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クラプロートの琉球語研究について

石崎博志

はじめに

ユリウス・ハイソリッヒ・クラプロート(JuliusHeinrichKlaproth)は､1783

年10月11日ベルリソに生まれた十九世紀を代表する東洋学者である｡その業績

は"ArchivfUrAsiastischenLiteratur,GeschichteundSprachkunde"1810年

(日訳『アジアの文献・歴史・言語論叢』以下『論叢川AbhandlungUberdi

eSpracheundSchriftderUigu妃njl820年（『ウイグル言語文字考』）M6mo

iresrelatifSarAsie,Paris’182628年（『アジア論集』三巻)、Chr巴stomathie

mandchou,Paris’1828年（『満文選』）など２言語研究を中心として多岐にわた

る｡そのうち上記『論鑑』のなかに､SprachprobenvonLieu-kieu（日訳「琉

球の言語サソプル｣以下､｢サソプル｣)と題した論考がある。これは語薬集に対し

て寄語の発音と提示語のドイツ語訳を付けた簡単なものではあるが､西洋の学

者が琉球方言の研究を手がけ､具体的な形でヨーロッパに紹介した最も早期の

ものである。因みにクリフォードの"ＡＶＯＣＡＢＵＬＡＲＹＯＦＴＨＥＬＯＯ－Ｃ

ＨＯＯＬＡＮＧＵＡGE"(バジル・ホール②Accountofavoyageofthewestcoa

stofCoreaandtheGrcatLooChooIsland,'所収)の出版が1818年であるから、

Iここには、『華夷課語』の高昌館諏語(乙本)の研究が含まれる。

2他のクラプロートの業織に関しては､Cataloguedeslivmesimprimes,desmanuscrits

etdesouvrageschinois,tarta唾s,japonais,etccomposantlabibliothequedefeuM、

Klaprothに詳しい。また彼の評伝は､Michaud編,Biographieuniverselleancienneeｔ

ｍｏｄｅｍｅのKlaprothの項､Cordier1UnorientalisteallemandJulesKlaproth’Compt

esr巳ndusdesseancesdel,AcaddmiedeslnscriptionsetBellesLettres,1917､石田幹

之助『欧人の支那研究』（1933年共立社書店)､高田時雄編『東洋学の系譜欧米繍』（19

96年大修館露店)などがある。
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出版年としては八年クラプロートの研究が先んじる形となる。クラプロートが

この論考において十六世紀末､周鍾等により編纂された『音韻字海』に収めら

れている、漢語の語彙に対して琉球語語棄を漢字で記した語彙集｢夷語音鐸」

を扱っていることは､夙に新村出3､西田龍雄‘らによって指摘されている｡近年、

仲井間1995により同論考が日本語に訳出されてはいるが5､残念ながらこれを含

む先行研究は詳しい内容まで踏み込んだものはない｡本稿は､『音韻字海』｢夷語

音鐸｣に関連する若干の問題を考察し､｢夷語音鐸｣に関して先駆的な業績を残し

たクラプロートの研究が今日的な観点からどのように位置付けられ、またクラ

プロートの同時代人が『音韻字海』｢夷語音葎｣に対して如何なる評価を与えてい

たかを論じるものである。

§１『音韻字海』について

『音韻字海』は明の周鐘､陳明廷､周光詐によって編纂された字書である。

しかし、『音韻字海』は『明史』「藝文志｣、その後の『四庫全書総目提要』

など現存する目録にその書名すら見えず、原本を参照しても成立年代は未だ

詳ではない。

中国での『音韻字海』に関する研究は､管見の限り皆無と言ってよい。しかし、

s新村出"南嶋を思ひて"（『古琉球』序)の附記に､「クラプロートは一八一○年､文化七年

｢亜細亜文學歴史言語録事｣ArchivAsiatischeLitemtur,GeshichteundSprachkunde

巻一に於て｢夷語音澤｣を示せり｡其由少アーデルソグの増補本｢言語集｣ミトウダーデス

四巻に見ゆ｣とある。

‘『緬甸館課語の研究』（華夷謙語研究叢書Ⅳ1972年３月31日松香堂)｢第三章緬甸館議

語とKlaproth｣の注2において｢Klaprothは同じ論集に含まれる論文ⅧSprachproben

vonLieuKieuでYTuynsche(夷語音鐸)の琉球語を紹介している…｣とある。

s仲井間憲児ほか訳｢クラプロート：アジアの文献･歴史･言語論叢の検討｣，『琉球大学法

文学部紀要』RyudaiReviewNq40pp､145-182’1995年｡この論考は新村や西田以後

に出されたにもかかわらず､クラプロートが引用している書物が｢夷語音樺｣であること
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19世紀初頭､日本においては松下見林､ドイツにおいてはクラプロートが本書を

参照している。これらはいずれも『音韻字海』本文ではなく、『音韻字海』の

｢首巻｣に収められている｢夷語音稗｣のみを問題としているが、『音韻字海』は

これまで｢音韻字海｣そのものが研究対象になったことはない。

『音韻字海』`の内容は大きく分けて「精刻字海」－巻（以下｢首巻｣）と

「音韻字海」二十巻の全二十一巻からなる｡｢夷語音鐸｣と｢いろは｣の音を漢字

で注音した｢夷字音樺｣は｢首巻｣に付録として収められている｡この｢精刻字海」

という名称であるが､本書全体を通して統一されて使われているわけではない。

この名称は､目次には｢精刻字海｣､｢首巻｣が始まる頁の冒頭には｢精鋼字海｣､そ

して｢夷語音鐸｣が含まれる首巻の末尾には｢音韻字辮｣とかかれている｡一方､版

心には｢音韻字海巻之首｣から｢音韻字海巻之二十｣まで一貫して書名と同じ｢音

韻字海｣の名称が使われていている。

「首巻｣の構成をみよう。まず､漢字の造字法を説明した｢蒼領始製文字｣｢伏義

始分六書｣からはじまり､｢字分四盤｣｢定盤方位｣｢分盤清濁｣などの発音法や｢切

字要法｣｢三十六字母切韻法｣などの反切法を示す記述を経､紛らわしい字形を列

挙した｢分毫字嬬｣が｢天文字僻｣｢地理字涛｣｢人物字僻｣などの順序に記述されて

いる｡そして､｢首巻｣の最後に附録として｢夷語音棒｣｢夷字音鐸｣が掲載されてい

る｡首巻を内容的に分ければ､伝統的な小学の内容を説明した部分と異民族の語

蕊を扱った｢夷語音鐸｣からなるが､ここで異民族の言語として選ばれたのは琉

球語の象であり､朝鮮語や日本語､ヴェトナム語など当時に交流のあった他の周

辺言語は掲載されていない。

次に書名にもなっている｢音韻字海｣の部分に移るが､｢音韻字海｣二十巻は本

書の大部分を占めている｡｢音韻字海｣は部首配列の字聾で､親字に対する音注は

殆どが直音形式をとる｡注は、簡単な義注を含むものもあるが、音注のみの例

が殆どである｡｢首巻｣に反切法を説明する項目があることは上述したが､｢音韻

には言及されていない。

`本稿において､二重括弧の『音韻字海』は｢首巻｣と｢音韻字海｣の二つを包摂した名称

とする。
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字海｣の音注で反切によって注音した例は一例もない｡二十巻という大部な字瞥

