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琉球の漢語語彙におけるオ段長音について

石崎博志

はじめに

琉球語には多くの漢語語蘂が使用されている。それらの殆どが本土方言から

流入したものである。その根拠として、琉球における漢語語彙が本土方言にお

ける呉音系字音・漢音・唐音・宋音など漢字音の各層に音韻対応し、語義も比

較的一致することが挙げられる.しかし、これらの漢語語彙はいつの時代に、

どのように琉球の方言に入ったのであろうか。それらは漸進的に琉球の方言に

蓄積されたのか、一時代に大量に流入したのだろうか。文献を介して伝えられ

たのか、それとも口伝えであったのか。あるいは、大量の移民によってもたら

されたのか。漢語語彙に範囲を限っても、これらの問いに明快な回答を与える

ことは容易ではない。

この問題に言語学的にアプローチするためには、琉球における全ての漢語語

紫に対し、それらの発音の由来や意味の範囲を本土のそれと比較対照し、琉球

と本土方言の漢語語彙の対応関係と例外規則を明らかにするための作業がまず

必要になろう。そうした各語彙に対する精査の集積が漢語語彙流入の大きな流

れを把握するための基礎となる。

中央語の音韻史において、一時的・過渡的ではあるが開音/au/に由来する

オ段長音と合音/Cu/に由来するオ段長音が対立したことが知られる。オ段長

音の開合の音価はともかくとして、それらの対立は現在では、山陰諸方言、九

州・琉球諸方言などわずかな方言にその反映がみられるのみである。那覇方言

もその一つである。那覇方言は、短母音としては/a／／i／／u/の３母音のみで

あるが、長母音としては/a:／／i:／／u:／／e:／／o:/の５母音の存在が認められ、

このうち/o:/と/u:/が本土方言における開口/au/と合口/Cu/に対応すること

が、夙に指摘されている［金城朝永1944、沖縄語辞典、奥村三雄1972]・そし
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て、若干の例外があるものの、本土の母音の開合を区別するという傾向が『お

もろさうし』や琉歌など沖縄文語にも見られる［後藤1999]･

実際、『沖縄語辞典』における漢語語彙とその音声をみると、原則的に那覇

方言においてオ段長音で発音される語は本土の開口に由来していることがわか

る。しかし、まれに合口に由来する語がオ段長音で発音されている。また、開

口に由来する語がウ段長音、あるいはその他の音声で読まれている例が見られ

る。

本稿は『沖縄語辞典』所載のオ段長音及びウ段長音で発音される漢語語彙に

対し、この音韻対応の規則からみると例外的な発音で読まれる語について考察

を加えることを目的とする。（なお、本稿では随時沖縄言語研究センター編

『那凋の方言（那覇市方言記録調査)Ⅱ』及びweb版琉球語音声データベースを

参照した｡）特に、本土方言との対応関係で《異例》となっている項目は、辞

書で同定されている漢字とその発音について分析を行った。なぜなら、漢語語

彙に漢字を同定することは、開合の対応関係を確認するための基礎的作業であ

るからである。さらに、《異例》に関しては1601年にイエズス会によって編纂

された『日葡辞書』（『日葡』と略称）の発音と比較検討した。これは九州地

域においても開合の別が同様に存在する地域があること、そして音声に関して

ある程度古い形が垣間見られることが理由である。また、ある語がいつの時代

にどこの地域から移入されたかを知る手がかりとなりうる可能性があるからで

ある。

ひとくちに漢語語葉といっても様々な層がある。これらの漢語語彙における

層に各漢字の発音の違いが反映していることに留意しなければならない。また、

漢語語奨は字音資料の豊富さのため、語の由来を比較的特定しやすいという利

便性もある。漢語語彙に焦点を絞った所以である。

§１那覇方言のオ段・ウ段長音と本土方言の開合の対応について

以下に那覇方言でオ段長音とウ段長音で発音される漢語1を五十音順に列挙

'紙幅の都合上、全ての例を挙げている訳ではない。また、中国から直接移植された

とおぼしき譜は分析対象から除外した。
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する。漢語語彙については『沖縄語辞典」における那覇方言を参照し、その発

音は同書の表記に従い、／／で示す。そして、コロン（：）のあとにその発

音が本土方言の歴史的読み方において開口、合口いずれに由来するかを示す。

『日葡』のオ段長音の発音は、同書の表記に従い、開音表示を６，合音表示を

6で示している。また『日葡』ではオ段の勘長音を、開音は‐i6、合音は-ｅ６

と綴っている。

【ア行オ段長音】

那覇方言のア行オ段長音で読まれる漢語を列挙すると以下のようになる。

｢鳳凰」の「凰｣、「硫黄」の「黄｣、「竜王」の「王」はいずれも本土方言の開

音/-au/に由来している。ゆえにこれらの語は開音が規則的に対応している。

しかし、『沖縄語辞典』よりも新しい発音を収録する『那覇の方言』において

はこれらの語以外にも不相応/husoooo/という例が見られる。「応」は合音に

由来する語のため、音韻変化の規則に照らすとフソーウーという発音が規則的

な形であり、現に『沖縄語辞典」では/husoouu/と書かれている。この語例

をとっても、一度ウ段に変化した語が新たにオ段の発音に読みなおされる様子

がみてとれる。このことによって近年の発音ではオ段長音において例外的な発

音が増加し、規則的な発音とともに合音を忠実に反映する例も見られ、規則的

な発音と例外的な発音の両音が併存する形が見られる。

鳳凰/huuoo／：凰一オウ（ワウ）－開音

硫黄/juoo／：黄一オウ（ワウ）－開音

竜王/ruuoo／：王一オウ（ワウ）－開音

け行ウ段長音】

不相応/husoouu／：応一オウー合音

【力行オ段長音】

那覇方言の力行オ段長音で読まれる漢語の多くが本土方言のカウ、カスク
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ワウという開音に由来する。

