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漢語資料による琉球語研究と

琉球資料による官話研究について

石崎博志

はじめに

琉球王国時代を通じて、沖縄は、中国を始めとして朝鮮、ヴェトナムなどの

東アジア地域と密接な交流関係を築いてきた。その長い交流によって、琉球の

言語は、朝鮮、中国、イギリスをはじめとする外国からの訪問者の手により幾

たびも記述されることとなった。現在、その存在が知られる琉球語を記述した

外国語資料には、朝鮮語（ハングル）による資料、漢語（漢字）による資料、

ヨーロッパ言語（ローマ字）による資料などがある。資料をこの三者に分かつ

所以は、琉球語を記した文字自体が異なることの他に、各タイプの代表的な資

料が、琉球語の各時代層を反映するものになっているからである。つまり、朝

鮮語資料の代表である「語音翻課」は16世紀頃の琉球語を、陳侃「使琉球録」

所収の「夷語」（以下「陳侃」）「夷字」や『琉球館鐸語』（以下「琉訳」）

など16世紀から18世紀にかけて出版された漢語資料は、この間の琉球語の変遷

を、クリフォードの語蘂集は19世紀の琉球語をそれぞれ反映している。一方、

琉球においては中国との交渉をより円滑に行うため、四雷・五経を始めとする

漢文や口頭によるコミュニケーションを実現するための中国語、つまり「官話」

が学ばれ、「官話」学習資料も数多く残されることとなった。これら「官話」

資料が表す言語は、これまで「琉球官話」と呼ばれ、長崎や薩摩の通事家によっ

て代含伝えられた唐話と並び、日本における漢語学習史、また中国の官話研究

史において、特殊な位置を占めている。

本稿は、外国語、殊に漢語による琉球語研究の歴史及び琉球で学ばれた漢語

の研究史を振り返るとともに、これまでの研究の特徴や問題点を指摘し、そこ

に新たな知見を加えんとするものである。

中国資料に関しては、「琉球館謙語」と陳侃『使琉球録』所載の「夷語」成

立時期の先後関係について、「琉球館鐸語」がもっとも早期の琉球語資料であ
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るとの説を批判的に検討し、さらに「日本館課語」と陳侃の「夷語」との関係

についても論じる。加えて、「いろは」の発音を表した陳侃『使琉球録』所収

の「夷字」ついては、対音に使用された漢字音から、当時の琉球語の音節が如

何なる形であったのかを考察した。さらに、近年注目を集める『琉球課』と

『球雅』との関係、『琉球鐸』の性質に関しても言及する。また、琉球官話と

呼ばれる一連の琉球における漢語資料については、琉球における「官話」の基

礎方言の議論を展開しながら、中国における官話研究の状況と併せて論じる。

Ｉ、漢語資料による琉球鱈研究

琉球語を記した漢語資料は、明代・清代を通じて編纂された『使琉球録』を

中心に数多く残されている'。

【成立年が比較的特定できるもの】

1535年（嘉靖十四年）陳侃、高澄編『使琉球録』付録「夷語」「夷字」

1561年（嘉靖四十年）郭汝癖編『使琉球録』「夷語附」

1579年（萬暦七年）爾崇業・謝傑編『使琉球録』付録「夷語」「夷字」

1596年（萬暦二四年）劉孔當編『海篇心鏡』「夷語音鐸」

1606年（萬暦三十四年）夏子陽・王士禎編『使琉球録』付録「夷語」「夷字」

1664年（康煕三年）張學麗著『中山紀略』

1721年（康煕六十年）徐葆光編『中山博信録』

1764年（乾隆二十九年）渚相縞『琉球入学見聞録』

1800年（嘉慶五年）李鼎元編『琉球鐸』

【成立年不詳】

「琉球館訳語」：『華夷鐸語』丙種本所収（以下「琉訳」と略称）。

『音韻字海』「夷語音鐸」：明・劉孔當（1596年『海篇心鏡』の編者）の識

語あり2。

『海篇正宗』「夷語音騨」：編者不明。

『海篇朝宗』「夷語音輝」：編者不明。

『篇海類篇』「外夷語之殊」明・宋嫌撰、屠陸（赤水）訂正。
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上記の漢語資料における琉球語の記述スタイルは、基本的に共通している。

「琉訳」を例にとろう。「琉訳」は全体を語薬の種類Iこよっ天文門、地理門、

時令門、花木門、鳥獣門、宮室門、器用門、人物門、人事門、衣服門、飲食門、

身躰門、珍賓門、数月門、通用門の15に分類し、その分類の中で、漢語語奨に

対する琉球語の発音を漢字で表している。

「天文門」

天甸尼

日否録

月多及

この例でいうなら、「天｣、「日｣、「月」が提示語、「甸尼｣、「否録｣、「多及」

が琉球語の発音を表す寄語である。琉球における漢語資料は基本的にこのスタ

イルをとり、収録語薬や分類カテゴリーは、多少の増減も見られるが、ほぼ同

一である。また注音スタイルのみならず、「琉訳」の提示語と寄語は、陳侃を

始めとする『使琉球録』所収の「夷語音樗」、さらには「日訳」にも同一性が

見られるなど、「琉訳」の成雷過程には議論が多い。服部四郎1979年「日本祖

語について」は「日訳」と「琉訳」との間に多くの同一性が見られる原因とし

て、この二書が同一の祖本から派生したものであると想定することによってこ

の問題の解決を模索している。この他にも上記の漢語によって琉球語を記述し

た資料は、ハングルやローマ字によって記述されたそれに比し、他にも多くの

問題を抱えているが、その問題点はおよそ以下の三点に集約される。

①漢字の使用

ハングルやローマ字を使用した資料とは異なり、琉球語の発音を記述する手

段として表語文字の漢字を使用しているため、資料に表れた当時の琉球語がど

のような発音であったのかを知るためには、まず記述に使われた漢字が如何な

る発音で読まれたのかをある程度特定する必要がある。しかし、現在と同様、

注音漢字の発音は「官話」であると限らないばかりか、１６世紀の中国語にも多

様な方言が存在したと考えられるため、「琉訳」や『便琉球録』が如何なる言

語を使う中国人によって記述されたのかまで特定できなければ、正確に琉球語
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の発音を再構成できないという問題が存する。また、漢語と琉球語の音節構造

の違いにより、ある二つの音節が琉球語で分かれていても、漢語でその二つを

分けることができなければ、表記にその違いが反映されないこともある。これ

は、対音資料一般に言える事柄である。

②資料の時代特定が困難

編纂時期が最も早期であると従来考えられていた「琉訳」についても、以下

に詳述するように議論も多い。清・王聞遠『考慈堂書目』「十国鐸語」には

「呉之任、琉球語。楊振、日本語。」と各国訳語の編者を挙げているが、彼ら

の経歴については今なおも不明である３．さらに、『使琉球録」所収の琉球語藥

など、編纂時期が比較的明確な資料に関しても、その多くが先行資料からの引

用であるため、語蘂集が編纂された時代の言語をそのまま反映しているとは言

い難い側面がある。

③陳侃「夷語｣、「琉訳」と「日訳」との語蘂の重複

「琉訳」と「日訳」に共通の語傘が見いだされ、「琉訳」にはヤマトの語彙

が、「日訳」に少数であるが琉球語の語奨が相互に混入している例が存在する。

そのため、「琉訳」の解読には、「日訳」なくしては理解不可能な寄語も存在

する。これは両訳語にとって資料の信懸性に関わる重要な問題である。

このような問題点が存する故に、琉球語を表す漢語資料は、琉球語を表す外

国語資料の中では、量的に最も豊富で、申叔舟『海東諸国紀』所収の成希顔

「語音翻鐸」（1501年）から、BasilHall"AccountofaVoyageof

DiscoveIytｏｔｈｅＷｅｓｔＣｏａｓｔｏｆＣｏ1℃ａａｎｄｔｈｅＧ1℃atLoo-choolsland，，所収の“

VocabularyoftheLanguagespokenattheGreatLoo-Choolsland”（18

18年）までの琉球語の変遷を窺う上で、その約300年間の空白を埋める存在と

なることが期待されながら、これまであまり活用されてこなかったと言ってよ

いだろう。しかし、これら資料に対する研究が全く行われていなかった訳では

ない。琉球語を表す漢語資料はこれまで次のようなトピックを中心に研究され
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てきた。

．「琉訳」の成立時期の検討。

．「琉訳」と陳侃「夷語」など資料相互間の先後関係、継承関係の検討。テキ

スト・クリティック。

．「琉訳」に使われる寄語の基礎音系の考察。

．「琉訳」やそれ以降の漢語資料より帰納された琉球語の再構成。

琉球に訪れた冊封使の記録で、最も早期の琉球語に関する資料は、1535年

（嘉靖十四年）に成立した陳侃編『使琉球録』所収の「夷語」「夷字」である。

この陳侃の『使琉球録』所収の「夷語」と「琉訳」とは、収録語漿数に大きな

差があるものの、提示語や寄語に高い一致が見られ、一方がもう一方を参照し

て成立したことが確実視されている。『華夷課語』はもともと明の洪武二十二

年（1389）の勅命によりモンゴル語の対訳語薬集として出されたものだが、そ

の後、収録言語の範囲を広め、「琉訳」は「日本館鐸語」（以下「日訳」と略

称）「朝鮮館鐸語」（以下「朝訳」と略称）とほぼ同時期に成立、収録される

ようになったと考えられている。「琉訳」は、石田幹之助氏の分類に従うなら

『華夷鐸語」の丙種本系統のテキストに収録されている。そして、その「琉訳」

にもいくつかの版本が存在するが4、いずれにも成立年代に関する記述はない。

ここでは、この二つの漢語資料の成立と継承関係について、これまでの説を

紹介し、筆者の新たな知見も加えて論じる。この議論が重要である所以は、各Ａ

継承関係が認められる資料群において、その噴矢であった資料こそが、その時

代の共時的言語をより忠実に反映していると考えられるからである。そして、

上述資料において、一番の問題となるのは「琉訳」の成立時期であり、「琉訳」

が「陳侃」を参照したのか、「陳侃」が「琉訳」を写したのか、という議論が

解決をみなければ、漢語資料が示す言語がいつの時代のものか明確にならない

ことによる。また、「日訳」の成立時期が具体的にはいつなのかを考察する上

でも重要である。「陳侃」の収録語傘は407語、「琉訳」ロンドン本は595語

（稲葉本、阿波国文庫本は593語）で、「琉訳」が「陳侃」よりも多くの語薬
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を収録しているが、「陳侃」の収録提示語は「琉訳」に全て含まれ、提示語の

