称を主語

にすることはできないなどの人称の制限がある。

琉球語の話者のおおくが日本語との２言語併用話者であって、しかも琉球語

が日本語と同系である(あるいは日本語の方言ともみられる)ために文法面にお

いても両者の似通いがおおきく、日本語の影響を受けやすいという状況があっ

て、注意が必要である'５。とくにわかい話者を対象に調査するときにはその点

に注意が必要である。そして、調査、研究する側のわかい研究者、ネイティブ

でない研究者においても注意が必要なのはいうまでもないだろう。それは沖縄

'5生塩睦子(1982)に「確言過去による表現は年とともに急速に消えかかっている｡（中
略）時を経るに従って、細かい使いわけをしない共通語的な新しい方言になってきて

いる」と指摘されているが、その指摘から20年以上もたったいま、事態はさらに深刻
になっている。寺師忠夫(1985)には「方言としては割に新しく「インテリ臭」がある。
方言らしい別の言い方をすると～のように言う」などの記述が随所にある．
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生まれ沖縄育ちの研究者といえども、自分の生まれそだった地域以外での調査

では「よそもの」なのであって、条件はおなじである(当該地域の人々からよ

り親近感をもたれるとか、理解がより容易であるという好条件はあるが)。

琉球語の研究者には地元出身者がすぐなくない。その利点をいかせば文法的

な意味の記述を充実させるうえで、有利にはたらく面があるが、一方で、日本

語訳、あるいは日本語との対応をかんがえるとき、逆に研究者みずからの所有

する日本語が琉球語の影響をうけていて、そのことに気がつかないことがある

ので、その点に注意が必要である'6.

用例を話者や研究者の内省、質問形式による方言への翻訳だけによるのでは

なく、民話や自然談話など日常生活のなかでの観察など、さまざまなテキスト

から用例をとることも不可欠であろう。作例や内省だけからでは得られないゆ

たかで、興味ぷかい材料をえることができる。形態論的な研究から構文論的な

研究へ、そして語用論的な研究へ、という研究の進展が琉球語研究(あるいは

琉球方言研究)にもあるとすれば、テキストのなかでの、場面のなかでの琉球

語(方言)の使用の実態や意味の実現条件を記述することは重要になってくる。

言語研究は、対象となる言語が消滅の危機に瀕しているかいないかをとわず、

何のためになされるのかという問いは重要なことなのだが、ついつい忘れがち

になる。しかし、琉球語が危機に瀕しているとすれば、なぜ、なんのために琉

球語を記述し研究するのか、いま一度そのことをかんがえることは大切なこと

だろう。

附記：本稿は2002年11月京都でおこなわれた国際シンポジウム「消滅の危

機に瀕した言語の研究」の分科会での報告をもとにしている。本稿

は文部科学省科学研究費特定領域研究「環太平洋の言語」の研究成

果の一部である。また、文献目録作成など成果の一部に琉球大学教

育研究重点化経費を利用している。琉球語文法研究の研究史の詳細

１６高江洲頼子(1994)は日本昭と琉球語の接触によってうまれた言語（沖縄では一般に
ウチナーヤマトゥグチとよぶ）を音韻、語紫、文法の観点から総合的にあつかった論
考である。
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