香/koo／：香一カウー開音

爵香/zakoo／：香一カウー開音

沈香/ziNkoo／：香一カウー開音

格子/koosi／：格一カウー開音一『日葡』Ｃ６ｘｉ

格好/kaQkoo／：好一カウー開音一和製漢語

学校/gaQkoo／：校一カウー開音

高麗/kooree／：高一カウー開音

二十四孝/nizuusikoo／：孝一カウー開音

孝行/kookoo／：孝一カウー開音、行一カウー開音

銀行/ziNkoo／：行一カウー開音

鶏卵樵/ciiruNkoo／：繰一カウー開音

不孝/hukoo／：孝一カウー開音

開合/kaikoo／：合一カフー呉音一厘合入一開音

皇帝/kootii／：皇一クワウー開音

膏薬/koojakus／：膏一クワウー開音

経文/coomuN／：経一キャウー開音

京判/coobaN／：京一キャウー開音

兄弟/coodee／：兄一キャウー開音、兄一ケイー合音

狂言/coogilV：狂一キャウー開音

《異例》

以下のように力行オ段長音で読まれる漢語に合音に由来する例外が見られる。

勲功/kuNkoo／：功一クウー合晋一『日葡』Cunc6

再科/§eekoo／：科一カー開音一短母音

來竹桃/coocikutoo／：來一ケフー合音

漢語では「手柄を立てる」という意では「勲效」という語が使用され、「勲
■

功」という語は漢語に用例がない。「勲效」の｢效」はカウと読み、開音に属す
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る。「勲功」を「勲效」と改めれば、「勲功」がなぜ、／kuNkuu/ではなく、

/kuNkoo/と読まれるのかが音韻対応や本字の観点から説明可能となる。因み

に『日葡』にはCunc6と合音表示になっており、漢字には「勲功」が同定され

ている。２

「再科」（あるいは「試科」と表記）に関しては、「試」「科」いずれにおい

ても呉音・漢音・唐宋音と対応をなさない。これは中国から直接移入された語

である可能性が高いものと思われる｡３

「來竹桃」に関しては、「來」字が「カブ」（『廠韻』古洽切に由来）とケフ

（『集韻』撒頬切に由来）の両音をもつ。「來竹桃」に対しては後者のケフの発

音が本来的であるが、那覇方言の発音がオ段長音となっているということは、

この語が移植された時点で「カブ」と読まれた可能性を示唆している。『日葡』

においては、「來竹桃」の「夫」の発音は記載されていない。

【力行ウ段長音】

孔子/kuusi／：孔一コウー合晋一ベッテルハイム/kusi／

功/kuu／：功一コウ・クウー合音

九/kuu／：九一キウ・ク

昆布/kuuqbu／：昆一コンー合音_『日葡』Ｃｏｂｕ

庫裡/kuui／：庫一クー合音一呉音

後悔/kuukwee／：後一コウー合音

古酒/kuusju／：古一コ－合音

公当/kuutoo／：公一コウー合音

公儀/kuuzi／：公一コウー合音

２当然、「日葡」の原文には漢字表記はない。

〃琉球方言における中国から直接移入された漢語譜典に関しては別稿（『沖縄文化』投
稲中）を参照。

４「混」の/-,/韻尾が脱落している。
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《異例》

以下の項目では開音に由来する発音がウ段長音で読まれている。

甲/kuu／：甲一カフー開音５－『日葡』Ｃ６

睾丸/kuuga6／：睾一カウー開音

「甲｣は『日葡』においても合音表示され、那覇方言の例外と一致している。

｢睾｣はカウの読音のみであり、『日葡』には用例がない。

【ガ行オ段長音】

那覇方言のガ行オ段長音の漢語は本土方言の開音ガウ、ガフに由来する。漢

語に関する限り《異例》はみあたらない。

傲慢/goomaN／：傲一ガウー開音

強欲/goojuku／：強一ガウー開音

一合/?icigoo／：合一ガフー開音

二合/nigoo／：合一ガフー開音

二合/niNgoo／：合一ガフー開音

談合/daNgoo／：合一ガフー開音

都合/Qigoo／：合一ガフー開音一和製漢語

【ガ行ウ段長音】

碁/guu／：碁一ゴー合音一『日葡』ｇｏ

「碁｣に関しては本土方言では短母音であるが、那覇方言では長母音となって

いる。

【サ行オ段長音】

那覇方言のサ行オ段長音の漢語は多くが本土方言の開音サウ、シヤウに由来

する。

＄カブの他にケフの発音があるが、ケフは殆ど使用されていない。
‘「睾丸」（カウグワン）の「丸」は韻尾-,が脱落している。
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愛想/?eesoo／：想一サウー開音

無愛想/bmeesoo／：想一サウー開音

火葬/kwasoo／：葬一サウー開音

葬式/soosici／：葬一サウー開音

騒動/soodoo／：騒一サウー開音

掃除/soozi／：掃一サウー開音

萱草/kwaNsoo／：草一サウー開音

衣装/?isjoo／：装一シャウー開音

装束/sjooZuku／：装一シャウー開音

学生/gakusjoo／：生一シャウー開音

師匠/sisjoo／：匠一シヤウー開音

精進/SjOOZiN／：精一シヤウー開音

性/sjoo／：性一シヤウー開音

性質/sjoosi§i／：性一シャウー開音

正直/sjoozici//sjooziki／：正一シヤウー開音一和製漢語

正銭/SjOOZiN／：正一シヤウー開晋一和製漢語

生姜/sjoogaa／：生一シャウー開音

畜生/cikusjoo／：生一シャウー開音

相違/sooi／：相一シヤウー開音

相当/sootoo／：相一シャウー開音

人相/niNsoo／：相一シヤウー開音

相談/soodaN／：相一シャウー開音

相伴/sjooba／：相一シヤウー開音一*勘音となっている

猩猩/sjoozoo／：猩一サウシヤウｏｒセイシャウー開音

菖蒲/sjoobu/:菖一シャウー開音

双方/soohoo／：双一サウー開音

醤油/sjoojuu／：醤一シャウー開音

大将/teesjoo／：将一シヤウー開音

破傷風/hasjoohuu／：傷一シャウー開音
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傷寒/sjookaN／：傷一シヤウー開音