性質としても「琉訳」の範囲を一歩も出ない。そして、「琉訳」に存在して

「陳侃」には存在しない項目に関しても、その多くが両書に共通して存在する

複数の提示語を組み合わせて熟語にしたものが多い。畢寛、この語薬数の相違

に対する先学の説は、「陳侃」が先行する「琉訳」から削除して成立したこと

に因るとするか（削除説）、「琉訳」が先行する「陳侃」に増補したことに因

るとするか（増補説）のいずれかに集約される。では、この二説についてこれ

までの説を紹介しよう。

【削除説一「琉訳」先行説】伊波1932.1942､比嘉1979､服部1979､多和田1998

伊波普猷は｢海東諸國記附戦の古琉球語について」（「國語と國文學」第八

巻第三号1931年）において、「琉訳」を16世紀の成立とするが、その後１５世紀

の成立であると訂正している。訂正後の説をみてみよう。

伊波1932｢日本館鐸語を紹介す」
ママ

「陳侃の『使琉球録』は…万暦の頃(1573-1615)･･･『紀録葉編』中に収めら

れた時「琉球館讓語」を省略し、少し<写音法を力､へて、附録したに連ひな

い」

また、伊波1932「語音翻讓釈義」では次のように述べる。

かって「海東諸国記附載の古琉球語について」（『国語と国文学』八の三

所載）の－篇を草して、古琉球語の発音について述べたとき、私は故オールッ

ソー教授の説を無条件で採用して、『華夷課語』中の「琉球館讓語」を「語

音翻讓」より一世紀後のものと比定したが、前者の語奨中に、古格を有する

神歌の用語と一致するものの多いのに気がついてゐた矢先、石田幹之助氏の

「女真語研究の新資料」にサヂェスチョンを得て、両醤の音韻・単語・語法

を具さに比較研究した結果､}前者が後者より却って一世紀も古いというふこ

とがわかったから、序に訂正する。
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さらに伊波1942『沖縄考』においては、

「弘治十四年（西暦1501）輯録の語音翻篝のそれと比較すると、その（琉球

館鐸語の）編纂時期は第一尚氏の三山統一（永楽二十一年、西暦1423年）よ

り第一尚氏の滅亡（成化五年西暦1469年）頃までの約半世紀間に限定され

る」

とし、さらに同書ではい

「｢琉球国王倭及那教（オキナオーナ）」などということばから、「おきな

わ」が島の汎称になったのが、三山統一（永楽二十一年頃）以後であるので、

訳語の成立も十五世紀半ば」

と述べ、最終的には「琉訳」の成立を１５世紀半ばとし、「陳侃」に先行すると

している。

次に比嘉1979であるが、氏の「『琉球館謬語』について」の論旨をまとめると

以下の３点となる。

根拠１「陳侃」よりも「琉訳」の方が正確な記述をしている。「琉訳」の

著者・呉之任は中国人であるので、誤りを訂正することは困難なため、「陳

侃」を参照して、「琉訳」が誤り訂正しながら増補したとは考えられない。

「陳侃」が相対的に誤りが多く、その誤りは「陳侃」が「琉訳」を参照した

際に生じたものとする。

根拠２両者で共通する語漿のうち、「陳侃」が成立した嘉靖十三～十四年

頃の言語として不適当と思われるものがある。「雀思孫也（スズメ）」と

いう項目がそれで、琉球語にスズメなる語がない。

根拠３「琉訳｣、「陳侃」に朝鮮語の混入がある。

服部四郎１９７９．１月「日本祖語について11」

服部はまず、琉球語の夕行エ段の音価の変遷を/*te/＞/ti/と想定した。

「琉訳」は、「手貼」「筆分貼」という例があり、「貼」の字音が［t1eT］

を表していることから、「流訳」は/*te/の時代に属するとした。一方、「語
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音翻鐸」は/ti/の段階を示している。故に、「琉訳」は「語音翻讓」よりも先

に成立したとする。つまり、これは「琉訳」が「陳侃」よりも先に成立したこ

とを間接的に示すことになる。

また、服部四郎１９７９．３月「日本祖語について13」では、

「その（「琉訳」の－筆者注）編纂、少なくともその資料の蒐集は１５世紀

中（どんなにおそくても16世紀初頭まで）に行われていたことになる。そし

て、その編纂は、「琉球館謙語」と同時にそれと並行して行われた。そして、

後者は、一五三五年に刊行された『便琉球録』以前に存在していなければな

らないのである。」と述べる。そして『使琉球録』が「琉球館鐸語」を訂正

している例、すなわち後者が前者より先に存在したと認められる徴懸として、

以下の例を挙げる。

「琉訳」：「陳侃」

帯乞角必：帯文必

十五吐亦亦子：十五吐亦子子

好看約達撒蜜只：好看約達撒

このように服部は正しい記述がなされている方が後に成立したとしている。

多和田1998『沖縄語漢字資料の研究』は、比嘉1979の根拠３と同様の根拠を

挙げる。

「琉球館訳語」には、編集上の大きい不手際が二つある。（中略）…もう

一つは、朝鮮語の混入である。「119＜葉尼＞」「404＜員領及都＞」と

は、明らかにそうである。…この混入の不手際は…「琉球館訳語」の成立時

期にヒントを与えるものとなっている。…陳侃が「琉球」まで出かけていっ

て「朝鮮語」を採取してきたとは考えにくいということである。…陳侃は、

朝鮮語の混入した「琉球館訳語」を、それと知らずに「参照」してしまった

のであろう。そうなると、「琉球館訳語」の成立は、『便琉球録』（陳侃）

（1534）以前と想定される…。
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ここまでが、各家の削除説の説明であるが、次にこれらの問題点を述べよう。

伊波1932に対しては、「陳侃」の成立は1535年（嘉靖十四年）『記録築編』

は万暦45年（1617）に成立しているので、「陳侃」が後の時代に成立した書物

に収められている「琉訳」を参照したことはあり得ない。

比嘉1979はあまり諸学の目に触れられていないためか、これまで論じられて

いないが、氏の主要な論点は、「琉訳」の方が、「陳侃」よりも相対的に誤り

が少なく「琉訳」の著者は中国人であるため、琉球語に詳しくない筈で、「琉

訳」が「陳侃」の間違いを正しく訂正できた可能性がないというものである。

そこから、相対的に誤りが多い方が、後に成立したものと見なし、間違いが少

ない「琉訳」が先に存在したとする。確かに「琉訳」の編集責任を負ったのは

呉之任という漢人であると思われるが、彼が如何なる経歴をもち、どのように

「琉訳」の編纂に関与したかが明らかでない以上、呉之任の琉球語能力を彼が

漢人であるという－点のみで、軽視することはできない。根拠２に対しては、

「琉訳」は「陳侃」および「日訳」からの語蕊の流入も考えられ、琉球語にス

ズメなる語がないことによって、成立年代の特定を行うのは危険である。「琉

訳」では他に「雪」など琉球には見られない自然現象も扱っている例が見られ

るが、これは「日訳」に由来をもつ語である。朝鮮語の混入に関する根拠３に

対しては後述する。

服部四郎１９７９．１月「日本祖語について11」では、提示語「手」に対する寄

語「貼」の発音/t1e2/が先後関係を決めるポイントとなっている。これは『蒙

古字韻」からの推定音であるが、では、当時の「貼」の発音を果たして/ｍｅ2／

としても構わないのであろうか。服部氏はこれとは別の｢日本祖語について・１

４」において、次のような仮説を提案している。

「草稿琉球館訳語」のために琉球語を採録したシナ人の中には呉方言の

話し手がいた。この「草稿」を「草稿日本館訳語」と対照しつつ「琉球館

訳語」を編纂するときに、編纂者の中に琉球語にあまり通じない人がいた

か、あるいは疎漏のために、「草稿」の中の「１雨噛也」等の「噴」を

「阿」と訂正しなかった。
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これは、「アメ」の寄語に「噛」という、主に「力」に使用される漢字が使

用されていることに対し、「琉訳」に使用される寄語の中に、呉方言をもとに

した漢字が混入しているという仮説を立てて説明しようとしたものである。で

は、「貼」の現代方言での発音を見てみると、現代北京こそ［thie］であるが、

呉方言区では蘇州［thin?］、温州［tbi］と［ti］に極めて近い発音で読まれて

いる。もしも、服部14の呉方言混入説に従うなら、「貼」の発音も呉方言に近

い発音で読まれる可能性が生じることになる。また、呉方言説を採らないとし

ても、「貼」の発音一宇で「語音翻鐸」と「琉訳」の先後関係を決める－根拠

とすることは困難である。

服部1979「日本祖語について．１３」は、「陳侃」が「琉訳」を訂正している

という例を挙げ、誤った訳語から正しい訳語への変更が行われたという。故に、

服部説では、後に出されるものが、必ず、正しく訂正されているという前提を

持っている。つまり、比嘉1979と服部1979は盾の両面であり、比嘉は「陳侃」

よりも「琉訳」の方が誤りが少ないとするのに対し、服部は「陳侃」の方が間

違いが少ないとしている。前提は異なるが、いずれも「琉訳」の方が先に存在

したという結論に至っている。実際の文献転写には、正から誤へ、誤から正へ、

という両方の可能性も考えられ、相対的な誤りの多さ、正しさの多さだけでは

先後関係を特定することは困難なのではないだろうか。

比嘉1979と多和田1998の朝鮮語混入説に対し、胤森1998は次のように反論す

る。まず、「朝訳」では「圓領」という提示語に対し、「完零」という寄語が

付され、これは「琉訳」で用いられている「及都」という寄語とは全く異なる

漢字、発音であることを挙げる。そして、多和田が「員領及都」を朝鮮語の

襟の意味の災＝急都と解釈していることに対し、「員領及都」と転写するの

はロンドン本のみで、阿波国本、稲本など他の写本では「員領及那」となっ

ており、「都」は字形の相似による「那」の誤字であるとする。さらに、「葉

尼」の例に関しては、もし「員領及都」の「都」がパッチムの/s/＞/t/を

表すのであれば、「葉尼」という項目に関しても、寄語の「尼」が「葉」の

朝鮮語である目（現代語朝鮮語２１）の/p/音も表すはずであるが、入声字では
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ない寄語の「尼」一宇のみでパッチムの/p/音を表しているとは言えない。つ