で､音注に反切を使用せず､直音形式しか用いていないという例は明代にいくら

か見えるが、全体としては極めて稀であると言えよう。

『音韻字海』という書物全体を通して見ると､｢首巻｣は附録的な印象を受け

るが､その｢首巻｣における｢夷語音鐸｣の位置づけはさらに附録的で､｢夷語音檸」

は字書中の他項目と何ら関連をもたず､それを収録しなければいけなかった編

者の意図が見いだしにくい。

§２｢夷語音鐸｣について

上述のように、『音韻字海』における｢夷語音樺」は特殊な性格を帯びるが、

次に｢夷語音鐸｣自体が如何なる体裁しているかを紹介しよう｡｢夷語音樺｣は全

体を｢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｣｢身魑門｣｢珍賓門｣｢数目門｣｢通用門｣の15のジヤソル

に分け､それぞれのジャンルにおいて､｢天甸尼｣の如く、漢語に対する琉球語音

を漢字で表記している。この例では､｢天｣が漢語､｢甸尼｣が琉球語音を示す。こ

の体裁は『琉球館鐸語』など他の資料も同様である。項目数は３９０゜このテ

キストは､内閣文庫に三部、国立国会図書館に－部所蔵されており、これまで５

つが紹介されている。

｢内閣本」：内閣文庫蔵明版『音韻字海』所収｢夷語音樺」

｢国会本」：国立国会図書館蔵『音韻字海』所収｢夷語音鐸」

｢松下本」：松下見林『異稿日本博』所収｢夷語音樺」

｢東条本」：東条操『南嶋方言資料』所引｢夷語音稗」

｢クラプロート本ルクラプロート所引｢夷語音鐸」

「内閣本」は京都大学文学部国語学国文学研究室編『纂集日本讓語』（1968年

京都大學國文學會ppl87-191)に影印本が紹介されている｡｢国会本｣は丁鋒著

『琉漢對音輿明代官話音研究』（1995年２月１日､中国社会科学出版社)において

影印本が掲載されているが､原本の破損状況及びそれを影印したことにより判
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読不明となった箇所が見られる。しかし､｢夷語音騨｣の部分に関する限り｢内閣

本｣､｢国会本｣ともに異同が見られず､同一版木である可能性が高い｡｢東条本｣は

｢夷語音鐸｣を『中山博信録』、『琉球館鐸語』を引き合いに出して比較したもの

である｡｢東条本｣は項目の順序を『中山博信録』に従って列挙しているため､項目

の前後関係が他本とは異なっている｡｢松下本｣は松下見林(西峰散人)編『異穂日

本博』（1975年国霧刊行会pp､939-948)に収められているテキストである。

『異瀞日本樽』は中国､朝鮮など周辺国の諸書から日本に関する記事を抜粋して

編集された霞物であり､上中下三巻十五冊からなる｡巻上が三冊､巻中が八冊､巻

下が四冊で､上中巻は中国史部､子部文献史料を中心に111種､下巻は朝鮮半島の

史料15種を引用書目に挙げている。このテキストは｢内閣本｣｢国会本｣とは寄語

の用字に異同が見られる｡そして､多和田風一郎は『沖縄語漢字資料の研究』（19

98年渓水社)において『凝集日本課語』、つまり｢内閣本｣を底本にそれらを活字

化しているが､誤植が頗る多く、実用にたえないのが残念である。

これら「クラプロート本」を除く４テキストはそれぞれ語蕊項目や寄語に些

かの違いがあるが、ほぼ同じ系統のものであると認められる。本稿では、前掲

の４テキストの代表として影印が比較的鮮明な「内閣本」を底本とした。残る

クラプロート本は原本の影印を提示しているわけでもないので､厳密にはテキ

ストと言い難いが、その内容は後述の如く前４テキストとは大きな差異を有し

ている。

さて､新村出､金城朝永両氏は『音韻字海』の編纂を｢明・万暦初年頃の編纂？」

と記しているが､万暦年間は1573年から1620年の48年間であるから､万暦初年は

おおよそ1573年から1590年頃となる。この時期における琉球語の漢語(漢字)資

料は以下の如くである。

【成立年が比較的特定できるもの】

1534年（嘉靖十四年)陳侃､高澄?編『使琉球録』付録｢夷語｣｢夷字｣(以下『陳』）

ｱ明の第九次冊封使｡テキストは『使琉球録三種』（憂潤大通聾局印行｡憂潤文献史料鍍刊

第三鱒)所収､１日国立北平図番館所蔵､現国立中央図醤館(台北)所蔵の嘉靖中原刊本を参照。
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1561年郭汝練『使琉球録』Ｂ「夷語附｣｡(以下『郭』）

1579年（萬暦七年)薦崇業､謝傑9編『使琉球録』付録｢夷語｣｢夷字｣(以下『繭』）

1596年（萬暦二十四年)劉孔當編『翰林重孜義韻律大板海篇心鏡』｢夷語音穰」

1606年（萬暦三十四年）夏子陽､王士禎'０編『使琉球録』付録｢夷語｣｢夷字」

(以下『夏』）

【成立年不詳皿】

明・茅伯符絹『琉球館課語』（以下『琉訳』）

明・周鍾等編『音韻字海』「夷語音鐸」明・劉孔富の識語あり｡(以下『音』）

明・宋膝撰､屠陸（赤水）訂正。『篇海類篇』「外夷語之殊」

明・陳仁錫篇、諏元春校『陳明卿太史考古詳訂遵韻海篇朝宗』｢夷語音鐸」

琉球語を表す漢語資料には『華夷課語』丙種本に含まれている『琉球館讓語』

をはじめとして上記のように多数挙げられるが､これらは､体裁､内容とも近似

しており､収録葉､収録語葉数､寄語において差異を有しながらも､後続資料に転

載されていることはこれまで幾たびか指摘されてきた。

『音韻字海』「夷語音穆｣もその例に漏れないが､上記の資料を相互に比較す

ると､なかには相対的に内容が近いものと､少なからず異同が見られるものがあ

り、テキスト間の親疎は一様ではない。『音韻字海』の｢夷語音鐸｣は『琉訳』

8明の第十次冊封使｡テキストはアメリカ議会図書館(LibraryofCongr巳ss)原蔵の『重

編便琉球録』上下二巻本と嘉手納宗徳筆写油印本の二本があるが､後者を参照｡前者は

未見。

，明の第十一次冊封便．テキストは『便琉球録三種』（蜜潤大通書局印行｡憂悶文献史料

叢刊第三輯)所収､萬暦中原刊本を参照。

』･明の第十二次冊封使｡テキストは『便琉球録三種』（彊潤大通霞局印行｡憂潤文献史料

叢刊第三輔)所収､國立中央図書館抄本を参照。

u他に東条操１９２３が『海篇正宗』「夷語音鐸」を挙げるが、内閣文庫には該書は所蔵さ

れていない。
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『陳』とは一線を画し､郭汝篠『便琉球録』「夷語附｣と相対的に寄語が近似し