保証人/husjooniN／：証一シヤウー開音

不詳/husjoo／：詳一シヤウー開音

《異例》

『小学』／sjoogaku／：小一セウー合音

素麺/soomiN／：素一ソー合音+短母音

書名としての『小学』の時は/sjoo/と読よまれ、他の「小」を含む語とは異

なった発音になっている。これは琉歌でも同様である［後藤1999]。『日葡』で

は用例がないが、他の「小」を使用する漢字はＸ６と合音表示され、規則的な

形となっている。『沖縄語辞典』では他の「小」を含む字は以下の如く「sjuu」

と本来の合音を反映している。

小寒/sjuukaN／

小路/sjuuzi／

小満/sjuumaN／

「素麺」の「素」はソ。本字が異なる可能性もあり。『日葡』はSdmen、漢

字は「索麺」と同定されている。「素麺」もともと「索麺（サクメン)」が転

靴したものであるため、異なった漢字が同定されているが故に例外的な発音に

見えるもので、本字が異なる可能性がある。なぜ、サクがソウになったのかは

不明。

【ザ行オ段長音】

ザ行オ段長音に関しては《異例》は見あたらない。

状/Zooハ状一ジヤウー開音一『日葡』１６

情/Zoo／：情一ジヤウー開音一『日葡』１６

上/Zoo／：上一ジヤウー開音一『日葡』１６

上戸/zooguu／：上一ジヤウー開音一『日葡』１６

上等/zootuu／：上一ジャウー開音
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常燈明/zootuNmjoo／：常一ジヤウー開音

面相/miNzoo／：相一シャウー開音

素性/suuzoo／：性一ジヤウー開音

臓胴/zjoohu／：臓一ザウー開音一『日葡ｊＺ６ｆｕ

造作/Zjoosaku／：造一ザウー開音一『日葡』Z6saku

雑色/zjoosici／：雑一ザフー開音一『日葡』Z6xiqi

【サ行ウ段長音】

那覇方言のサ行ウ段長音は規則的にシウ、ショ、ショウ、シフ、スウ、セウ、

ソウなど合音に由来する。しかし、なかには合音に由来するが、それがソやシュ

などの短母音に由来するものもある。

・合音に由来するもの

祝儀/sjuuzi／：祝一シウー合音一『日葡』Xugui

立秋/riQsjuu／：秋一シウー合音

修補/sjuuhu／：修一シウー合音

所帯/sjuutee／：所一ショー合音一『日葡』Xotai

勝負/sjuubu／：勝一ショウー合音

執心/SjUUSiN／：執一シフー合音

天数/tiNSUU／：数一スウー合音

年数/niNsuu／：数一スウー合音

数簿砺/suucuumaa／：数一スウー合音７

小寒/sjuukaN／：小一セウー合音

小満/sjuumaN／：小一セウー合音

芭蕉/baSjuu//basouu／：蕉一セウー合音

焼香/sjuukoo／：焼香一セウー合音

少々/suusuu／：少一セウー合音

聡明/suumii／：聡一ソウー合音

ア本字は「蘇州鴎｣。
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拾得・収得/sjuutuku／：「拾」－シフー合音、「収」－シウー合音

ここでは「セウ」に由来する発音が「少々」では/suu/という長音、その他

の「小寒」や「焼香」では/sjuu/という勘長音で表れている。「芭蕉」に至っ

ては長音と勘長音の二種の表記がある。また、古くは開音に由来するが、那覇

方言ではウ段長音に読まれる例がある。以下がその例である。

証拠/sjuuku／：証一シヤウー開音一『日葡jX6co・

内証/neesjuu／：証一シヤウー開音一『日葡』Naix6

証文/sjuumuN／：証一シヤウー開音一『日葡』X6mon．

「証」は本来、シャウと読み、開音に属するため、那覇方言でウ段勧長音と

なっていれば《異例》に属することになる。しかし、「証」は本来、「證」で当

てられ、「證」はショウ、つまり合音の読音しか有しない。「証」と「鐙」とは

もとは異なる読音をもち、《異例》に見える「証」字を有する三つの挙例は本

字を「證」に改めることによって、規則的に音韻対応しているとみなすことが

できる。因みに『日葡』ではＸ６といずれも合音表記されている。これが、「証」

という漢字の発音に基づいたものなのか、実際の発音を転写したものかは不明

である｡８

【ザ行ウ段長音】

丈夫/zoobuN/:丈一ヂヤウ，￣開音

【夕行オ段長音】

夕行オ段長音は概ね開音ダウに由来する。

祈祷/citoo／：梼一タウー開音

李桃餅/ritoopeN／：桃一タウー開音

唐/too／：唐一夕ウー開音

劇「日葡』には漢字は書かれていないが、『日葡」編纂の過程で漢字の読音がどの程度
介在したかといった問題に関わる。

，「丈」はもともと夕行に由来するが、那覇方言の発音に基づきサ行においた。
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放蕩/hootoo／：蕩一タウー開音