まり、この二例はいずれかを朝鮮語として規定しても、もう一方の例によって

否定されることとなる。「琉訳」に「朝訳」の寄語が混入しているならともか

く、以上の例だけでは「琉訳」に朝鮮語が混入していると断定できないばかり

か、これを根拠に「琉訳」が「使録」に先立つとは言い難い。

このように「琉訳」が先に出版されたという説には、いささか根拠に乏しい

ものも多く見られる。では、これに対する増補説についてはどうか、見てみよ

う。

【増補説＝「陳侃」先行説】濱田1940、福島1968、胤森1993

積田1940『国語史の諸問題』（初出「国語を記載せる明代支那文献」『國語

國文』第十巻第七号、昭和十五年七月）は、

「この両者の間に密接な関係のある事は一見明らかであるが、伊波氏の如

く『琉球館訳語』の方を『使録』の夷語よりも古しと考えることは必ずし

も穏当とは言えまいと思う」

と具体的な根拠を示している訳ではないが、「琉訳」を性急に「陳侃」よりも

早期の資料であると位置づけることに慎重な態度を示している。また、「『使

琉球録』には、万暦の頃、「記録蕊編に『便琉球録』が収められた際のものよ

り古い嘉靖刻本があるのであるから、記録葉編に収められる際に『琉球館訳語」

を省略して附載したとするのはをかしいし、それをもって『琉球館訳語』を先

の成立とするのは穏当ではない。」とし、前出の伊波説を否定している。

福島1968は次のように述べている。

「（陳侃の－筆者補）夷語夷字については進菱に兼以夷語夷字恐人不知

井附子後（十四オ）とあるように、自分がはじめて付載したものとしてい

る。使琉球録の夷語と琉球館訳語の関係について、漢語、音訳漢字ともに

一致することばがはなはだ多い。これについて、万暦の頃の使録が、記録

奨編中に収められた時、琉球館訳語を省略し、少し<写音法をかえて、付

録したにちがいないとも言われている。しかし、さきにのべたように、琉
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球館訳語の明確な成立時期は不明であって、その先後関係は今後の研究に

またれるのである。」

このように福島もまた陳侃における記述を尊重する立場をもっている。「琉

訳」先行説を主張する論考には、この記述に関して敢えて触れていないものが
ほとんどである。

胤森1993“「琉球館訳語」の成立時期について”は、琉球館課語は「陳侃」を

参照し、「陳侃」を増補して成立したという説をはじめて実証的に論じたもの

である。詳細は本文に譲るが、その論拠としては、１．夕行音の破擦音化の度

合い、２．「日訳」と「琉訳」の大和語蕊の比較を挙げる他に、次のように述

べる。

『音韻字海』の識語に閥の通事から資料をえたと記されている。通事が通

事のために編纂された『琉訳』をもちださないで『使録』をもちいている

ことはその時点でまだ『琉訳』は未成立であったためではないだろうか。

そして、琉球語を示す文献の成立年代を次のように想定する。

１「語音翻讓」１５０１

２「陳侃」１５３５

３「琉訳」1535年（を上限）

では、これより胤森を補足し、寄語の性質、提示語の種類の観点から筆者な

りに先後関係を検討する。上述のように、「琉訳」ロンドン本と「陳侃」の提

示語数はそれぞれ595語、407語であり、「琉訳」が188語も多いにもかかわら

ず、胤森1998によると、「琉訳」と「陳侃」の「異なり音訳漢字数」はそれぞ

れ、214字、224字であり、寄語に使用される漢字の種類は逆に「琉訳」が少な

くなっている。このデータから分かるように、寄語の用字に関して「陳侃」が

より多くのバラエティを持っていることが分かる。つまり、「琉訳」では琉球

語の一つの音節に対する寄語の多様性に関しても、他資料よりも「整理」され

た形となっている。以下のデータは、「琉訳」に存在し、「陳侃」には無い提

示語を除いた、「陳侃」と「琉訳」の共通する提示語のみを対象として得られ
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た数字である。

｢琉訳」

１２例

Ｏ例

２６例

Ｏ例

３６例

Ｏ例

１４例

Ｏ例

Ｏ例

Ｏ例

７例

１例

１例

２４例

Ｏ例

「陳侃」

ス思６例

司６例

ウ烏８例

吾１９例

ナ掌１６例

那２３例

ピ必７例

辞４例

皮２例

筆１例

チ集３例

濟３例

即３例

只１４例

知１０例

｢琉訳」

３０例

１例

Ｏ例

２０例

０例

Ｏ例

２９例

Ｏ例

３７例

７例

１例

３例

４例

Ｏ例

１２例

Ｏ例

ｊ侃
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例

陳
５
型
３
０
１
２
２
８
５
３
１
５
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１

１

ｒ

及
急
其
乞
氣
基
姑
谷
立
里
利
力
外
歪
亜
牙

イ

キ
ク

リ
ワ

ヤ

もし、「陳侃」が「琉訳」を参照して成立したならば、例えば「琉訳」に

「及」と書かれていた寄語を、わざわざ「急」や「及」と使い分けて記述した

ことになる。また、スに関して言えば、「琉訳」で「思」で当てられる音節を

わざわざ、「陳侃」が「司」に書き直したことになる。「陳侃」が寄語の変更

を行うには、何らかの「変更の意図」があったと考えられるが、「司」から

「思」、「急」から「及」のような全く同音への変更に、音声の微妙なニュア

ンスを反映される意図があったとは考えにくい。次の例を見よう。

｢日訳」…仙鶴：司禄
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｢陳侃」…仙鶴：司禄

｢琉訳」…仙鶴：思禄

この「仙鶴」という提示語は、鳥類のツルを表している。故に、「日訳」と

同一の「陳侃」の「司」は、「伺」の誤字でないかと思われる５．しかし、

「琉訳」の「思」から「ツ」に該当する発音は導き出せず、「伺」や「司」の

誤字でもない。では、「思」という寄語は、何に由来するのだろうか？この三

者から考えるに、「思」は「司」と同音字であるため、「琉訳」の著者が「日

訳」か「陳侃」の寄語「司」を見て、それを同音の「思」に改めたとしか考え

られない。上記のデータによると、「陳侃」の「司」は「琉訳」ではことごと

く「思」となっている。もし、「陳侃」が「琉訳」を参考にして、仙鶴に対し

て当てられる「思」をわざわざ変更して、「司」を当て、それが偶然にも「日

訳」と一致していると考えるのは、些か不自然であると思われる。やはり、こ

れは「陳侃」を参照した「琉訳」が、寄語の用字の整理のため、バラエティの

存在する寄語の用字をなるべく統一するよう、同音字に変更したと考える方が、

文献学上、合理的であると思われる。また、「日訳」において「シ」の音を表

すと思われる寄語はほぼ、「世」の字のみであるにも関わらず、「陳侃」にお

いては「失」「石」「世」「便」などのバラエティが存在している。ここでも、

「日訳」の寄語はある程度限定されていることが看取されるが、寄語に使う漢

字の選択に関して、同じ音節に対する寄語の種類はなるべく少なくしようとす

るのは、「日訳」「琉訳」に共通した方針であったのではないだろうか。

次に、提示語の種類の観点から両者を考えてみよう。人物呼称や官職を表す

語薬を収める「人物門」を例に比較すると、「陳侃」と「琉訳」の間で収録語

漿に大きな差があるばかりでなく、収録している官職に対する分類が「琉訳」

のほうがより綱やかに提示されていることが分かる。仮に、「琉訳」を削除し

て「陳侃」が成立したとすれば、削除された項目の提示語は以下のようになる。

「王１日｣｢長老｣｢大唐人｣｢大明人｣｢大明皇帝｣｢萬歳皇帝｣｢大唐大人｣｢都通事」

｢大使臣｣｢二使臣｣｢三使臣｣｢琉球使臣｣｢琉球大夫｣｢琉球長使｣｢琉球人伴｣｢琉
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球都通事｣｢琉球正使｣｢琉球封國王」