ていると言える｡両者の近似を裏付ける証拠としては､両者には『琉訳』や『陳』

には見られない提示語を含んでおり、その新たな提示語においても一致を見せ

ている点が挙げられる。また、『音』には劉孔當の識語が見られるが、劉孔賞

という人物は1596年（萬暦二十四年）『翰林重孜義韻律大板海篇心鏡』という

韻書を編纂している。この書物にも｢夷語音檸｣が収められていることから、

『音韻字海』の成立を万暦初年とするなら､『郭』や『蒲』の成立は1561年､1579年と

それより早い｡さらに上記のような『音韻字海』における｢夷語音樺｣の附録的な

位置づけと､『海篇朝宗』の識語(§３(G)参照)を考愈すると､｢夷語音樺｣は『音韻

字海』の編者になるものではなく、何らかの書物から転載されたものである可

・能性が高い。故に『音』の｢夷語音稗｣は『郭』の｢夷語附｣或いは『繭』の｢夷語｣のか

ら直接転載された可能性が高いと考えられる。

§３クラプロートの｢琉球の言語サソプル｣について

これからクラプロートの論文｢琉球の言語サソプル｣の分析に入る｡｢サソプル」

はまず､冒頭に琉球の地理的位置や｢夷語音樺｣に対する簡単な説明をドイツ語

で行ったあと､｢夷語音鐸｣の寄語をローマナイズしたものと､｢夷語音鐸｣の提示

語の意味をドイツ語に訳したものを列挙するという構成をとっている｡本稿で

は便宜的に前者のドイツ語による説明を｢解説｣､後者の｢夷語音穰｣のローマナ

イズと語釈をした部分を｢語棄集｣と呼ぶ。

では､クラプロートの書いた｢解説｣部分の分析に入る｡｢解説｣は短いので翻訳

の全文を掲載する。なお､翻訳には仲井間1995を参照したが､訂正した個所があ

ることをお断りしておく。（以下のローマ字部分はクラプロートの原文のまま。

(Ａ)などの記号､下線は筆者による｡）

m・琉球の言語サソプル

数多くのアジアの言語について、旅行者あるいは宣教師を通していろいろな

資料を入手したが、それらの資料を整理することによって他の言語との起源や
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類似性の手がかりが得られるものと思われる｡ただ我々、ヨーロッパ人が全くと言っ

てよいほど足を踏み入れたことのないこれらの地域にあまりにも疎く、したがっ

て我々が知り得る範囲が限られることは否めないｂこの地域すなわち日本と台湾

の間には(Ａ)LienFKieuあるいは､(B)LCInn-Ki6uと称する島喚が存在するが、日

本人の間ではRiu-kiuあるいは(C)Woki-noPssimaと呼ばれている＊)。この36の

島々からなる国は、中国の支配権に服する王により統治され､北京から授けられ

た漢字と満洲文字による印章を使用し、その印章には古い漢字で(D)Lied-kieq-g

u6-uannFdshi勺､、そして満洲文字では(E)Ｌｉｕｃｉｕｇｕｒｕｎｎｉｖａｎｎｎｉｄｒｏｎと

刻まれており、いずれも琉球王国の王の印章であることを示していた。

私は､幸運にも､16世紀の末に中国語で印刷されたこの島の語蘂集を入手したの

であるが､(F)これは使節と共に北京に随行した通訳の手になるものと考えられ

ろ｡その内容は､項目ごとに分類されており、(Ｇ)Y-yD-yn-sch6と表題が付さ

れているが､これは異国語の語藥および発音についての注解を意味している｡次に

それらを列挙するが､この資料からこの言語は日本語の方言であり､多くの中国語

が取り入れられていることが明らかである。

(Ｈ)＊）土着民はOgiIと呼んでいた。

上記がクラプロートの｢夷語音鐸｣に対する解説である｡論文題目のSprachprob

envonLieu-kieuという題名であるが､これは森田1984以降の論考では、『琉球

語彙妙」と訳されているが､｢妙」とは｢謄写する」「散録する」あるいは｢写本」

自体を示すため､ここでは原文通り｢琉球の言語サソプル」と訳す｡上記訳におい

て(Ａ)～(Ｈ)の下線部の箇所を解説すると以下のようになる。

（Ａ)LieU-KieO：これは｢琉球｣という漢字の発音を漢語の発音で読んだ際の

表記である。この直後には日本人が読む｢琉球」の発音をRiu-kiuと表記している。

（B)LUnn-Ki6u：Lunnは[ﾘ]の韻尾を伴って[luU]発音される。クラプロート

の表記は「龍乢」を漢語の発音で読んだものである。クラプロートLunnと表記
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しているｎｎの発音に関しては、『論叢』所収のIILCanondesChinesischen