相当/sootoo／：当一夕ウー開音

開化党/kaikwatoo／：党一タウー開音一和製漢語

長命/coomii／:､長一チヤウー開音

丁子/coozi／：丁一チャウー開音

庁/coo／：庁一チャウー開音

帳面/coomiN／：帳一チヤウー開音

提灯/COOCiN／：提一チャウー開音一唐音

《異例》

豆腐/toohu／：豆一トウー合音一『日葡』T6fu-ベツテルハイムt6fu（萱腐）

種痘/zitoo／：痘一トウー合音

東京/toocoo／：東一トウー合音一固有名詞［新]－『日葡』ではT6qio

殿子/tOONSU／：鍛一ダンー開音一唐音

朝衣装/coo?isjoo／：朝一テウー合晋一『日葡』の「朝」はch6

重畳/coozoo/:重一チョウ一合音一『日葡』の「重宝」はch6f6

夕行オ段長音の/too／（トウ）の中には合口に由来する語がある。それは、

｢種痘｣、「東京｣、「豆腐」の「痘｣、「東｣、「豆｣がそれである。「豆腐」は『日

葡』ではT6fuと開音表示されており、那覇方言の例外規則と軌を－にする。

ベッテルハイムは漢字として「萱」を当てるが発音はトウで豆と同じ発音であ

る。同じく「痘」字も『日葡』には「種痘」という語はないが、「痘疹」とい

う語はT6xinと開音表記されている。例外的な発音の「痘」と「豆」がいずれ

も豆を声符とする点で共通している。「東京」という語が日本の地名を示すな

ら、その由来は比較的新しいものと考えられるが、「東京」は『日葡』では

Toqioと合音表示されている。

殿子／トーンス/１０という語は呉音・漢音で読まれない唐音に属するため、音

'0また、この語は『琉球館纐語』では短音で読まれている。
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韻対応から外れた可能性がある。その他、唐音で読まれる語はいずれも呉音・

漢音などに基づく漢語語彙とは異なった発音になっている。これは本土方言の

読音とパラレルの関係をなす。

また、「朝衣装」や「重畳」のように那網方言で口蓋化して発音されるもの

もオ段長音で読まれている。「重畳」は「この上なく満足なこと」を示す語で

あるが、「重々」という副詞では/zuuzuu/とウ段長音で読まれている。『日葡』

ではGibgiuと合音表記になっており、この点では琉球方言と一致している。

【ダ行オ段長音】

ダ行の開音/au/に由来する語は概ね那覇方言ではダ行オ段長音/ＣＯ/となっ

ており、『日葡』でも開音表記となっている。

観音堂/kwaNnuNdoo／：堂一ダウー開音

道理/doori/:道一ダウー開音一『日葡』Ｄ６ｒｉ

道具/doogu/:道一ダウー開晋一和製漢語一『日葡』Ｄ６ｇｕ

茶道具/cadoogu/:道一ダウー開晋一和製漢語一『日葡』Ｄ６ｇｕ

道中/doocuu/:道一ダウチュウー開晋一和製漢語一『日葡』D6chu

しかし、後出の如く｢道｣は語彙によって発音が異なっている。

ダウ：道理/doori/、道具/doogu／

ドゥー：道服/duubuku/'１

ダＩ天道/tiida/'２

また、ダ行オ段長音の《異例》として以下が挙げられる。『日葡』では合音

表示になっており、歴史的読み方と一致しているが、那覇方言はそれに反して

オ段長音となっている。

騒動/soodoo／：動一ドウー合音一『日葡』Ｓ６ｄ６

川「大漢和辞典」の読みでは「ダウフク」とある。「道服」については後述する。

１２／u/の脱落に関しては後述。
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【夕行ウ段長音】

ダ行ウ段は開音ダウに由来する「道服」を除いては合音に由来している。こ

の「道服」は『沖縄語辞典』では「道服。羽織。男子用｡」と記されている。

しかし、大和言葉のドウフクには二種類あり、道士の着る衣服としての「道服」

と、武将などが衣服の上に羽織った丈の短い上着（のちに羽織になった）とし

ての「胴服」の二種がある。「道服」の「道」は開音に、「胴服」の「胴」は合

音にそれぞれ由来するが、那覇方言の「胴」の－鱈では/duu/と発音されてい

ることから、那覇方言の/duubuku/に漢字を同定する際は、「胴服」を当てる

のが音韻対応からみて適当であると思われる。因みに、『日葡』にはD6bucuと

合音表示し、のちに漢字としては「胴服・筒服」を同定している。

「通事」は辞書には記述がないが、「トージ」とオ段長音で読みならわされ

ている１３．ペッテルハイム「通事（interpreter，lingUiSt)」ではtOZiとオ段で

発音を示している。『日葡』ではTGujiとウ段音で表示している。

また「中風」（次頁）以下の例に見られるように力行子音が口蓋化し勘音と

なっている例や夕行勧音に由来する例もみられる。

胴/duu／：胴一ドウー合音

胴体/duutee／：胴一ドウー合音

同様/duujoo／：同一ドウー合音

土用/duujuu／：土一ドー合音短母音が長音になっている

道服/duubuku／：道一ダウー開音

燈寵/tuuru／：燈一トウー合音

広東/kwaNtuN／：東一トウー合音'４

地頭/zituu／：頭一トウー合音一和製漢語

年頭/niNtuu／：頭一トウー合音

上等/zootuu／：等一トウー合音

藤/tuu／：藤一トウー合音

Ⅷ池宮正治1993参照。

Ｎ直接中国語原音を反映したか、唐音に基づく可能性がある.
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通事/tuuzi／：通一トウー合音一ベツテルハイムtozi