これらは若干の例外を除きいてはみな官職に関する名称である。一方、残さ

れた提示語には以下のような語も含む。

｢父親｣、「母親｣、「兄｣、「弟｣、「妻｣、「子」

ここでいくつかの疑問が生じる。「陳侃」が「琉訳」を削除して成立したの

なら、そもそも何故、それらを削除しなければならなかったのか。「陳侃」は、

なぜ「父親｣、「母親｣、「兄｣、「弟｣、「妻｣、「子」というプライヴェートな呼称

を残して、外交上必要と思われる「王１日」以下の上記項目を削除したのだろう

か。また、人物門における「琉球使臣｣、「琉球大夫｣、「琉球長使｣、「琉球人伴｣、

「琉球都通事｣、「琉球正使｣、「琉球封國王」の項目は、官職の高さに反して末

尾に附されているのは何故だろうか。これまでの「琉訳」削除説ではこれらの

疑問に対する解答は用意されていない。

また、胤森1993は「陳」には「香稿」という香料に関する記載がありなが

ら、具体的な提示語は一語も挙げられていないこと、「琉訳」の「花木門」と

「珍賓門」に香料名７語が二重に提示されていることに触れ、「陳」が直接

「琉訳」を参照した場合、以下の合計14語の全てを削除するかどうかという疑

問を提示している。削除された「琉訳」（阿波国本・稲葉本）の提示語は以下

の通りである。

「花木門」

木香南木稿

速香申自密稿

丁香朝失

沈香定稿

檀香別姑旦稿

乳香由稿

「珍賓門」

丁香朝失

沈香定稿

速香申自密稿

木香南木稿

乳香由稿

檀香別姑旦稿
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苛南香加那木稿苛南香加那木稿

「陳」は「琉訳」を削除して成立したと考える削除説を採ると、以上のよう

に、文献学上、不自然な点が残される。やはり、「陳侃」を参照した「琉訳」

が、「陳侃」に欠けている重要な語薬を補足するために、上記の項目を増補し

たと考える方が、「琉訳」が上記の項目を削除したとするより、妥当性が高い

のではなかろうか。「人物門」おける官職の提示語が、末尾に「とってつけた」

かのような印象を与えるのは、「琉訳」の増補の結果であると思われる。「陳

侃」と「琉訳」の間における相違は、「琉訳」が、先に存在した「陳侃」を参

照して、１寄語の種類を統合、整理し、２動詞一目的語構造の熟語、官職、香

料の語紮を増補する、この二点の方針のもとに行った変更を、反映していると

考えられる。

【「陳侃」と「日訳」】

では、これに「陳侃」と「琉訳」に「日訳」を加えた三者での親疎関係はど

うであろうか。これまで「日訳」と「琉訳」との間に多くの共通性があること

が指摘されていたが、「陳侃」と「日訳」ではどうか、以下の例を見て頂きた

い。以下は「日訳」「琉訳」「陳侃」の間で共通する提示語および寄語をもつ

項目である。

．「陳侃」が「日訳」とより近い例（23例）

「曰訳」「陳侃」

月讃急月都急

星波世星波世

海吾密海吾已

後吾世禄後吾失禄

右民急里右民急里

梅吾也梅吾也

兎吾撒急兎吾撒急

「琉訳」

月多及

星波失

海烏也

後烏失禄

右民及里

梅烏也

兎烏撒及
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雀孫司也

仙鶴司禄

箭牙

通事度日

正使申司

去亦急

靴谷都

機那谷也

帯文必

酒撒急

茶札

銭熱尼

璃璃吾馬那達馬

珊瑚牙馬那達馬

達
達

那
那

馬
馬

識辨｜牙一》一罰｜艫｜醍一紬一麺｜艫札一難｜》一癖
雀
仙
箭
適
正
去
靴
機
帯
酒
茶
銭
砺
珊

雀思孫也

仙鶴思禄

箭亜

通事通日

正使申思

去亦及

靴姑足

機都姑也

帯乞角必

酒撒及

茶孔

銭熟尼

潟瑠烏馬那達馬

珊瑚亜馬那達馬

．「琉訳」と「日訳」がより近い例（４例）

「日訳」「陳侃」「琉訳」

鶏官立鶏土立鶏官立

房亦葉房亦兼‘房亦葉

館駅葉急館駅館牙館駅葉急

弓由密弓由迷弓由密

上記のように、寄語の用字における「日訳」との共通性で言えば、「琉訳」

よりも「陳侃」の方がより「日訳」と近い関係にあることが分かる。では、こ

れが意味するところは何か。つまりこれは、「日訳」の成立に「陳侃」が関与

した、あるいは「陳侃」の成立に「日訳」が無関係ではないことを意味する。

「陳侃」に入っているヤマト語蕊と「日訳」に入っている琉球語藥を比較する

と、前者が圧倒的に多いことを力､ら、「陳侃」が「日訳」を参照した可能性が

高いと考えられるが、双方向的に語薬が混入していることにより、この問題は
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簡単には解決をみない。「陳侃」の出版は1535年。「日訳」ロンドン本には、

1549年校訂の識語7があり、遅くともこの時点で成立していたことが分かる。

上記を総合して、琉球における漢語資料の継承関係を図に示すと以下のように

なる。

｢日訳」

陳｢夷語｣→郭｢夷語｣→蒲｢夷語｣→夏｢夷語｣→『中山博信録』→『琉球入学見聞録』→『琉球認」

｜蠕圭……剛鰡厘…扇』
「琉訳」

【中国資料からみる琉球語の音系】

では、中国資料に表れる琉球語の発音はどういったものであるか。これまで

の研究は『便琉球録』でいうなら「夷語」の部分を中心に分析が行われていた

ので、ここでは日本語の「いろは」に対して漢字で注音した陳侃『使琉球録』

の「夷字附」を中心にみてみよう。

陳侃『使琉球録』「夷字」にあたる部分は、「琉訳」には見られないもので、

琉球語の「いろは」の注音に対する資料としては、確実に陳侃が尤も早期のも

のであると言える資料である。その中の、ウ段、オ段に対する漢字を見てみよう。

おこそとのほもよろを

窩孤甦度怒布母有路倭

うぐすついふむゆる

烏古是子8奴不武又而

・ウ段･オ段の分合

ウ段（模韻・尤韻・虞韻）

う烏：影・模・平

く古：見・姥・上

す是：禅・紙・平

オ段（模韻・尤韻・侯韻）

お窩：影・戈・平「嵩｣は烏禾切(『字梁』)。

こ孤：見・模・平

そ甦：心・模・平
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上
平
平
入
平
上
去

●
●
●
●
●
●
●

止
模
虞
物
有
塵
宥

●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●

精
泥
非
非
非
微
云

子
奴
不

武
又

と度：定・暮・去、定・鐸・入

の怒：泥・幕・去

ほ布：穂・暮・去

つ
い
ふ

む
ゆ

上
去
上
平
平
上
平

●
●
●
●
●
●
●

厚
宥
有
之
登
果
支

●
●
●
●
●
●
●

明
云
云
日
泥
影
影

母
有
而
倭

も
よ

ろ
を

る路：来・暮・去

これらの仮名に対する漢字の中古音では、ウ段には模韻・虞韻・尤韻、オ段

同様に模韻・侯韻・尤韻が使用されている。さらに、力行、ナ行、ヤ行で同声

母、同韻母の漢字が使用されている。つまり、少なくとも力行、ナ行、ヤ行に

おいては、両者に異なる漢字が使われるとはいえ、オ段母音がウ段母音と合流

していることが分かる。しかし、ア行、サ行、夕行には発音の違いが認められ

る。ただ、夕行の場合は子音の発音に大きな違いがあったと考えられ、母音が

合流していたかを判断するのは困難である。サ行も同様に子音、母音ともに音

価が異なり、別の音と表記されている。

「ム」に対しては明母字を使わず、微母の「武」を使用している点は「夷字」

に漢字を付した者の基礎方言が、1535年の段階で未だに鼻音の状況を保ってい

ることを示している。

・イ段・エ段

いきしちにひみり

以其賞知尼庇美利

けせてれへめれ

去世的尼比末呂

え
依
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上
平
平
去
入
平
去
平
入
去

巳
●
●
●
●
●
●
●
●
●

止
之
之
志
質
支
寅
脂
質
至

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

以
群
見
見
船
知
知
娘
娘
輔

●
●
●
●
の
ｐ
●
●
凸
■
●
●
●
●
●
■
■
０
●
●

以
其

賢
知
尼
庇

段イ
い
き

し
ち

に
ひ

エ段

え依：影・微・平

け去：溪・御・去

せ世：書・祭・去

て的：端・錫・入

ね尼：娘・脂・平→同じ漢字を使用

：娘・質・入

へ比：並・至・去→同系韻母

：割・旨・上

め末（未,）：明・宋・入(未:微･未･去）

れ呂：来・語・上

み美：明・旨・上

り利：来・至・去

次にイ段・エ段であるが、「に」と「ね」に対しては同じ漢字「尼」が使わ

れているので、少なくともこの両者は合流していることが分かる。その他に関

しては、複数の漢字音が存在するため、漢字を当てた人物がどの発音を念頭に

置いていたかが不明であるため、容易に特定はできない。しかし、「け」に対

する「去」、「れ」に対する「呂」は合口音であり、他のエ段音とは母音の音

色が異なっている。

・ハ行

「ハ」に対して「寵」、「上」に対して「庇」、「へ」に対して「比」と、

ホには「布」と、ハ行はいずれも両唇音を声母に持つ漢字が使用されており、

「フ」以外のハ行は両唇破裂音/*p-/で読まれた徴愚がある。「フ」の「不」

にも、複数の発音が存在することから、いずれで読まれたかの特定はできない

が、「不」の現代方言の状況から、やはり両唇破裂音で読まれた可能性が高い。
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・力行ロ蓋化