(中国語の書体法)のAnmerkung(解説)において､著者自らが｢拙稿においてｎｎ

で終止する音節は,拙稿以外の文献では一般的にngでもって記述されている」

と述べている｡ここから明らかなように､nnは[ﾘ]の音声を表現するものである
と考えられる。

（Ｃ)Woki-no-ssima：現代ドイツ語12の文字通りの発音では[ｖｏｋｉｎｏＪｉｍａ］

であり､｢仲ノ島」または｢隠岐島」を示すことになる。しかし､琉球と｢オキノシ

マ」は異なった地域に対する名称である。クラプロートは｢サソプル」を執筆す

る以前の1805年､イルクーツクで林子平の『三國通覧圏説』を入手し､1832年に同
ノノ

書の翻訳'，ＳＡＮＫＯＫＦＴＳＯＵＲＡＮＴＯＳＥＴＳ,ＯＵＡＰＥＲＣＵＧＥＮＥＲＡＬ

ＤＥＳＴＲＯＩＳＲＯＹＡＵＭＥS'，を出版しているが１３、この｢琉球＝オキノシマ」

の過誤は林の｢琉球一名龍乢或ハ悪鬼納嶋､亦屋其惹嶋」という記述に由来する

ものと考えられる｡林のこの記述は｢おきなわ」を｢おきのしま」と取り違えた

ことによる可能性が高い。

（Ｄ)Li6u-ki6u-gu6-uann-dsh7-jnl4：これは漢字で刻印された「琉球國王

之印」の読み方をクラプロートがローマ字転写したものである。印章には（Ｅ）

の満州語も併記されている．この印章は『三國通覧圏説』に「其印文左ノ如

シ猶委キコトハ中山博信録及上琉球事嬰等二詳ナリ」と前置きして掲戦されて

いるものである。クラプロートがこの解説文、語葉集双方において、内容的に

『音韻字海』「夷語音樺」とは大きな断絶がある『中山博信録』所収の琉球語

に全く言及をしていないことを考慮すると、この印章のローマナイズは『中山

12因みに、ドイツ語の歴史は古高ドイツ語(A1thochdeutsch約750-1050)､中高ドイツ語

(Mittelhochdeutsch約1050-1350)､初期新高ドイツ語(Friihneuhochdeutsch約135016

50)､新ドイツ語(Neuhochdeutsch約1650-現代)の四期に区切られることが多い｡クラ

プロートが｢サソプル｣を発表したのは1810年であるので､第四期の｢新ドイツ語｣期にあ

たる｡J・グリム､Ｗ・シェラー､Ｈ・モーザー､Ｐ・フォソ・フォーレソツ､Ｈ､エガースの時代

区分においても19世紀初頭は言語史的に現代と同じ時代に含まれる｡発音は､現代の発

音を参考にするが､やはり時代的､地域的な違いによる誤差はあり、実際クラプロートの

転写にもそれが表れている。

-123-



傅信録』を直接､参照して行われたものではなく、『三國通覧団説』からなされ

たものであると考えられる｡なお､｢壬」にあたる満州語に対し､クラプロートが

uannとローマナイズしていることに関しては､上記(B)の解説を参照。

（ＥＬｉｕｃｉｕｇｕｒｕｎｎｉｖａｎｎｎｉｄｒｏｎＩ５：これは印章に書かれた満州語(文

字)をクラプロートがローマ字転写したものである｡(Ｄ)の漢語で刻印された

｢琉球國王之印」と併記されており､漢語と同じ意味を記している｡(Ｄ)同様、

『三國通覧圏説』を参照したものである｡満州語の単語の意味は以下である。

Ｌｉｕｃｉｕ（名)琉球。

ｇｕｍ、（名)国｡国家｡朝廷。

ｍ（助)の｡所有格。

Ｖａｎｎ（名)王｡満洲語ではwangと表記されている。

doron（名)印｡印章。

クラプロートは｢琉球國王之印｣の｢琉球｣にあたる満洲文字をliuciuと転写し

ていろ｡｢琉球｣の｢球｣の声壜母は群母(中古音では/*9-/､近世音では/kh-/となる軟

口蓋音)に由来するため､満州語の正書法ではkiu[kiu]と書かれるべきなのだが、

ここではciu[tsiu]という口蓋化した発音になっている｡『歴代宝案』をはじめと

した琉球に関する格案において､｢琉球｣の｢球｣の満州語表記はkiu，ｃｉｕ,kyeo

などのバラエティが存在する'`｡そして特に､道光四年八月初六日の｢琉球国中山

王尚撒王爲謝恩事表文」以降の文献ではky3oと表記されている｡琉球の｢球」

をciuと表記する印章は､徐葆光『中山傳信録』（1720)の印影にあり､確かに｢琉

'，森田1984参照。

１４仏訳『三國通覧団説」ｐ､267にはLieoukhieoukou6wangtchiinと転写されている。

!`仏訳『三國通覧圏説』にはLioutsiougourouniwangnidronと転写されている｡p267

l`このように表記されるには当時の言語状況から二通り考えられる｡一つは当時の琉球方言に

おいて既に口蓋化が起こり､｢琉球｣が｢リュウチュウ｣と発音され､それを写し取って満洲語で

は口蓋化した発音を使用したこと。もうひとつは､当時の漢語がすでに軟口蓋音の口蓋化が発

生し､その変化した形が印鑑の満洲語表記に表れたこと。しかし､｢琉球｣自体は他称であり､当

時の沖縄の人々が自らを｢琉球｣と呼ぶことはない｡さらに当時､沖縄の人々の発音が満洲語表
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球國王之印」の右隣の満洲語ではliuciuと刻されている。

（F)YLyU-yn-sch6：「夷語音樺」の漢語の発音をローマナイズしたもの｡ここ

では｢夷語音鐸」と霞かれているのみで、『音韻字海』の｢夷語音鐸」とまでは

書かれていない｡上記の琉球語を表す漢語資料の中で｢夷語音騨」と題する部分

が存在するのは、『音韻字海』『海篇心鏡』『海篇朝宗』の三書である｡厳密に

考えるならクラプロートが参照した｢夷語音騨」はこれらのうちの一瞥である

が､この三書所収の｢夷語音鐸」を校勘した結果､やはり『音韻字海』の｢夷語音

鐸」である可能性が最も高い。

（G)本文の中でクラプロートは｢夷語音穆」を｢･･･使節と共に北京に随行し

た通訳の手になるものと考えられる」と記している。『音韻字海』「夷語音鐸」

に｢予因昔年遊閲得遇琉球納款通事､以此告予｡故筆之於書以助観覧｡諸同志者幸

勿目以爲迂云｡喜聞劉孔當謹識｣とあり､また､同じ劉孔賞の編纂になる『海篇朝

宗』の｢夷語音鐸」には｢予因昔年遊閲得遇琉球納款通事傳此。故録諸於轡以助

観覧。幸田母迂曰哉｡」と書かれることから、「夷語音鐸」が琉球の帰化通事に

よって書かれたことが分かる。これによってクラプロートの記述が裏付けられ

るが、「通訳｣が｢北京に随行した｣か否かは不明である。

(Ｈ)＊）土着民はＯｇｉＩと呼んでいた。

これは､クラプロートが付けた原注であるが､ogiiiが何を意味するのかは不

明である。

§４「語葉表」部分について

４－１クラプロートのローマ字の使用法

記に直接反映されるとは考えにくい．ゆえに、後者の満洲語表記をした側に口蓋化が

発生していた可能性がより高い。しかし､｢琉球」の｢球」の満洲語表記が時代を下ると

逆に軟口蓋音の表記で表れることが多いのは興味深い。kyeoの表記が表れた頃から満

洲語側の漢字音表記がさらに規範化されたのではないだろうか。
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上述のように｢サンプル」は､琉球語を直接ローマナイズしたものではなく、