冬至/tuuzi／：冬一トウー合音

立冬/riQtuu／：冬一トウー合音

中風/cuuhuu／：中一チユウー合音

注文/cuumuN／：注一チユウー合音

休式/cuusici／：休一キユウー合音

忠節/cuusisi／：忠一チユウー合音

給仕/cuuzi／：給一キフー合音

朱明府/cuumiNhuu/:朱一シュー合音臘

【ナ行オ段長音】

ナ行オ段長音は苗字/noozi/の例外を除いて開口に由来する。

水嚢/Siinoo／：嚢一ナウー開音

上納/zoonoo／：納一ナウー開音

不納/hunoo／：納一ナウー開音

煩悩/buNnoo／：脳一ナウー開音

屏風/noo16bu／：屏一ビヤウー開音一『日葡』Bi6bu

《異例》

「苗字」において《異例》を存するが、「苗字」の本字は「名字」である。

｢名字」の「名」は開音のミヤウと音読するため、この例外は辞書における漢

字の同定によってもたらされたものであることがわかる。

苗字/noozi／：苗一メウー合音

名字名一ミヤウー開音一『日葡』Mi6ji

'､直接中国語原音を反映したか、唐音に基づく可能性がある。

is屏風は屏の[b-]が[nJに交替している。『おもろさうし」では「みやぷ」に同定され

ている（後述)。
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【ナ行ウ段長音】

肝要/kaNnuu／：要一ヨウー合音。

ナ行ウ段長音/nuu/は｢肝要｣がカンヌーと読まれ、「要｣は合口に由来する。

この例のみ。因みに、「肝｣の韻尾/-,/がリエゾンしている。

【ハ行オ段長音】

那覇方言のハ行オ段長音/hoo/は殆どの例が開口に由来している。バ行オ段

に関しても同様である。

方角/hoogaku／：方一ハウー開音

双方/soohoo／：方一ハウー開音

包丁/hoocaa／：包一ハウー開音

放蕩/hootoo／：放一ハウー開音

製法/siihoo／：法一ハフー開音

無法/muhoo／：法一ハフー開音

評判/hjoobaN／：評一ヒヤウー開音

兵縄/hjooroo／：兵一ヒャウー開音

《異例》

瓢箪/hjootaN／：瓢一へウー合音

『日葡』ではFe6tanFi6tanと合音の勧音表記がされている。「瓢」字は『集

韻』では「毘霄切」で鯖韻に属する。繭韻字は「芭蕉」の「蕉｣、「南錬」の

｢錨」と同じ韻に属する。後述のように、琉球語における漢語については、鯆

韻に由来する語に比較的《異例》が見いだすことができる。

【バ行オ段長音】

忘却/boocaku／：忘一パウー開音

小満芒種/sjuumaNboosjuu／：芒一バウー開音

帽子/boosi／：帽一パウー開音

坊主/boo5i／：坊一パウー開音
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棒/boo／：棒一パウー開音

【ハ行ウ段長音】

ハ行ウ段長音は合口に由来する。しかし、「法｣の発音において例外がみられ

る。

風/huu／：風一フウー合音一音節

風雅/huuga／：風一フウー合音

風儀/huuzi／：風一フウー合音

封/huu／：封一フウー合音

封印/huuiN／：封一フウー合音

鳳凰/huuoo／：鳳一ホウー合音

奉公/huukuu／：奉一ホウー合音一和製漢語

奉公人/huukuuniN／：奉一ホウー合音一和製漢語

果報/kwahuu／：報一ホウー合音

布袋/huutai／：布一ホー合音一短母音

《異例》

以下の３語が例外的である。

不作法/busahuu／：法一ハフー開音一『日葡』では不作法の語はなく、「作

法｣でSaf6と表記する。

礼儀作法/riizisahuu／：法一ハフー開音

魔法/mahuu／：法一ハフー開音一『日葡』ではMaf6と表記。

なぜ「製法」「無法」がホウと読み、「作法」「魔法」がフウと読むのか不明

だが、『日葡』でも「無法」はMuf6と開音で、「作法｣、「魔法」は上記のごと

く合音で表記されている。

さらに「帆」のごとく韻尾-,が脱落し、／a/という広い母音をもつにも関わ

らずウ段長音で読まれている。

帆船/huusiN/:帆一ハンー開音
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【バ行ウ段長音】

バ行ウ段長音/buu/は合口に由来する。菩薩/buusaa/の一例のみだが、「善」

はもとは短母音の語である。

【マ行オ段長音】

那覇方言のマ行オ段長音/moo/モーは開口に由来する。以下の２例のみ。

所望/sjumoo／：望一マウー開音

孟子/moozi／：孟一マウー開晋一固有名詞

【マ行ウ段長音】

マ行ウ段長音/muu/は合口に由来する。しかし、短母音が那覇方言では長

母音で読まれている。

藻/muu／：藻一モー合音

【ヤ行オ段長音】

ヤ行オ段長音/joo/はその殆どが開口に由来する。しかし、鰹/１００/、容易

/`jooi/、容態/,jootee/の語において例外を存する。

養生/joozoo／：養一ヤウー開音

気養/cijoo／：養一ヤウー開音

様子/,jooji／：様一ヤウー開音

模様/mujoo／：様一ヤウー開音

楊枝/ljoozi／：楊一ヤウー開音

苦労/kujoo／：労一ラウー開音

《異例》

容態/Djootee／：容一ヨウー合音

容易/Ijooi／：容一ヨウー合音

癖/Djoo／：藤一ヨウー合音
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「容態」に関しては別に「様体」という表記も存在し、「様」はヤウと開音

に由来する。因みに「容態」は漢語では歴史的に､容貌１１や仰容姿''という意味で

使われ、琉球語で使われる意味とは若干異なっている。さらに、『日葡』では

Y6daiと開音表示されている。しかし、「容易」に関しては、別の漢字が当て

られるとは考えられない。「容」は『日葡』では「容顔」Y6ganや「容儀」

y6guiの例に見られるようにＹ６と合音表示されている。しかし、『日葡』には

｢容易」という語がないことから、「容易」自体は比較的新しい語の可能性があ

る。新しい語の場合、そもそも合音に由来する「容」がその後の音声変化で

/jo/と発音された可能性もある。

【ヤ行ウ段長音】

那覇方言のヤ行ウ段著音/juu/はおおむね合口に由来している。

醤油/sjoojuu／：油一ユー合音一短母音

平癒/hwijuu／：癒一ユー合音一短母音

幽霊/ijuurii／：幽一ユウー合音

土用/duujuu／：用一ヨウー合音

用事/juuzu／：用一ヨウー合音

用心/ijUUSiN／：用一ヨウー合音

芙蓉/hujuu／：蓉一ヨウー合音

【ラ行オ段長音】

ラ行オ段長音/roo/は開口に由来する。

兵糧/hjooroo／：糧一ラウー開音

老篭/rooma／：老一ラウー開音

両方/roohoo／：両一リヤウー開音

宰領/Seeroo／：領一リヤウー開音

【ラ行ウ段長音】

ラ行ウ段長音/ruu/はその殆どが合口に由来するが、例外として開音である
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牢/ラウ/が挙げられる。しかし、「牢」は元来「寵」と書かれ、「牢」は後世