「キ」には「其」、「ケ」には「去」という軟口蓋音の声母を持つ漢字が使

用されている。この「其」「去」が明代のどの地方の発音で読まれたのかによ

り、当時の琉球語の力行イ段・エ段が口蓋化しているかが決まるが、「夷字」

のこのこ例のみでは判断ができない。しかし、語葉集の「夷語」では「其」は

「キ」を表すための寄語として使用されており、「其」は「夷字」においても

ロ蓋化する以前の/*ki/という発音で読まれた蓋然性が高い。「去」は、「夷

語」では寄語としての用例がないが、やはりこれも口蓋化前の状況を示してい

るものと考えられる。しかし、「夷字」の発音を知るために「夷語」の例を用

いるにはいささか問題がある。なぜなら、この「夷字」で用いられている漢字

が必ずしも「夷語」で多用されているとは限らないからである。この「去」も、

「夷語」では用例が見られない例の一つである。「夷語」と「夷字」は同一の

著述者の手になるものなのかは今後の課題である。

【『琉球課』について】

上記の『便琉球録』「夷語」や「琉球館讓語」などの資料は相互に継承関係

があるため、－糸列のまとまった資料として考えるべできあるが、近年注目を

集めている『琉球課』は、他資料からの継承があまり見られない点と、まとまっ

た語薬数を誇る点で、琉球語研究に資する、高い価値を有するものである。

1994年８月、北京大学図書館において『琉球課』の写本の一つが丁鋒氏によ

り発見されて以来、それが李鼎元『便琉球記』に記述されている李鼎元自身の

編纂になる琉漢辞典、『球雅』ではないかと予想された。そして、さらに丁鋒

1997により『琉球鐸』が『球雅」の写本であるとの説が提出され、その具体的

な根拠が提示されるに至った。丁鋒1998（および比嘉1995,1996、村尾1998）

による『琉球鐸』＝『球雅』説の根拠をまとめると以下の５点になる。

（１）『琉球鐸」の収録字と『使琉球記』中の『球雅』収録字の総計が似通っ

ている。

（２）『琉球課』が『爾雅」の体裁を襲っていることが、『便琉球記』の記述

と一致している。

－７５－



(3)『琉球課」「鐸音」部分の体裁が李鼎元『使琉球記』（六月二十日）の

記述と合致している。

(4)寄語に李鼎元の出身地である四川省綿州方言（or羅江縣方言）が反映さ

れている。

(5)『琉球鐸』「鐸地」が李鼎元の前回に冊封使とした来琉した周煙『琉球

国志略』を踏襲している。「讓地」中の地名「辻山」が「迭山」となっ

ていることが、李鼎元をして「辻山」は「迭山」の誤りであるとする記

述（『使琉球記』）と合致している。

その後、村尾2000により、『琉球鐸』が『球雅』であるとの決定的な結論を

みる。李氏朝鮮正祖朝四家の一人、柳得恭が1801（嘉慶六）年に謝恩使の随行

として入燕したときの記録である『燕臺再遊録』（『遼海叢書』所収）に、李

鼎元帰国後の『球雅』の行方、『球雅』から『琉球課」への書名変更、『球雅』

が未刊に終わった事など、これまで『琉球鐸』を『球雅』と同定するに謎とさ

れていた事柄に関する記述があり、これにより多くの事柄が明らかになった。

『琉球課』の脱稿時期に関しては、以下の如く記されている。

(柳間）想多大作如周侍講略。

(李答）此行有詩三百除首使録一書外、有『琉球課』一書上下二巻、已脱

藁。詩録尚未清出。

ここから、「詩録」つまり『師竹齋集』の完成前にすでに『琉球鐸」が脱稿

していたことが分かる。さらに、以下の『燕憂再遊録』における李鼎元と柳得

恭のやり取りから、『球雅』から『琉球課』への雷名変更の経緯が明らかにな

る。墨荘は李鼎元、余は柳得恭を示す!.。

墨荘曰、吾著『琉球課』始名『球雅』、何如。

余曰、非草木虫魚只翻其言語文字、故不當曰雅耶。何故改之。

墨荘曰、雅不止草木虫魚。五雅､皆以雅立名。昨有人言、琉語・球字不足
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爲雅、故改以讓。

余曰、人既云然、改之何難。

墨荘曰、國書各國不同。琉球國書、日本字也。

墨荘曰、今其字母、共四十七字。有眞、有草。

余曰、此日本以呂波也。以中國二十除字、作半字爲字母。

余曰、日本更有片假文、不可暁。書於漢字労、此其句讃也。伊初不知作文、

如飲酒曰酒飲、作詩曰詩作。用片假文定句讃人、然後稻梢能文突。

この記述により、『球雅』から『琉球課』への書名変更は、「ある者(有人)」

の助言により李鼎元が自ら行ったこと、『琉球課』が李鼎元の編纂になる『球

雅』であったことが明らかになる。故に、『琉球誘』は18世紀末に編纂・成立

し、先行資料を継承していない語藥に関しては、大凡この頃の琉球の言語を表

していると考えてよかろう。

そこで、次に『琉球課』が示す琉球語が如何なる姿であったのか、或いは寄

語として使用される漢字音の基礎方言は何かが問題になる。石崎2001は『琉球

鐸』が反映する琉球語の母音体系、子音体系を研究した論考である。この論考

は、『琉球鐸』に使用される寄語の基礎方言が、李鼎元の方言である四川方言

であるとした丁鋒の説に対し、果たして寄語は四川方言を反映しているか否か

を、寄語を帰納的に分析することによって明らかにしたものである。結論とし

ては、寄語に入声が50％以上多用されている点などから、寄語には四川方言が

反映されているとは考えられず、南方方言的要素が反映されているとした。さ

らに、『琉球課』によって帰納される琉球語が基本的に三母音体系を持ってい

るにも関わらず、語蕊的には琉球語が反映されていないことを指摘し、その原

因として、『琉球鐸』が反映する「琉球語」は漢文訓読語を多く含むことから、

『琉球鐸』は、琉球で使用されていた口頭言語を写し取ったものではなく、漢

文訓読をする際に使用した言語を記述しているとの結論を導いている。
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Ⅱ「琉球官詰」について

琉球における「官話」は、琉球語の史的研究には直接関わりをもたないもの

である。しかし、琉球における言語文化の中では、洪武年間(1368-1398)'2よ

り閥人三十六姓が来琉し、これ以降、彼らの子孫である久米村の入念により官

話学習が行われ、これが琉球の言語文化を特徴づけていることとなっている。

さらに、日本の他方言には見られない、琉球語が独自にもつ漢語語蘂との関わ

りを探る上でも貴重な資料群である。また、これはほぼ同時代のテキストと思

われる『琉球課』に使用された寄語の基礎音系を知る上でも重要であることは

言うまでもない。

琉球から中国への留学は、洪武二十五年（1392）年に官生制度がスタートし、

中山王察度が三名の官生を入監させて以来の歴史をもつ。琉球の中国への留学

生派遣の状況及び、漢語学習の概略を以下にのべよう。

官生派遣については、三つの段階に分けられる。第一段階（～成化十八、１４

８２年）は、王族や官吏の師弟が派遣され、とりわけ中山王が派遣する官生が最

多であった。第二段階（～嘉慶七、1802年）では、官生は梁・察・鄭．林．陳

氏を始めとする久米村出身者に占められていた。官生制度の発足当初、南京国

子館に継続的に官生を送り出すが、順治元（1644）年の南京国子監の廃止に伴

い、官生たちは北京国子監へ留学することになる。そして、第三段階（～同治

八、1869年）では、久米村と首里出身者から各☆半数づつが派遣されることと

なる。官生は、国子監に留学して後は、琉球国の進航船の諸通事として、外交

上の要職を担い、通事役を勤めた後には、長史や正議大夫の官職に昇進してい

く者もいた。琉球における通訳の官職は、階級として通事、副通事、都通事が

あり、久米村出身者は久米通事、首里出身者は首里通事と呼ばれた'3。

このように国子監で学んだ官生の他、「勤学」と呼ばれる留学生も派遣され、

福州の琉球館において師匠を招いて授業を受けた。天文、暦法、地理、医学、

農学など各種専門知識やサトウキビの生産技術の修得のために福建に渡った勤

学生の数は官生の数を大きく上回り、彼らの琉球文化にもたらした貢献は官生

よりも多大であると言われている。
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一方、琉球王国内の教育面においては享保三(1718)年、程順則の建議により、

久米村に明倫堂（学宮）が創設され、唐通事の養成が、これまでの「学斎」と

呼ばれる私塾の形態から、公的機関としてより組織的な形態をとって行われ、

司教、講解師、訓話師の指導のもと、久米村の師弟と少数の王府師弟に経学、

詩文、官話などの諸学が教授された。上級ともなると、外交文書である表奏文、

杏文などの作成法も教授されていた。

明倫堂がほぼ独占的に久米村師弟に通事養成をしていたのに対し、寛政＋

（1798）年首里に国学が創建されると、これ以降、ほぼ久米村の師弟に独占的

に教授されていた漢学が、琉球の士族間にも盛んに学ばれるようになった。こ

こでは、講談生と官話詩文生の二過程に分かれ、四書・五経、唐詩、後年には

中国の呈文、苔文、録文、論文も加えられた。

このような中国との関係の中で、口頭言語によるコミュニケーションの必要

性が高まり、漢語学習書が多く編纂された。それが、「琉球官話」と言われる

琉球における「官話」資料である。

ではまず、琉球における「官話」を考える際に多用される「琉球官話」とい

う言葉について考えたい。琉球王国時代の琉球において学ばれた漢語（あるい

はそれを表したテキスト）を「琉球官話」と称したのは実はそれほど古くから

ではなく、1940年（昭和15年）反町茂雄編纂『弘文荘待質古書目』第十四号が

最も早い用例である。そして、この書目にあるテキストはその後、天理大学図

書館に収蔵され、宮良當壮氏の目に触れることになるが、それ以前には「琉球

官話」という語の用例は見あたらず、厳密に言えば『琉球官話集』に収録され

た各テキストや、琉球の家譜に「官話」という語が見られるとはいえ、「琉球

官話」という語は一度たりとも用いられていない。「琉球官話」という語は現

在『琉球官話集』に収録されているテキスト群をまとめて称する際にはじめて

登場したことから、もともとは古書店で峡を作った時の題謹であったと思われ

る。また、天理大学図書館の蔵書「琉球官話五種」という名称も琉球における

「官話」資料をまとめ、ラベリングした際のものである。ここに至りはじめて

『琉球官話集』に収録されていない漢語学習テキスト、例えば『白姓官話』、

『廣應官話』『人中畳』など問答形式のテキストや副読本の類も「琉球官話」
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の資料と見なされることとなり、その語は佐藤晴彦1978.1979や瀬戸ロ律子l9

90-9u4、小川英子1996らの研究においても「琉球官話課本」として総称され、

使用されている。故に、そもそも「琉球官話」という語は清朝内部における

「官話」と一線を画した形で古くから存在し、独立して使用されたことを意味

しての名称ではない'５．

次に、琉球における「官話」資料には如何なるものがあるのか概観しよう。

村上1971は、「官話」テキストを１～４の４タイプに分類しているが、官話を

学ぶプロセスを考慮してこれらを並べ替えれば以下のようになる。

｢～字話｣形式：『琉球官話集』(後五十五丁)『官話』(三字ロ)『琉球二字官話

集』『二字話』『三字話』『四字話』『五字話』『水晶香墜』

分類語棄集形式：『鹿應官話』『琉球官話集』(前十丁)『水晶香墜』

問答形式：

Ａ－『尊駕』『尊駕白文』『官話問答便語』

Ｂ－『白姓官話』『官話琉球漂流記』『琉球館遺文』

副読本：『人中蜜』(『風流配』『自作酵』『狭路逢』『終有報』『寒徹骨』)『新鍋

批評人中萱』『金玉叙』『随唐合傳』『玉厘記唐集』『六諭桁義』

１

２
３

４

武藤1915｢薩摩及び南島の支那語學奨勵」は､琉球における官話テキストの学

ばれる順序について以下のように記述している'４。

「琉球に於いては『二字話』『三字話』『四字話』『五字話｣等の単語編が先

ず學習すべき初歩の教科醤であった。琉球特有の支那語稽古本は『白姓官

話集』と『尊潔』と稲する官話集である。…此の二教科書は最も多く琉球

群島に流行した。又た久米村人は官話稽古の爲に『官話集』なるものを作

って居た。琉球で官話稽古の爲に最も多く讃まれた支那小説は『人中畳』

であった。…琉球群島の支那語學研究者は多く首里に集って其研鏑を積ん

だもので、其稽古の次第は『二字話』『三字話』『四字話』『五字話』と順次終

了して後に『白姓』『尊駕』を學び更に進んで『三國志』『水瀞傳』等の稗史小

説に及ぶを常例とした。」
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また、村上1971注(20)は、「注音の多いものほど早く学習されたと考えると、