琉球語の発音を漢字で表したものをクラプロートがローマナイズしたものであ

る｡故に､彼が漢語を発音する際､如何なる音声を用いていたのかを理解してお

く必要がある。ここでは『論叢』における漢語が如何に記述されているかを紹

介し、「サンプル」ではどのような転写になっているかを見てみよう。

『論叢』には漢語の主要な母音と子音を説明した付録の表(以下､｢付録」）と

IILCanondesChinesischen(｢漢語の規範」以下、「第III章」）という文章の

二つがある。これはいずれも漢語の声母、韻母、声調を十全に説明したものと

は言い難く、「付録」は主母音と声母を、「第III章｣は韻母と声調のみを記述し

ている。そのため、クラプロートが記す漢語音節を考える場合、この両者を補

完的に利用しなければいけない。両者の記述で重複している点は主母音と韻母

に関する記述であるが、これには若干の異同が見られる。まずはその異同を確

認してから、クラプロートの用字特徴に入ろう。

【主母音と韻母】

｢付録」は主母音である単母音のみを示し、「第'Ⅱ章」は複母音も含む韻母全体

を示している。「第III章」から短會母音に関する記述を抜き出して比較すると以

下のようになる。

｢付録(５母音)」

｢第III章(６母音)」

阿/a／額/e／悪/o／吾/u／意/y／

／a／／e／／o／／u／／i／／T／

両者の違いは/y/、／i/、／I/にある。この三母音についてクラプロートの使用

法を見ると、／y/､/i/に関して以下のような例が見受けられる。

Ｎｏｌ８「天陰旬尼奴姑木尼diannygumunU

NolO6｢葉尼ny」（nyは他にＮＣ2,16,19,57,69,78に見える）

Nol73｢船蔚尼puni｣(niはＮＣ199,310,3141323,344,346,347,348,349,350,

374,401に見える）

｢旬尼の尼」はny､姑木尼の尼はniとローマナイズされている｡/y/と/i/は同一

-126-



寄語に用いられているので、同じ発音を示すものと考えられる。またこれに関

連して、寄語として常用されている｢其」を見ると、以下のように発音の不統

一が甚だしい゜

／ki／「讃品其pinki」「走迫姑一其beguiki」「麺皿其諾沽mmkishogu」

／ky／「倭扇任其wannky」

／ge／「象牙喧吟其tscharinge」

／ka／「酒撒其ssaka」

次に/Ｉ/であるが､/I/はクラプロートの漢字のローマナイズでは単独では用

いられずNo.4｢月都急Dugli」のごとく､常に/i/を伴って表記されている。し

かし､表記にばらつきがあり、No.70｢陽法立的farYidy」以前の例では/ii/、

それ以後の例では/if/と修正されている。このような状況から分かるように、

『論叢』における表記の不統一は｢サソプル｣の寄語に対するローマナイズにも反

映されている｡その他､｢サソプル｣のローマナイズには表にはない/u/､/a/とい

う＝つのローマ字が含まれている｡/u/は｢付録｣に母音として挙がっていない

が､子音を説明する際に｢思｣の漢字音を示すために使われている｡｢サンプル｣も

No.90｢十二月失珪思schewasszil｣､No.166｢弦子奴dsUnn」ように使用され、

主に精組十止摂字、つまり［]]の音声を表すであろう音節に使用されている。

／a/はNo.2｢天旬尼Diiinny｣､No.328｢頭嘘藍子ho'giandstj」の例に見られ

る。これは主に､山･威摂、三・四等韻、つまり[ien]を表すであろう音声を示す

漢字に使用されている。

【声母】

「第ⅡI章｣には声母の説明はなく､｢付録｣に字母とそのローマナイズが見られ

る｡声母は次の２２である。

巴/b/､大/d/､格/g/､即/ds/､間/dsh/、絹/z／

机/p/､他/t/､客/k/､茶/tsch/、

馬/ｍ/､那/n/､我/ngo/､法/f/､拉/l/､IWch／
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撒/ss人思/szii/､沙/sch/､日/sh/、

牙/y//j/､瓦/u//ｗ／

原文には/b/,/d/,/ds/,/g/,/z/は無気音､/p/,/t/,/dsh/,/k/は有気音を表す旨

の発音の注記が付されている。

上記字母の撒/ss/､思/szij/はともに､漢語では[s‐]を表す同じ声母であるが、

後続する母音により表記が異なるというドイツ語表記の影響で別の字母が立てら

れている。／sz/は/u/が後続する時に使用され、／ss/はそれ以外の韻母が後続す

るときに使用される。逆に/ch/はドイツ語での異音で、ａ,ｏ,ｕ,auの前では[x]、

その他では[c]と発音する規則であるが、これもドイツ語表記の影響で漢語では

別個の音声が音節表で－つの字母として扱われている。

声母は上記の22と書かれているが、「サンプル｣において使用されていない声母

がある｡疑母字を転写する際に用いられると考えられる声母/ngo/の声母/ng/は

ゼロ声母に音韻変化した形で転写されている。また、日母字を転写する際に用い

られると考えられる/sh/も同様で日母字に対しては沙/sch/があてられている(N

o.38,88,287参照)。

また、逆に上表にはないが、「サソプル｣では使用されているものもある｡/v-／

は現代ドイツ語においては[f]に発音されているが､｢サソプル｣では旧微母字の漢

字に対して用いられており、１日非母系列の字に用いられる/fL/と対立をなしてい

る｡故に､ここでの/v-/は[v]に発音するものと考えられる。しかし､｢付録」の/w-／

も｢サンプル｣に使用されており、ここでもローマ字転写のばらつきが見られる。

／v-／「万唾禄撒varussa」「河噛珪hdva」「帯文梢venday」

／f／「日飛陸feiru」「春法fa」「左分達里fUntari」

／w-／「岸倭嘘weihd」「瓦噛佳劇hoWara」「倭扇柾其wannky」

【声調】

｢第111章｣では声調に関して以下のような記述がある｡(翻訳は仲井間1995より抜粋）
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高平音は￣記号で表される｡例：gunn，gunn等。

深平音は￣記号で表される｡例：ｐ6,t６

高音は､記号で表される｡例：ｇｅ,ta,ｈ６

上昇音は．記号で表される｡例：ｋｉｎｎｍｉ

短縮音または短音は￣記号で表される｡例：ｍ6,16

Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
ｊ

ａ
ｂ
ｃ
．
．
ｅ

声調は平声が中古での声母の清濁によって陰平と陽平に分かれ､上声､去声、

入声という調類になっている。これはヨセフ・ハーゲルとExplanationofthe

elementalycharactersoftheChinseからの引用であることをクラプロート

は本文で述べている｡声調表記は､｢サンプル｣の解説文においては付されている

が､寄語の転写においては使用されていない。

このように、『論叢』の漢語に対する解説と｢サソプル｣の中で使用された漢

字のローマナイズは必ずしも一致しているわけではない｡そして、ローマ字転

写も時には恋意的と思われるようなものも多く、全体を通して統一がとれてい

るとは言えない。

４２「語葉表｣について

次にクラプロートの｢語葉表｣部分の分析に入る。まず､クラプロート所引の

｢夷語音鐸｣と現存｢夷語音鐸｣との異同を表によって示す。併せてクラプロート

が漢字のローマナイズを行うに当たっての傾向を指摘する。クラプロートは､文

中で｢夷語音鐸｣を紹介しているのであるが､現存する『音韻字海』の｢夷語音鐸」

と比較すると､｢夷語音樺｣の全てがクラプロートの論文に収録されているわけ

ではない｡｢夷語音樺｣のなかで、ＬＶｏｎＨｉｍｍｅｌ(天文門)は全てが現存する

｢夷語音稗｣と語蕊数､内容ともに対応するものの､ＩＬＶｏｎｄｅｒＥｒｄｅ(地理門）

以下には､現存の｢夷語音葎｣には存在するが｢サソプル｣にはない項目が多く見

られる｡クラプロートが脱落させた語漿項目は｢夷語音鐸｣全般にわたるが､総じ

て前半部から後半部に向かってより脱落語葉項目が増加する傾向がある｡そし

て､｢夷語音樺｣末尾の｢通用門｣に至っては全てが脱落している｡｢通用門｣に収録

されている項目は以下の如く人の知覚、動作に関わる語蕊である。また、その
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多くが脱落しているⅨ.VonMenschenDingen(人事門)も動作を表す語蕊を