における当て字である可能性が高い。「牢」と「髄」は読音が異なり、「篭」は

ロウと合音で発音される。このため、「牢」／ruu/は厳密な意味で例外とは認

めがたい。『日葡』も「牢」と「寵」の読音を分けており、R6r6は｢牢寵｣、

R6r6toxiteは「寵々として」と表記されている。『沖縄語辞典』での意味に合

致する語としては「寵」Ｒ６を当てている。

牢/ruu／：牢一ラウー開音

琉球/ruucuu／：琉一リウー合音

櫓/ruu／：櫓一ロウー合音一短母音

竜/ruu／：竜一リウー合音

【ワ行オ段長音】

黄疸/Ooodan／：黄一ワウー開音

往還/DookwaN／：往一ワウー開音

往復/Ioohuku／：往一ワウー開音

王子/,oozi／：王一ワウー開音

王妃/,oohwi／：王一ワウー開音

その他、以下の例にみるように、短母音が長音で読まれる例も多い。

趣/sjuu／：趣一シュー合音・短母音一一音節

素麺/soomiN／：素一ソー合音十短母音、素麺の素はソ。本字が異なる可能

性もあり。『日葡』はS6men、漢字は索麺と同定されている。漢語に用例な

し。本字に問題あり。

蘇鉄/suutiigi／：蘇一ソー合音・短母音

数簿砺/suucuumaa／：数一スウー合音〉蘇州鴎

所帯/suutee／：所一ショー合音一和製漢語

土用/duujuu／：士一ドー合音

布袋/huutai／：布一ホー合音一短母音

菩薩/buusacu／：善一ボー合音一短母音
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平癒/hwijuu／：癒一ユー合音一短母音

醤油/sjoOjuu／：油一ユー合音一短母音

砂糖/saataa／：砂一サー開音一単音

碁/guu／：碁一ゴー合音

打花鼓/taahwaakuu／：「打｣、「花｣、「鼓」のいずれをとっても短母音が長

音で読まれている。この語は「花」の読音から中国から直接移入された語であ

ると考えられる。

§２開音に由来するが、オ段にもウ段にも読まれていない漢語の例

以上見てきたように、開音/au/は概ね那覇方言では/ＣＯ/と読まれている。

しかし、これ以外に開音/au/あるいは合音/eu/に由来する字音がオ段長音に

も、ウ段長音にも読まれていない語もある。そのなかに、／au/の/u/が脱落し

ている例が一つならず存在する。「包丁」「砂糖」「蚊帳」「天道」「老篭」「南鋳」

｢芭蕉」がそれである。

包丁/hoocaaハハウチヤウー丁一開音一和製漢語一『日葡』F6ch6

砂糖/saataa／：サタウー精一開音一『日葡』Sat6-ベッテルハイム/ＳＡＷ

蚊帳/kacaハカチヤウー帳一開音一湯桶読み－『おもろ』かちや－『日葡』

Cach6

天道/tiida／：テンダウ一道一開音一號韻一『日葡』Tent6

老篭/roomaハラウマウー篭一開音一號韻一『日葡』Ｒ６ｍ６

南鑪/naNza／：ナンレウー錨一合晋一爾韻ｌｉａｕ〉dzjau〉ｄｚｊａ

芭蕉/basjaa//basjuu//basouu／：蕉一セウー合晋一繭韻一べツテルハイム

／ｂＡｓｈｉＶ

相撲/sima／

「丁」は「丁子」／coozi/にみるように１，，オ段長音で発音される用例もある

が、「包丁」は「丁」の音節末尾の母音/u/が脱落し、／aa/という長音となっ

'７「丁」が語末におかれる例としては馬丁/Nmatai/が挙げられるが、本字が何かは不
明。
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ている。因みに「包丁」は和製漢語である。「砂糖｣も同様に、／u/の脱落後、

/aa/という長母音となっている。その他の用例では、／a/という短母音で読ま

れている。『沖縄今帰仁方言辞典』では/saataa/、『八重山語彙』では/sata／

となっており、地域によって長短の違いがあるが、いずれも/-u/の脱落がみ

られる。中古音では「丁」は『集韻』では「當經切」で青韻、および「卑盈切」

の庚韻に属する。同じく／-u/が脱落する「屏」は青韻、「京」は庚韻に属し、

｢丁」の韻母と極めて発音が近似する。

「蚊帳」はもともと「カヤ」という発音の和語に由来している。那覇方言の

/kaca/という読音は湯桶読みで、開音チヤウに由来する「帳」が/Ca/と音読

みされている。これも『沖縄今帰仁方言辞典』では/hacaa/と長音で『八重山

語彙』では/katsa/と短音になっているが、いずれも「蚊帳」の「帳」は母音

の/u/が脱落しているものと考えられる。一方、「帳」を語頭に用いる「帳面」

は那覇方言では/coomiN/という発音になっている点から分かるように、語彙

によっては規則変化をしている例も見られる。

「天道｣の語源に関しては議論もあるが、本稿では上村1963に従い、ひとま

ず漢語由来としてここに載せた。因みに、中古音において「道」は號韻に属す

る。「天」の韻尾/-,/が脱落していること、「道」の母音/-u/が脱落している

ことにより、音声的には不規則な発音となっており、この点において議論が分

かれるところである。しかし、『語音翻課』では「天国」「天晴了己｡)己1Ⅷ」

とあり、「天」は「且」／tjon/と転写され、さらに「太陽」を意味する「日頭」

に対しては「豆q･」／tjonta/>/tjonda/と当てている。『語音翻讓』には他に

｢蚊帳」を表す「掛帳」に「洲''8」とあり、母音/-u/が脱落した形で書かれ

ているため、「天道」の「道」が/-u/を脱落させた語形「ｑ」で書かれていて

も不思議はない。「日頭Ｉａｑ」にあえて漢字を当てるなら、やはり「天道'9」

'０ＡＩはｽﾄの誤記か？上村1963はｒ譜音翻瀞』を引用するも、誤記の可能性には触れ
ず、さらに｢日頭｣の例にも言及していない。ちなみに内閣文庫本、文求堂本ともにムト
と書かれている。