その学習順序は『琉球官話集」→『官話問答便語』→『広応官話』→『学官話』

→『白姓官話』」としている。この両者に述べられるように、琉球の「官話」

は、二字、三字の単語レペルから、問答形式を経て、副読本を読むという順序

で学ばれたと考えられる。

これまでの琉球における「官話」資料に関する研究は、琉球において学ばれ

ていた、あるいは使用されていた「官話」が如何なる音韻体系、語葉体系、文

法体系を有しているのか、そしてそれらの分析をもとに各資料に表れる言語体

系が各時代の中国国内のどこの地方の言語を基礎にして成立していたかを解明

することに主眼が置かれていた。また、各テキストがいつの時代に書かれ、筆

写されてきたのかも大きな問題として検討されてきた。その結果、各「官話」

資料に表れる声調を示した印（声点）が陰平、陽平、上声、去声、入声という

五声調体系を示しているにもかかわらず、語薬的には北京語を中心とする北方

語蕊を主要なものとして福建語を始めとする南方語蕊が数多く混入しているこ

となどが、これまでの研究で指摘されている。このような、音韻的な状況と語

棄的な状況の混清が琉球における「官話」が大陸のどの方言に基づいているか

を特定する際の大きな障壁となっている。これまでの研究の琉球における「官

話」の基礎方言にについて言及した記述を時代順に列挙すると以下のようにな

る。下線は筆者による。

・成島1806

但薩邸舌人學蘇杭間語、琉人威作福語。是以問對往復之間、輕重清濁相互抵

悟。問一事及再四而終不得其賢者亦不勘。

･武藤1918：琉球ハ無論ノコト、薩藩ニスラ北京官話ヲ話シ得ルモノノアツ

タノハ支那文明東漸ノ門戸トシテ大二誇ルベキコトデ、當時唯一ノ海外貿易

港ダル長崎ニハ南支那語ノミ流行シテ北京官話ヲ能クスルモノガナカツタノ

二比シテ私ハ賓二奇異ノ感二堪ヘナイ、
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･伊地智1942：当時の北京語をも他の方言に劣らず学んだことは肯かれる。

・魚返1944：言葉の如きも本格的な北京語が用いられるわけであって、この
－

点長崎の通事たちが中南支の方言を目標にしたとのとは趣が異なっている。

･宮良1948：本書（『琉球官話集』－筆者注）は琉球の官人力批京官話を学

習するためのものであるから漢語を主体として記し、これに語調を表はす朱

点を施し、更に所を反切法によって字音を説明している。

・太田1950「児女英雄鱒の言語について」：琉球のものでは「白姓」（中略）

と称するものが－番重要なものであるが、これも純粋北京語といえるかどう

か疑わしい…

・村上1971：琉球の中国語学において、北京官話がまさしく主流になってい

たのは近世以後と考えてよい。

・佐藤1978：これまで琉球通事が学んでいたのは北京官話であったとする意

見が比較的多いようである。しかし写本＜人中画＞の言語を見るかぎり北京

官話とするにはあまりに説得性がないように思える。それはひとり

＜人中画＞にとどまらず他の琉球資料にもいえそうである。歴史的に見れば

琉球通事は北京官話を学んでいるはずである。が、言語資料をみるとそうは

思えない。

･佐藤1979：下江官話の特徴の強い、しかし下江官話の特徴を全くそなえた

ものではなく（たとえばく把＝給＞＜Ｖ把＞などがないこと）、北方語の特

徴をも少し兼ねた言語、そしてその中にやや福建語の影響と認められるもの

がある。そういう特徴をもった言語ということができるかと思う。…

琉球課本に見られるような、かなり下江官話に傾斜した官話が共通語のよ
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うな役割をにない、それが通用範囲が広かったため、そうした官話を学んだ。

･平1981：「琉球では純粋な北京官話ではなく、それに近い北方官話、ある

いは福建官話であった…「琉球の中国語が福建官話より、さらに北方官話、

あるいは北京官話を意識していたことは十分に予想される」

・矢放1982：「（久米村三十六姓が）移り住んだ当初は出身地である福建の

方言を使っていたのであろうが、時代が降るとともに、北京語を基礎方言と

する“官話,,_を継続的に学習したものと考えられている。」

・瀬戸ロ1992：（『学官話』＝『尊駕』を分析して）「この課本は北方方言

の南京語を基礎としており、声調に限らず、語葉・語法の面でも多く南京語

の特色を有している。しかし、南京語は北方方言の一種の次方言であり、そ

の他の次方言たとえば北京語とも融和交流している部分がある。…よって琉

球官話課本にもある程度南北混滑の現象がもたらされる結果となっている。」

「声調からみると南京語の範噂に入る。語紮・語法の面からみると、南京語

をベースとしてはいるが、北京語の要素もあり、やや複雑さを帯びてくる。」

瀬戸ロ1994：「《広応官話》の言語は北方官話ではなく当時南方の広い地域

で普及していた官話だったことが明らかである。」

｢北京官話をめざした琉球での学習中国語が琉球官話とかんが・小川1996：

える」

以上のように、「琉球官話」の基礎方言に関しては様念な議論がなされ、非

常に複雑な様相を呈するが、これは「～官話」という表現が定義がされないま

ま使用されていることも一因であろう。しかしながら、琉球における官話の基

礎方言は、大別して「北京語説」と「南京語説」に分けられる。これらを個別

に検討すると以下のようになる。
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成島1806は『琉球録話』の序文に書かれている文である。文化三年（1806）

に江戸上りした琉球使節の一行に、かつて福州に留学した郡嘉訓（古波蔵親雲

上）と梁光地（当間親雲上）がいたが、成島司直は彼らを芝の薩摩屋敷に訪ね

る。しかし、琉球使節は大和言葉の使用を禁じられていたため、薩摩の唐通事

を介して問答を行った。ところが、薩摩の唐通事は蘇州、杭州付近の言葉を使

い、鄭嘉訓らは「福語」であったため、その交渉には難渋を極めた様子が描か

れている。この「福語」は字面から「福建語」と考えられるが、これは漢語を

解したと思われない成島の記述ゆえ、彼が当時の中国語諸方言を聞き分けられ

たかどうかは疑わしい。例えば、北京語のような言葉を話していても、それを

全く聞いたことのない者がにしてみれば、それが「福建語」と思い違いをする

ことも大いにあり得ることである。故に、この記述をもって琉球使節が本当に

福建語を話していたと断定することは難しい。

宮良は、「琉球官話」に表れた漢語を、「北京官話」としているが、この具

体的な根拠を特'二を示している訳ではない。平1981では、「北京官話」と「北

方官話」の使い分けが見られる。そして、「北方官話」あるいは「福建官話」

という語も使用している。これは、中国における「官話」を北京という－都市

に通用していたものとは捉えず、「北方」さらには「福建省」まで広く分布し

ていたとの認識のもとに、「琉球官話」もその広範囲に分布する中国の「官話」

が広がった形として把握しようとする意図が見られる。平1981は一見、矛盾す

るようであるが、琉球における官話の実態は「北方官話」あるいは「福建官話」

というもので、当時の琉球人たちの心の中にある「官話」は「北京官話」であ

る、という意味であろう。これは小川1996の意図するところも同様であり、さ

らに小川1996の定義が意図するところは、北京官話を学ぼうと企図したテキス

トが、様盈な方言的要素が混入することによって変異してしまい、その北京官

話の変異形が「琉球官話」であると考えている。

佐藤1978,1979は、『白姓官話』『官話問答便語』峰官話』を語葉・語法の

側面から分析したことによって得られた結論である。この結論は、『白姓官話』

ら三雷に表れる言語を北京語とすることには否定的で、「下江官話の特徴が強

い」ことを示している。下江官話は南京市を中心とする方言区であり、ここで
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の意味は、瀬戸ロ氏のいう「南京語」とほぼ同義である。瀬戸ロ1992において

も、「琉球官話」は南京語を表しているという説を提示している。琉球におけ

る「官話」資料が、声点を使用しており、この声点が陰平、陽平、上声、去声、

入声という五声調体系を持っている点と、語薬に南方方言的な要素を含むこと

が、「南北の特徴を併せ持つ」南京語の状況と一致している点を根拠としてい

る。そして、瀬戸ロ1994では、臓應官話』を例にとり、「北方官話ではなく

当時南方の広い地域で普及していた官話だった」と論じる。

このように、各家の説が微妙に異なっているのは、両者が基づく事実の相違

による。前述のように順治元年（1644）年以来、官生を北京の国子監に送って

いることから、彼らが北京で学んでいる「官話」は「北京官話」であるはずだ

という歴史的事実を根拠とするか、「官話」学習テキストから言語学的な手続

きを経て得られた結果が、必ずしもその他の音韻資料の分析を通して知られる、

当時北京で話されていたと考えられる言葉とは言えないという言語的事実を根

拠とするかの相違である。もう一つには、「官話」が中国の如何なる地方のも

のであるのかを考察する際に基づいた資料がそれぞれ異なっている点も挙げら

れよう。例えば、『尊駕』や『官話問答便語』などの内容は福州での様子を描

いているため、その作者も福州に縁のある者によって書かれた可能性が高いの

に対し、『白姓官話』の如きは、琉球に漂着した山東の商人によって書かれた

可能性が提示されているため、『尊駕』や『官話問答便語』の作者の言語とは

若干異なった様相を呈することも否定できないと思われる。琉球からの留学生

としては北京に行った官生、福州に止まった勤学生など多様であり、全てが必

ずしも北京の「官話」に触れたとは限らないため、「官話」テキストも、作者

の経歴によって反映する言語が異なることも大いに考えられることである。ま

た、武藤氏の指摘するように、傍注には福建語も反映されているというテキス

トも存在し、こういった琉球における「官話」テキストも一枚岩であるという

前提は持ち得ないと思われる。

これまで指摘されて来なかったが、琉球における官話資料の中に全く、「官

話」に言及した記述が皆無である訳ではない。『廣應官話」の本文には以下の

ように記述されている。
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山西河南険西迭五省都是官話、没有郷談…」