豊富に含む項目である｡逆に｢サソプル｣には存在するが､現存する｢夷語音鐸｣に

は対応する項目がないという例も､3例見られる｡そしてⅣＢｌｕｍｅｎｕｎｄＢａｕ

ｍｅ.(花木門)では大きな順序の転倒も見られる。

以下が現存する『音韻字海』「夷語音鐸｣(内閣本)とクラプロート所引の｢夷

語音稗｣対照表である｡ＮＣは簸者が割り付けた通し番号である｡｢天文門｣のよう

に太字で｢～門｣となっているのは､ジャンル名である｡各々の項目は提示語と寄

語からなる｡｢天旬尼｣の例では､｢天｣が提示語、「甸尼」が寄語ということにな

る。因みに「寄語」とは訳語のことで、提示語に対する発音を示す。「クラプ

ロートによる寄語のローマナイズ」はクラプロートが寄語に対して付した発音

である。ローマ字はドイツ語の発音に従って使用されている。「提示語の語釈」

はクラプロートが提示語の意味をドイツ語で示しているその原文である。「ド

イツ語の日訳」は「提示語の語釈」を日本語に訳したものである｡表中の空欄

になっている箇所が脱落項目である｡なお､寄語に使用されている漢字音を中古

の音類(三十六字母･二百六韻･声調)で示す｡中古音の音類に関して『廣韻』に従っ

た場合は注記をしないが、『庚韻』に収録されていない字に関しては『集韻』

に従い､（『集』）と注記をする｡天文門の｢天甸尼｣を例に挙げるなら、『｢旬」

は定･綴･去』の示すところは｢定｣が三十六字母､｢霞｣が二百六韻､｢去｣が声調で

ある｡寄語の解釈は多く胤森弘『琉球館訳語手冊』（私家版)の恩恵を譲ってい

るが、『手冊』の挙例については全て原典にあたり､筆者の判断で解釈した部分

もあることをお断りしておく。首里方言は国立国語研究所『沖縄語辞典』を参

考にし、ローマ字表記はそのまま採用した｡松下本、東条本が内閣本と異同が見

られる場合は脚注で違いを明示し、多和田1998における誤植も指摘しておいた。

なお『沖縄古語大辞典』は『仲古』、『語音翻訳』は『翻訳』、『混効験集』は

『混皿『和名類聚抄』は『和名抄』、『沖縄對話』は『沖對』、『日本館訳語』

は『日訳』と省略した。

－１３０－



ドイツ膳の日訳

Ｌ天について

!Tティェソニ｣。『翻訳』には｢己｣とあり､オモロには｢テニ｣とある｡撤音｢ソ｣を表す際に

｢尼｣[､i]｣を使う例はＮＣ314,Ｎ0319にも見られる｡｢旬｣は定･霞･去､｢尼｣は泥･脂･平。

Ｉヤフイル[feilu]｣｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用している。『琉訳』も非母字を使用。

｢飛｣は鞘･微･平､｢陸｣来・屋･入。『日訳』は「日非禄｣。『今帰仁』は｢ぴルー｣。

'ﾔﾄｩｷ｣｡｢ﾂ｣に端母字八?/を使用｡｢都｣は端･模･平｡/･to/･｢急｣は見､絹.入｡『日訳』

は｢月讃急｣。

汗カジ｣｡｢噴｣見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢済｣は精.霧.去､精．

瀞･上､従･齋･平(集韻)の三音。

２１｢クム｣｡｢姑｣は見・模･平｡｢木｣は明・屋.入。『日訳』と同じ。

面｢カソムィ」→｢カソムィナリ」。『琉訳』は｢雷刊毎那立｣｡｢刊眉｣は｢那立｣にあたる字が

脱落したものと考えられる。

守刊｣にはcsiiinとなる漢字音はない｡｢千｣の発音と間違えたか？

鋤｢カミェ｣→｢アミェ｣｡｢嘘｣は主に｢か｣の音に使用されているため､｢噛｣が雨のaに対応し

ない｡｢嘘｣は見・意･入､回･壷･入､暁･秤･入（『集」）の三音があるため､｢ア｣の音も持つ。

Ｕ:明･馬･上､彌耶切(字蕊)の二音だが､この場合は後者の[mie]ｏ

２Ｗｉ｣が雨のa､｢巳｣が雨のmeに対応しない｡｢境｣は主に[ka]を表すために使用され

ている。
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Ｎ◎ ｢夷騒音輝｣(内閣本）
クラプロートによる霧
厩のローマナイズ

提示鱈の鴎釈 ドイツ鴎の日訳

１ 天文門 ＬＶｏｍＨｉｍｍｅｌ Ｌ天について

２ 天甸尼
1７

ｙ Ｈｉｍｍｅｌ 天､空

３ 日飛陸
1８

feiru Sonne 太陽

４ 月都急
1９

，ｕｇｌｌ ＭＯｎｄ 月

５ 風噛済
2，

hocsy Ｗｉｎｄ 風

６ 雲姑木
２１

ｇｕｍｕ Wolke 雲

７ 雷刊眉
Z２

ｍｕｉ
2３

Donner 雷

８ 雨噴也
2４

hｏ
2５

Regen 雨



守ユキ｣｡｢由｣は以・尤・平､｢旗｣は群･之・平。『日訳』は｢雪由急｣。

訂ynはyuの誤植｡｢由｣を寄語に用いる例はNo72｢夜由禄iuru｣､No330｢眉馬由mayu｣が

ある。

20｢プゥオシ｣｡ハ音に輔母字/*p‐/を使用｡｢波｣は鞘･戈･平｡｢世｣は喪･祭･去・『日訳』と同じ。

２，｢シム｣｡｢失｣は書･質･入､｢母｣明･厚･上。

ヤクゥオリ｣｡提示語は｢あられ｣ひょう」ことで､｢こおり｣の意はない｡｢科｣渓･戈･平､｢立」

来・綱･入。

〕!｢キリ」｡｢氣｣渓･未･去､｢力｣来・職･入。

３２｢ﾄｩﾕ｣｡rthuiou]｡｢つ｣に透母字を使用｡｢禿｣は透.屋.入､｢有｣は云・有.上｡

3ヤプォテナ｣。『仲古』に｢ほてらす【火照らす】ほでり(稲光り)の音を移したもの｣とあ

る。この場合､｢那｣が｢ら｣には対応しない。『沖鋤に｢うで－｣首里方言の稲妻はhudiiで

あること､｢那｣が格助詞に使われる例があることから､｢郡｣は桁字と考えられる。『中山

博信録』では｢賀的｣なり､｢那｣当たる音が削られている｡｢波｣は輔・戈｡平､｢得｣は端･徳・

入｡｢那｣泥･箇・去。

3`koはpoの誤植。

３５｢カカニ｣｡｢霞｣には｢かすみ」「もや｣の他に｢朝焼け」「夕焼け｣の意もあり（『和名抄』）。

首里方言に?asa2akeei(朝焼け)､jusaNdi2akeei(夕焼け)があり、そのTakeeiを記したも

のか？｢蝋｣は古渇切（『字奨補』）北京語では[ka351｢噴｣は見・盆･入､匝・壷･入､暁･秤・

入（『集」）の三音がある｡｢尼｣は泥･脂･平。
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９ 雪由旗
犯