'，「天｣はの声母は透母/Ｗで、韻尾は/-,/韻尾。「道｣は定母/d-/に由来するが、無声
化しん/となっていたと思われる。漢語の声母・韻母ともにハングルに対応する。現
代語朝鮮語においては、「道｣は三と転写される。これは/au/>/o/の変化を反映したも
のである。
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となろう。同様に/‐u/が脱落する「篭」韻と同じ韻に属するという共通性が

ある。しかし、前述の如く、「道」はオ段長音に規則的に読まれている。

「老篭20」の「篭」には「マウ」と「モウ」の開合両音があるが、「老篭」

の語においては「マウ」の読音が使われている。「篭」は「道」と同様、號韻

に属する。

また、合音/eu/に由来するものも、／u/が脱落した結果、不規則な音韻変化

をしている語もある。「南錬｣、「芭蕉」は、「鏡｣、「蕪｣という語がそれぞれ、

リャウ、シャウという開音と、レウ、セウといった合音との両音をもつもので

ある。また、中世的唐音では『玉塵抄』にみられるように繭韻字の一部が開音

で読まれることが次のように記述されている。

「端寮ココラニハ広ガツテリヤウと読ムゾココハスポメテレウト読ムゾ」

特に｢錨｣に関しては、以下のように開音で読まれることが記されている。

「鏡白金南リヤウ鏡ヲ書クゲナゾ」

「芭蕉｣の「蕉」字も『集韻』では弦消切の爾韻に属し、「鏡」と同じ韻に属

しているため、「鋪」同様に開音で読まれた可能性がある。現代那覇方言の音

声から遡って類推するなら、「鏡」と「蕉」はともに古くは開音で読まれた可

能性が強いものと思われる。『八重山語彙』において「南鍍」は/nandza／（白

保、小浜、鳩間、波照)、／nantsa／（石垣、新城）と記述されている。また、

｢芭蕉」はバースー/ba:su:／（与那)、パシャ/bas'a／（竹富)、パソー/baso:／

となっており、パースーの如く必ずしも/au/の/a/が脱落したとは言えない例

も見られる。ベッテルハイムはbashuUと記述している。

／u/の脱落は多くの/au/をもつ語がオ段長音に変化する前にすでに起こって

いたものと考えられる。なぜならこれらの例は音節末尾の母音/-u/の脱落後、

開母音/a/を残しているためである。そして、／-u/の脱落は、前述の『語音翻

讓』や『琉球館鐸語』の「銀南者」の例（｢南錬」の「鏡」の/u/が脱落して

いる）から、遅くとも十六世紀中頃にはすでに起こっていたことが文献からも

裏付けられる。『おもろさうし』においてもいくつかの例が報告されており、

２０『周穏』「秋官｣｢司刺｣に''三赦之法:登曰幼弱、再赦曰老薯、三赦姦愚。”
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その殆どが漢語語葉である。原則的には/au/>/o:/となった時代よりも早く

/u/が脱落したと考えるのが穏当である。なぜなら、／au/>/o:/という変化の

後に、／o/>/a/という変化を遂げることは考えにくいからである。しかし、こ

れがどういう音声環境の下にかくなる変化を被ったものかは未だ不明であが、

ただ、開音に由来すること、そして音節末に起こりやすいということが言える

のみである。

その他、『おもろさうし』に/-u/が脱落している例として「拍子（ひやし)」

｢様に（やに)」「屏風（みやぷ)」「京（きや)」の例が挙げられている[上村

1963、高橋1991]･

拍子/hjoosi/－『おもろ』ひやし

様(に)2’一『おもろ』や（に）

屏風/noobu//bjoobu／：屏一ビャウー開音一『日葡』Bi6bu-『おもろ』み

やぶ（｢みやうぷ」もあり）

京一『おもろ』きや（｢きやう」もあり）

「拍子」の「柏」は厳密には漢語の漢字音に対応する読み方ではなく、慣用

的な読音である。なぜなら、中国の辞書には「ヒャウ」にあたる漢字の読音は

存在しないからである。それも「柏」を「ヒヤウ」と読ませる例は｢拍子」以

外はない。

「屏風」は『沖縄語辞典』では二音が記録されている。まず/noobu/は両唇

音に由来する子音が舌音化し、勧音が直音となってオ段長音となっている。

/bjoobu/に関しては、規則的にオ段勧長音に変化している。「屏」は『集韻』

では「妾經切」の青韻に属する。

「京」は『沖縄語辞典』では「京判」／coobaN/という用例があるが、現代

那覇方言では規則的な変化となっている。

文献に見られるこの四語の音声の変化を示すと以下のようになる。

「拍」：ｈｊａｕ〉hja:〉ｈｊｏｏ

｢様」：ｊａｕ〉ｊａ〉ｊｏｏ

２１「様子」では/Djooji/と表記されている。
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「屏」：ｂｊａｕ〉ｂｊａ〉ｍｊａ〉ｎｊａ〉ｎｏｏ