山西河南険西のこの五つの省はみな官話であり、郷談

｢北京山東

｢北京山東

はない」

ここでの「郷談」とは「官話」に対する「方言」の意であろう。上記の地名

は現在北方官話が使用されている地域であり、この記述に関しては、「南方の

広い地域で普及していた官話だった」と断ずる瀬戸ロ1994には全く言及されて

いない。この記述は琉球における「官話」資料が自ら「官話」について言及し

た、唯一のものであり、ある程度、重要視されなければいけないように思われる。

この文が意味しているところは、「北京、山東、山西、河南、険西の五つの

地域では、官話と方言の差がなく、それ以外の地域に見られるような「郷談」

がない。ということを表しているものと考えられる。今日の五地域の言語状況

を見てみると「郷談がない」と言い切れるものではないが、この時代の「官話」

の通用範囲に言及した点は示唆的である。

琉球語の具体的な記述や分析ではないが、琉球に訪れたヨーロッパ人の航海

記には、琉球の言語と日本の言語との比較、あるいは琉球官僚が話す中国の官

話についての記述がある。当時、アジア地域に訪れたヨーロッパ人にとっては、

日本語や琉球語よりも漢語の方がより有用な言語であり、中国の周辺諸国には

必ず漢語の通訳が配置されていたため、多く漢語によるコミュニケーションも

行われていただろうと考えられる。CharlesGutzlaffの"JournalofThree

VoyageｓａｌｏｎｇｔｈｅＣｏａｓｔｏｆＣｈｉｎａｉｎｌ８３1,1832＆１８３３withnoticeof

Siam,Comea,andTheLooChoolslands."の８月24日の記述には以下のよう

に記されている。

８月２４日】６

我台は、彼らの言語（琉球語を指す－引用者注）を調べる機会を得たが、

それはメドハーストの『英和・和英字典」と比較する限りにおいて、日本

語と著しく近似しているように思われた。その正書法もほぼ同一のものに
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して、文字の発音もいくつかの例外を除けば極めて類似のものである。し

たがって琉球の人たちはもともと日本本土よりの移住民をもって形成され

たとする蓋然性があろう。中国帝国の附傭としての現今は、しかし、知識

階級の間に官話方言（筆者訂正)17の浸透を結果することとし、多くのもの

が北京に於いて教育を受けたと我台に語っていた。

ここから、中国に訪れたヨーロッパ人の使う「官話」が琉球においても使用

可能であったことを窺い知ることができる。琉球において、漢語による意思疎

通が困難であったとの記述は、これ以外の文献においても特に見られない。ヨー

ロッパ人が、琉球人が北京において教育を受けた言語として、themandarin

dialectを挙げる点、注目される。

琉球における官話が如何なる基礎方言を持っていたのかという問いに答える

には、まず中国で使用された「官話」の状況を知る必要がある。北京の宮中で

話されていた「官話」がどうだったのか、南方の官僚の間で使用されていた

「官話」や商人が使う「官話」とどのような違いを持っていたのか、琉球で使

用された「官話」は誰に対して使うことを想定していたのか、など多くの疑問

点があり、これらの問題は琉球資料を見るだけでは、様念な位相をもつと思わ

れる「官話」が如何なるものであったのかを理解できないと思われる。

中国での「官話」はどのようにとらえられているのであろうか。中国におけ

る官話の基礎方言に関する議論も同様、大きく北京音説、南京音説、河南話説

と分かれている。魯1985、楊1995、古屋1989,1996,1998などによる宣教師資

料による明末清初の状況は以下の如くである。

イタリアのイエズス会宣教師ルッジェーリ（MicheleRuggieri）は官話つま

り、マンダリン（イタリア語Mandarina）をlalinguacinadellacorteすな

わち｢中国の宮廷の言語」と定義している。そして、官話音の具体的な姿は、

イエズス会のルッジェーリの『賓主問答私擬ルニコラ・トリゴー『西儒耳目

資ルキルヒェル『中国図説』など宣教師資料に見られ、ここから得られる官

話の音系、声調の調値から、少なくとも宣教師資料に表れている官話の音系は

南京方言を基礎としている、との説が提示されている。
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さらに、ドミニコ会士ヴァロはArtedelalenguamandarina（『官話文典』）

のなかで中国の官話について、（1膳話が帝国の共通語であること、(2)官話をき

れいに話すのは南京省や北京の住人であること、(3)それ以外の地方には様々な

方言があり、特に婦女・農民は官話を解さない、ことを記録している。つまり、

明末清初における、北京の読書人の間では、南京語に近い体系の官話が話され、

当時の北京の庶民とは異なった言語を話していたと考えられる。官生が北京に

行っていたという歴史的事実と、琉球における官話資料の表す言語が南京語を

反映しているという事実は、一見すると矛盾するようであるが、当時、北京の

読書人の間で話されている官話が南京語を基礎としたものであり、北京の庶民

が話していた言葉と径庭を存していたと考えるならば、この両者は相反するも

のにはならない。もちろん、「下江官話」、「南京語」と－口に言っても当時

の南直隷の範囲は現在の江蘇省、安徽省にを含み、必ずしも現在の南京一地点

に限定することができず、広い範囲で使用されている言語を表し、そこに多く

のバラエティが存在してものと考えられる。

さらに、中国の官話自体で言うなら、一地域においても、それ自体は単一の

ものではなく、使用階層や使用状況によっていくつかのモードがあることが報

告されている。ヴァロの『官話文典』には以下のように観察されている。

第一モード：書かれる時の方式で話されるもの。知識人のみが理解し使用

する。

第二モード：中間的で優雅なスタイル。大部分の人が理解。

第三モード：粗野なスタイル。婦女・農民に説教するときのもの。

これは話しことばにおける、金1988の「文言」「混交体」「白話」、山崎19

89の「文語的スタイル」「文語と口語の混交体」「口語的スタイル」に対応す

る。萬暦年刊の知識人の間で学ばれた官話は第二モードに近いものであった。

時代はややくだるため単純な比較ができないが、上記を踏まえて、琉球にお

ける官話資料が上記「官話」のどのモードを反映しているか考えてみよう。琉

球における官話資料には、文語体が全く用いられていないので、第一モードで

－８８－



はない。では、第二モードであるかと言えば、否である。なぜなら、琉球にお

ける官話資料においては、第二モードである白話資料『人中蜜』をさらに、口

語体にした文献が存在することと、使用されている語葉が文語との混交状況を

示しているとは考えられないからである。使用されている語薬や福建方言の混

入状況を考慮すると、琉球における官話資料は、第三モードに近い状況を反映

しているものと考えられる。前述のように琉球から福建に渡った留学生の殆ど

が勤学生であったこと、『官話問答便語』などが福建の生活を問答体を描いて

いることからも、琉球における官話資料には、第三モードにあたる言語が反映

されていると考えるのが穏当であろう。

国家が定義する今日の話し言葉である普通話とは異なり、清代に「官話」と

呼ばれていたことばは、統一され、形式を整えられた発音体系を朝廷から付与

されることはなかった。それは言わば、linguafrancaのような、地域的、時

代的、属性的、個人的に変異が大きいものであったと考えられる。全国統一の

体系的教育制度と近代技術による通信制度の存在しない当時の中国社会におい

て、標準的話し言葉が全国で遵守されていた訳ではない。清朝国家もまた、話

し言葉の標準的発音体系を作りだし、規格を与えようと言う意思を示したこと

はことはなかった。しかし、官話は現に存在し、様Arなしベルで使われる訳だ

が、琉球における官話は、中国の官話の、琉球における－つの実現形態であっ

たと考えられる。

まとめ

中国語による琉球語資料､および琉球で学ばれた官話資料に関するこれまで

の研究について振りかつえってきたが、これまで多くの資料が紹介される中で、

書名として歴史に登場するが､現在その存在が確認できない書物もある。魚返1

994によると､琉球における｢官話」資料には､上記以外にも『水晶香墜』、『官

話琉球漂流記』『琉球館遺文』なる琉球語対訳の漢語学習テキストの存在が紹

介され､さらに伊地智1942によると『琉球写本官話問答』なる書物の存在も知
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られるが､いずれも所蔵は確認されていない。これら資料は､既に存在が確認さ