ｙｎｇｉ” Schnee 雪

1０ 星波世
2０

boschi Ｓｔｅｒｎ 星

1１ 霜失母
2９

schemu Ｒｅｉｆ 霜

1２ 篭科立
.｡

korii Hagel 種

1３ 霧氣力
3１

kirii Nebel 霧

1４ 露禿有
、

tｏｙｅｕ Ｔｈａｕ 露

1５ 電波得那
型

kodena
鋼

Blitz 稲妻

1６ 霞噌壗尼出 gohony Morgenr6the 朝明け



汁カジフ[fu]ルク｣｡｢禄｣桁字と思われる｡｢嘘｣壷･入､厘・意･入､暁･秤.入（『集』）の三音

がある｡｢済｣は精･霧･去､綱･瀞･上､従･齋･平(集韻)の三音｡｢福｣輔.星･入｡｢禄｣来､屋.入。

｢油｣は見・模･平。

画｢ティェソニノクムニ｣｡｢甸尼｣部分はＮＯ２｢天旬尼｣と同一｡｢奴｣は助詞｢の｣を表す｡｢姑

木尼｣部分はNo69｢陰姑木尼｣と同一。『陳』『郭』などのテキストで｢尼｣は｢的｣となって

おり､｢尼｣は｢的｣の誤字と考えられる｡｢奴｣は泥.模.平｡｢姑｣は見・模.平｡｢木｣は明.量･入。

｢尼｣は泥･脂･平。

汁ティェソニヌファ[fa]クソティ｣→｢ティェソニヌファ[fa]リティ｣｡多和田1998は｢工」

を｢立｣作る｡｢旬尼｣ＮＯ２｢天甸尼｣と同一｡｢奴｣格助詞｢の｣表す｡｢法工的｣の｢工｣は『陳』

『郭』などのテキストでは｢立｣なっており､｢工｣は｢立｣の誤字と考えられる｡No70｢陽」

項目では｢陽法立的｣とある｡｢奴｣は泥.模･平｡｢法｣は繍・乏・入､｢的｣は端･錫･入と[te]。

｢尼｣は泥･脂･平。

ヤアミェフ[fu]ル｣｡｢噛｣は主に｢か｣の音に使用されているため､｢噛｣が雨のaに対応しな

い｡｢噴｣は見､意.入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音があるため､｢ア｣の音も持つ｡｢噴

巳｣は｢雨噛也｣を切り取ったもの｡巳:明･馬.上､彌耶切(字蕊>の二音だが､この場合は後

者の[mie]｡｢福｣は鞘･星･入｡｢禄｣は来・屋･入。『翻訳』は｢下雨Ｏ}２１塁目1」。

⑪｢ユキフ[fu]ル｣｡｢由旋｣部分はNo9｢雪由旗｣と同一｡｢由｣は以・尤・平｡｢福｣は舗・星･入。

｢禄｣は来､屋.入。『翻訳』は｢下雪男ﾌI辛副｣｡多和田1998は｢旗｣を｢乞｣に作るも誤り。

`'｢アチャ｣。『翻訳』に｢明日Ｏ}刀｣、『混』に｢アチヤ｣、『沖對』に｢アチャ」がある｡｢阿」

は影･歌･平｡｢者｣は章･馬･上。
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1７ 起風噛濟福禄沽郵 h０℃syfurugu derWindweht 風が吹く

１８ 天陰甸尼奴姑木尼3， dｉａｎｎｙｇｕｍｕｎｉ dｅｒＨｉｍｍｅｌｉｓｔｔｒｉｉｂｅ 空は曇っている

１９ 天晴甸尼奴法工的漣 diannynufagunndli dｅｒＨｉｍｍｅｌｉｓｔｈｅｌｌ 空は晴れている

2０ 下雨噛巳福禄｡， hｏ furu ｅｓｒｅｇｎｅｔ 雨が降っている

2１ 下雪由旗福禄`。 yugifuru esschneit 雪が降っている

2２ 明日阿者
０１

Adshe moTgen(cras） 明日



１１.士について

｡｢キヌ｣。『翻訳』は｢昨日ヲl副早｣。『仲對』に｢チヌー｣､首里方言にcinuuの語がある。

｢乞｣は漢･迄･入､｢奴｣は泥･模･平。

キカジクォリ｣｡No5｢風噴濟｣とNol2｢種科立｣を合成したもの｡漢語に提示語のような

｢風電｣という語はなく、『日訳』にもこの項目はない｡｢噛｣は見・室･入､匝・意･入､暁･秤・

入（『集』）の三音がある｡｢済｣は精･露･去､鰯･稗･上､従･齋･平(集韻)の三音。

"｢チニ｣。『翻訳』は｢地刀｣｡｢尼｣は｢天甸尼｣の天～地によって類推された桁字と考えら

れる。『中山伝信録』の寄語は｢町[tiU]｣となっている｡｢只｣は章･紙･上｡｢尼｣は泥･脂･平。

『日訳』は｢地只｣。

牛ツチ｣｡｢足｣は糖･燭･入､精･遇･去の二音｡｢只｣は章･紙･上。『日訳』も同じ。

ヤミナトゥ｣｡｢密乃度｣は｢みなと(港湾)｣を表すが､漢語の｢江｣には｢港湾｣意味はない。

｢密｣は明･質･入｡｢乃｣は泥･海･上｡｢度｣は定･暮・去､定･鐸･入の二音。

`，｢カワ｣｡｢嘘｣は見・壷･入､厘・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢隆｣は影･麻･平。

『日訳』も同じ。

`.｢ウミェ｣｡｢吾｣は疑・模･平｡位:明･馬･上､彌耶切(字檗)の二音だが､この場合は後者の

[mie]。

⑧nieIimieの誤植。

5,｢ヤマヌ｣｡｢奴｣は格助調｢の｣を表すがこの場合は桁字。『琉訳』に｢山亜馬乃｣と｢山水

亜馬乃民足｣がある｡｢の｣はここからの桁字か？「牙｣は疑・麻･平｡｢馬｣は明･馬･上｡｢奴｣は

泥･模･平。

5Innはnuの誤植。

-134-

2３ 昨日乞奴
0８

Ｇｉｅｎｕ gestern 昨日

2４ 風魑噛濟科立⑬ ｈｏ,ｃｓｙｋｏｒｉｉ ＷｉｎｄｕｎｄＨａｇｅｌ 風と麺

2５ 地理門 11.ＶｏｎｄｅＴＥＴｄｅ． 11.土について

2６ 地･只尼
OG

dshiny Ｌａｎｄ 土地

2７ 土足只
巴 zudshi Ｅｒｄｅ 土

2８ 江密乃度
OＢ

2９ 河噛珪
G７ Ｈｏ,ｖａ grosserFluss 大川

3０ 海吾巳
⑪

ｕｎｌｅ
･０，

Ｍｅｅｒ 海

3１ 山牙馬奴
5０

yamamfl． Ｂreg 山



範｢ミソヅ｣→「ミズ｣｡｢民｣の韻尾/*-,/は｢足｣を有声音化させる作用がある｡｢民｣は明･真・

平｡｢足｣は鰯･燭･入､積･遇･去の二音。

ヤクイリ｣｡｢亦｣の挿入に関しては丁鋒は｢u:とrの間の過渡音｣とする｡｢谷｣は見・屋･入。

｢亦｣は余・昔･入｡｢里｣は来・止・上。

`Ｔミチ｣。『翻訳』では｢大路早早､l刀｣､｢小路〒D1n｣｡同様の例にNol54｢御路密集｣が

ある｡｢密｣は明･質･入､｢集｣は従・網･入。

``｢イン｣｡｢依｣は影･微･平､｢石｣は禅･菅･入｡提示語が珍賓門と重複｡No353｢石一資｣。

``｢イカラ｣｡松下本は｢鋼｣を｢劇｣に作る｡首里方言で井戸はkaa或kawa｡｢依｣は影･微･平。

｢噺｣は来・島･入(集韻)。『日訳」は｢井亦噴珪｣。

鍬｢ナピィエ｣｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢別｣は舗・解･入､並・解･入に二音あり。