ｂｊａｕ〉ｂｊａ〉ｂｊｏｏ

「京」：ｋｊａｕ〉ｋｊａ〉kjo:〉tgjo：

下線部で示したように『おもろさうし』では不規則な発音になっている「柏｣、

｢屏｣、「京」が現代の那覇方言ではそれに反して規則的にオ段長音で読まれて

いる。上の四例に見られるように、文献から見られる変化を跡づけると、／a:／

(/ja:/）〉／o:／（/jo:/）といった琉球方言の音韻変化から考えると無理のあ

る変化を起こしていることになる。音韻変化の法則性に従えば、一般的に歴史

的に不規則変化を起こした語に関しては、後の時代も何らかの不規則な発音と

して継承されるが、この場合はそれに反する。

これは一つの仮説であるが、『おもろさうし』の時代、あるいはさらにその

前段階において/au/をもつ漢語語奨が比較的規則的に/-u/の脱落を起こす傾

向があったのではないかと思われる。特に、爾韻、豪韻、青韻、庚韻に由来す

る漢語にその傾向が強くあったのではないか。そして、それらが新たな言語接

触によって、また字音化の過程で書き改められ、また読み直されて現在まで至っ

たのではないかと思われる。つまり、現代に立ち返って言うなら、『沖縄語辞

典』から『那覇の方言』に至るまでに一旦ウ段長音に発音された語がオ段長音

で発音しなおされるように、琉球語の歴史の中で漢字音の読み直しが行われた

のではないだろうか。そのため、一度、不規則に読まれた語が再び規則的な発

音になったものと思われる。漢語語彙はあくまでも文化語であり、その読み方

には一定の規範が適応される余地が琉球語よりも多くあるように思われる。そ

して、現在残っている/-u/の脱落した語は、時間の経過とともにそれらの読

み直しを逃れた語群ではないだろうか。そう解釈すれば、『おもろさうし』か

ら現代に至るまでの変化の過程を説明できるものと思われる。

まとめ

以上みてきたように、那覇方言のオ段長音はその殆どが/au/に由来し、ウ

段長音もその殆どが/Cu//eu/に由来する。漢語語蕊に限ったとしても全体と

しては開合の区別は比較的守られているように見受けられる。しかし、なかに
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Iまオ段長音が/eu/、／Cu/に、一方、ウ段長音が/au/に由来する例がみられる。

それを表したのが以下である。

ａｕ＞ｏ：規則変化。製法、無法

＞ａ：包丁、砂糖、芭蕉

＞ａ老護、天道、蚊帳、南鏡、

＞ｕ：作法、魔法、＊牢、＊証拠、＊内証、＊証文

ｅｕ＞ｕ：（ju:）規則変化

＞ａ：南鎗、芭蕉

＞ｏ：瓢箪、朝衣装、『小学』、＊苗字、

Ｃｕ＞ｕ：規則変化

＞ｏ：藤、騒動ぃ豆腐、種痘、東京、通事、重畳、＊勲功、＊容態、＊容易

ｏ＞ｏ：素麺

其他＞ｕ：帆船

＊を付してある語は、上述のように漢字の同定に問題があると思われるもの

で、例外的とは判断できない項目である。総合すれば、本土方言と那覇方言に

おける対応関係に外れる《異例》は、次のような理由のいずれかに該当する。

・一宇両音をもち、どちらかが規則的な対応をする.

・漢字を本字に改めることにより音韻対応する。

.『日葡辞書』の発音特徴と軌を一にする。

・語彙自体が比較的新しい。

一宇両音となっているのは、後に歴史的経緯とは別に漢語の読み方を改めた

ために生じたものと思われる。特に、もともとウ段長音であった語に新たにオ

段長音の発音が付け加わる、あるいは取って代わるといったことが『沖縄語辞

典』から『那覇の方言』への時間的経過のなかに散見される。また、辞書で同

定された漢字で発音を考察した場合、音韻対応しない例も、それを本来の漢字

に改めることにより、対応関係を見いだせるものも数多く存在する。そして、

1601年の『日葡』を参照することにより、九州一帯で表記された発音と同様の

傾向が見られる例もある。
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これらの例外的に見える開合の対応も、上記の理由付けにより厳密には《異

例》とは見なされない例が数多い。漢語語彙に限定するかぎり、本土方言の開

音・合音は琉球方言には明確な対応関係がみられる。また、今回の調査におい

ては、ある語が呉音・漢音に基づく中国から移入された漢語か、あるいは和製

漢語かという別で、開合の対応に顕著な発音の差異や特徴を見いだすことがで

きなかった。つまり、《異例》に和製漢語の語が多いということは言えない。

引用・参考文献

金城朝永1944：金城朝永、『那覇方言概説』、三省堂、1944年８月30日

上村孝二1963：「琉球方言の太陽を意味する語について」『鹿児島大学文

理学部文科報告』第十二号昭和38年（のち『沖縄文化論叢５言語編』沖繩文

化論叢；第５巻平凡社，1972に転載）

奥村三雄1972：奥村三雄、「古代の音韻｣、識座国語史『音韻史・文字史』、

大修館書店、1972年９月１日

土井忠生他1980：土井忠生・森田武・長南実『邦訳日葡辞書』岩波書店、

1980年５月29日

出雲朝子1963：出雲朝子｢室町時代における寮の字音について」『国語学』５４

1963年９月

出雲朝子1983：出雲朝子｢玉塵抄叡山文庫本におけるオ段長音の開合の混乱

について」『青山學院女史短期大學紀要』第三十七輯ｐｐｌ－４２青山学院女子

短期大学1983年11月１０日

森田武1989：森田武『邦訳日葡辞書索引』岩波書店、1989年10月25日

高橋俊三1991：高橋俊三『おもろさうしの国語学的研究」武蔵野書院１９９１

年２月28日

柳田征司1993「日本語音韻史から見た沖縄方言の三母音化傾向とＰ音」『室

町時代語を通して見た日本語音韻史』武蔵野書院1993年６月30日

後藤剛１９９９：後藤剛「沖縄方言におけるオ段長音の開合について」『目白大

学人文学部紀要言語文化篇』第五号ｐｐｌ－１９、1999年１月31日

池宮正治1993：『沖縄ことばの散歩道』（おきなわ文庫66）ひるぎ社1993

－５４－



年８月15日

国立国語研究所編『沖縄語辞典』1969年１月20日第３刷大蔵省印刷局

沖縄言語センター編『那覇の方言（那覇市方言記録保存調査）Ⅱ』沖縄言語

研究センター研究報告41994年３月

仲宗根政善1983：『沖縄今帰仁方言辞典』1983年２月28日角川書店

宮良當壯1930：宮良當壯『八重山語彙：附八重山語總説』東洋文庫，１９３０

年11月。本稿では『八重山語彙（宮良當壯全集８)』第一書房，1980.を使用。

－５５－