れている資料の異本である可能性も高いが､それは精査の上に確定しなければ

ならない。

また、近世に奄美諸島への中国船舶の漂着が多くなるにつれ、寛保三年

（1743年）奄美諸島においても唐通事制度が設けられ、１０歳前後の少年が薩摩

の唐通事家で7,8年の修練の後、唐通事稽古、唐稽古通事、唐本通事、唐船方

掛などの階級に昇っていったことなども知られている。こうした場においても

何らかのテキストが使用されていたと思われる。また、本稿では言及しなかっ

たが、琉球人の英語テキストとして『琉英國語』の如き英語の発音をカタカナ

と漢語で示す資料もある。注音に使用される漢字は、日本や琉球の発音ではな

く、「官話」の発音で読まれることが意図されており、ここから漢語の通事が

英語の通訳をも兼任していた状況が窺える。大城1977によると、「『琉英国語』

は、島津斎彬の政策によって琉球へ派遣された園田実徳へ、牧志朝忠がこれも

おそらく斎彬の秘命によって英語を教えたテキストだと理解される。一八五三

年（嘉永六）から一八五七年（安政四）までの四年間のうちに作成されたこと

になる」とある。また、英語のみならず、薩摩から琉球へ「官話」を学ぶため

に訪れ、逆に琉球から薩摩へ通事が出向き、琉球で編纂された英語や漢語のテ

キストを使用して、薩摩の唐通事に外国語を教授していたという情況が19世紀

半ばに見られた。このように、琉球における官話を考える際は、沖縄本島のみ

ならず、宮古・八重山諸島、奄美諸島の漢語学習の状況が如何なるものであっ

たのか、そして、長崎、薩摩など近隣地域の漢語学習状況と如何なる違いを有

し、相互にどういった関係にあったのかも視野に入れて考える必要があるであ

ろう。具体的には、中国側の「官話」の状況や長崎、薩摩の唐話など同時代資

料との比較、検討が必要とされる。

琉球語を表す漢語資料に関しては、「陳侃」が「琉訳」よりも先に成立する

との仮説を提示したが、これ以外の漢語資料に関しても、多くの問題が残され

ている。それは、陳侃から夏子陽までの「夷語」までは比較的先行資料の影響

が強いが、清朝成立後に編纂された、張學濃～中山博信録～琉球入学見聞録に

は、寄語の変更や新たな項目の増加が見られる。決して大きな変更ではないの
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だが、その変更の意図を読みとることにより、当時の音変化の姿を垣間見るこ

とができるものと思われる。

琉球語の史的研究はもちろん外国語によるものばかりではなく、仮名で書か

れた資料による研究にも多くの蓄積がある。本稿では、敢えてこれらの成果を

参照することはなかったが、今後はこれらの有機的な統合がはかられるべきも

のと考える。
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石崎2001：石崎博志“『琉球鐸』の基礎音系”（未刊）
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注釈

’各資料には各交テキストが存在し、夫馬進『使琉球録解題及び研究』に詳述

されている。

２『音韻字海』の「夷語音檸」については石崎2000を参照。

a浜田教『国語史の諸問題』ｐ450･石田幹之助『東亜文化史叢考』pl67に論

考がある。現存する「琉訳」の版本としては、ロンドン大学本、阿波国文庫本、

稲葉君山本、ハノイ本がある。ロンドン本の「日本訳語」には「嘉靖二十八年

十一月望通事序班胡満楮效良楊宗仲校正」の識語がある。「日訳」ロンド

ン本はロンドン大学東洋アフリカ学校所蔵。モリソン・コレクション写本目録

Ｓ０．Ａ.S､MS80823に登録されている。蒋1996によると、胡滞、楮效良、楊宗

仲の三者は明・會同館に実在した通事とのこと。

‘服部は「詞」の誤字とする。

５「亦兼」は字形の相似による「亦葉」の誤写の可能性がある。

６識語は注４を参照。

７原文では「了」であるが、『音韻字海』により「子」に改む。

８原文では「末」であるが、『異称日本博』により「未」に改む゜

１０李鼎元は言った：私は『琉球課』を著し、始めは『球雅』と名付けたが、如

何思うか？

私は言った：草木虫魚の言語文字に翻訳しただけではないので、雅と言うに当

たらない訳ではないが、何故これを改めたのか。

李鼎元は言った：雅は草木虫魚だけではない。五雅はみな「雅」の字で名を立

てている。先日、或る者が、琉語・球字は「雅」とする価値がないと言ったの

で、「鐸」に改めた。

私は言った：人がそう言うのなら、改めることに何の支障もないでしょう。

李鼎元は言った：国の文字は国によって異なる。琉球の国字は日本字である。

私は言った：この日本のいろはである。中国の二十余字を使い、その半分で字

母をなしている。

李鼎元は言った：今、その字母は合計47字である。槽書体も、草書体もある。
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私は言った：日本にはさらに片仮名があり、分からない。漢字の傍らに書いてい

るのはその句読である。彼らは始め文をなすことを知らず､飲酒を酒飲といい、

作詩を詩作と言う。片仮名文を使って､句読を定め､人に教えると、その後､5次

第に文を理解するようになった。

ｕ明・畢效欽が『爾雅』『鐸名』『廣雅』『埠雅』『爾雅翼』の五つの訓話書を集め

て刻し、総称したもの。また、明・郎奎金は『爾雅』『逸雅』『魔雅』『坤雅』『小

爾雅』を指して五雅と称する。

'２『中山博信録』巻四「琉球地圖」に「久米…皆洪武中賜、人三十六姓、居之

不他徒。故名唐醤、亦稻管中。後改爲唐榮」とある。

週平1975「近世南西諸島における唐通事（上）」琉大史学第７号による｡江戸

時代の長崎、薩摩および奄美諸島の通訳は唐の字が冠されて、一般的には唐通

事と呼ばれ、唐本通事や唐稽古通事などと称されてきたとある。

Ｍ元来琉球二於ケル支那語ノ研讃ハ閏ノ三十六姓ノ後喬ダル久米村人ニヨツテ

試ミラレタ、久米村は唐菅トモ唐榮トモ書イテ其支那人ノ商孫タルコトヲ誇ト

シ、久米村人ハ永ク故國ノ…サレバ琉球ト支那トノ連鎖ハ常二此部落ニヨツテ

ツケラレテ居テ此部落ノ入会ガ話ス支那語ガ常二琉球ノ支那語トシテ通用サレ

タカラ島津氏モ此等唐営ノ人☆ガ話ス支那語を琉球全随二普及セシメテ以テ支

那貿易を固滑ナラシメントシ夕。

サレバ首里、那覇ハ無論ノコト宮古、八重山二群島ヤ其他ノ離島ニモ随分支那

語ガ奨励サレタサレバ今日先島へ遊ンデ唐通事ノ家出ビヲ採訪スルト諸種ノ支那

語學諸ヲ見出スコトガアル、私はハ昨年ノ夏、首里ノ普天間氏、宮古島ノ某氏、

石垣島ノ金城、宮城、大濱諸氏（是ハ唐通事家デアル）ノ家会二採訪シテ支那

語稽古本ヲ見タガ其主夕ルモノハヤハリ『二字話』『三字話』『四字話』『五字話』

等ノ臘寓本デアツタ又夕久米村人ガ特二官話稽古ノ爲二作ツタ『官話集』ナル

モノヲ沖縄縣立図書館で－閲シダ、尚琉球特有ノ支那語稽古本『白姓官話集』

ト『尊駕』ト瀞スル官話集ヲ宮古島ト首里トテ覧夕、…支那小説デ最モ流行シ

タモノハ『人中壷』デ支那語稽ノ爲二全琉球群島デ調マレタモノラシイ、私ハ

石垣島ノ唐通事家デ『狭路逢』『金玉叙』『随唐合傳』『玉厘記唐集』『新鏑批評人

中萱』、等ノ支那小説本ヲ寓目シダ是ハ勿論支那語稽古ノ爲二調ンダモノデア
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ロウ、是モ石垣島ノ唐通事家デ見夕『四字話』『五字話』等ニハ支那音ニハ福

建語ヲ附シ和鐸ニハ薩摩ノ士音方言ヲ用ヰテ居タノハ頗ル妙デ當時琉球人二必

要ナル日本語ハ薩摩方言ノミデアツタ事賢ガ偲ハルルデハナイカ。…南九州ハ

ー帯二往古ヨリ支那二關係深ク従ツテ支那語ノ研究モ他ノ日本ヨリハ盛ナ方デ

特二北京官話ノ研究ガ行ハレテ居タコトハ大二注意スペキコトデアルト思う、

琉球ハ無論ノコト、薩藩ニスラ北京官話ヲ話シ得ルモノノアツタノハ支那文明

東漸ノ門戸トシテ大二誇ルペキコトデ、當時唯一ノ海外貿易港ダル長崎ニハ南

支那語ノミ流行シテ北京官話ヲ能クスルモノガナカツタノニ比シテ私ハ賢二奇

異ノ感二堪ヘナイ、

'5平和彦1981に近世琉球では「官話」という語を、長崎・薩摩では「唐話」と

いう語を使用していることが「琉球と長崎、あるいは薩摩で使用した中国語の

違いを物語っている」とする。因みに、「琉球官話」の語を瀬戸ロ1992は

Ryukyu，sMandarinと英訳するが、以上の経緯から、theMandarinin

Ryukyuが適当であると思われる。

'６原文：August２４．－

Wetookanopportunityofexaminingtheirlanguage，whichseemed

greatlytol巴sembletheJapanese，ｓｏｆａｒａｓｗｅｃｏｕｌｄｃｏｍｐａｒｅｉｔｗｉｔｈ

Ｍｒ・Medhurst，sJapanesevocabulary・Thealphabeticalwritingis

nearlyｉｎｔｈｅｓａｍｅｆｏｒｍ，andthelettersarepronouncedinthｅｓａｍｅ

ｗａｙ，ｗｉｔｈａｖｅｒｙ化ｗｅｘceptions、Ｉｔｉｓ，the唾fore，ｎｏｔａｔａＵｉｍｐｒｏｂａｂｌｅ

ｔｈａｔｔｈｅＬｏｏ－ＣｈooanswereoriginallyacolonyfromJapan・Their

presentvassalagetotheChineseempirehasgiventothemandarin

dialectagreatascendencyamongsttheofficers，whoconverseamong

themselvesalmostexclusivelyinthisdialect、Ｍａｎｙｏｆｔｈｅｍtoldus

thatthemandarindialectwasalsotaughtinschoolsontheislan。、

ThemajorityofthepeopleunderstandtheChinesecharacters，ｂｕｔｄｏ

ｎｏｔｋｎｏｗｈｏｗｔｏｒｅａｄｉｔｉｎｔｈｅｍａndarindialect・Thesameisthecase

throughoutJapaｎ．

ｌ７山口氏の訳ではthemandarindialectを「北京官話」と訳すが、中国におけ
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る「官話」がどこの地方の言葉を基礎としているかの議論がある以上、「官話

方言」と訳さねばならない故、訂正する。
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