ヤヂャウ｣｡｢城｣の音読み｡｢錘｣は日･小･上｡タスクにあたる語は後出のNol57｢皇城｣。

`．｢シナ｣｡首里方言では[Jina]｡｢是｣は禅･紙･上｡｢那｣は泥･箇・去。

`T蕩枝利是｣の｢是｣はschiと表記している。

0'｢ニィエル｣→｢コニィエル｣｡提示語｢泥｣には動詞｢塗る｣の意があるが､No39｢沙｣の意味

との関連から寄語は名詞が適当である。『琉訳』に｢泥十也禄｣の寄語があり､｢↑｣が脱

落したものとも考えられる｡Ｕ:明･馬･上､彌耶切(字奨)の二音｡｢禄｣は来・屋･入。
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3２ 水民足
艶

ｍｌｎｚｕ Wasser 水

3３ 永谷亦里
S３

gu-y-rl Ｅiｓ 氷

3４ 路密集
５０

●●

ｍｌｃ１ Ｗｅｇ 路

3５ 石依石
壁 yｓｃｈｉ Stein 石

3６ 井依噴鋼
“ yho.rａ Brunnen 泉

3７ 縞掌別
師 nabie Ｗand､Mauer 壁､土手

3８ 城遜
鐘 schao Stadtmauer 城壁

3９ 沙是那
掴 schyna．、 sand 砂

4０ 泥也禄
68

ｎｊｅｒｕ Koth､Schmutz 泥簿



硬｢ホコリ」｡漢語の｢灰｣に「ホコリ（炭)｣の意味はない。ハ行音にＰ音ではない喉音字｢活

(匝・末･入)｣を使用していることから『日訳』の混入の可能性あり。『日訳』「灰活各立｣。

｢各｣は見・鐸･入｡｢力｣は来・職･入。

6.｢各｣は他にgo,geと転写されている｡現代ドイツ語ではoの前のchは[x]と発音。

`Tパチ｣｡ハ行音を両唇音字で転写｡｢Ｗ(熱･黙･入､輔・怪･去の二音)､｢只｣は章･紙･上。

6Tヤキイシ｣｡琉球語で｢瓦｣をこのように言ったかは不明｡｢牙｣は礎･麻･平｡｢及｣は群･絹・

入｡｢亦｣は余・昔･入､｢石｣は禅･菅･入。

守及｣を｢乃｣と取り違えて転写。

厨｢カワラ｣｡｢噛｣は見・壷･入､匝・意･入､暁･岬･入（『集』）の三音がある｡｢畦｣は影･麻･平。

｢劇｣は来・易･入(集韻)。

汁ウォカ｣｡寄語は｢海｣に対する｢おか｣を示す｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二青｡｢瞳｣は

見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある。『日訳』も同じ。

閏｢タカサ｣｡、E加撒｣は｢高｣に対する寄語で､提示語と寄語にlillIMiあり｡｢亡｣は透･歌･平、

｢加｣は見・麻･平､｢微｣は心･易･入(集韻)。

'､｢チカサ｣｡｢即｣は精･職･入､｢加｣は見・麻･平､｢撒｣は心･島･入(集韻)。

７１｢ナカシ｣｡｢掌｣は泥･麻･平｡｢嘘｣は晃･壷･入､匝・盆･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある。

｢失｣は番･質･入。

花nahdscheの誤りか？

，，｢ミシナシ｣｡｢密」は明･質･入｡｢失」は鶴･質･入｡｢傘」は泥･麻･平｡寄語の｢傘」の使用
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４１ 灰活各力
６Ｚ

chogurli国 Asche 灰

4２ 橋払只
“

baidshi Brijcke 橘

4３ 碑牙及亦石“ yanayyschi“ Ma1jerstein 煉瓦の壁

4４ 瓦噴珪劇
0７

hdwara Dachziegel 瓦

4５ 岸倭噴“ ｗｅｉｈｏ Ｕｆｅｒ 岸

4６ 遠乞加撒`， ｏｇｌａｓｓａ nahe 近い

4７ 近即加撒
7０

dsigiassa fern 遠い

4８ 長掌憶失
7１ ｎａｈｏ・sheね lａｎｇ 長い

4９ 短密失傘失両 mischehOsche kｕｒｚ 短い



ｍｉｎｕｇＩｉＴＩ

'よ不明。

７４｢マニェ｣→｢マイェ｣｡｢Ｕ｣は｢也｣の誤記｡｢馬｣は明･馬･上｡巳:明･馬･上､彌耶切(字禦)の

二音。『日訳』も同じ。

昨ウシル｣｡｢吾｣は疑・模･平｡｢矢｣は番･質･入｡｢禄｣は来・屋･入。

耐Tフェソ[fen]クリ｣→｢フェ[fe]ダリ｣｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡漢語には[fi-］

ではじまる音節がないため､最も近似する[le-]が選ばれたと考えられる。首里方言では

hwizai｡｢里｣は来・止・上。『日訳』は｢左分答里｣。

万｢ミギリ」｡首里方言で｢右｣はniziri.｡｢民｣は明･真･平｡｢急｣は見・綱･入。『日訳』も同じ。

１m｢ウミェ｣→｢ウイェ｣｡｢下世莫｣が｢シモ｣という字音を表すなら､｢上｣は｢カミ」である。

しかし､寄語は｢吾(ウ)｣＋｢巳（ミェ)｣(也の誤記)となっており､「ウエ」とも｢カミ」とも合

致せず､ちょうどそれを合成させた形となっている。No50の如く『音』が｢也｣を｢巳｣と

|H1違えたか､「ウエ」と「カミ」を混同した可能性がある｡｢吾｣は疑・模･平｡巳:明･馬･上､彌

耶切(字葉)の二音だが､この場合は後者の[mie]。

”｢シモ｣｡｢世｣は書･祭･去・｢其｣は明･鐸･入。『日訳』も同じ。

８０｢カン｣｡「ヒガシ｣の｢上｣が脱落した形？『琉訳』は｢加尼｣、『陳』『郭』以降は『音』と

同じ｡｢加｣は見・麻･平､｢失｣は轡･質･入｡服部1979aは｢東西南北｣の寄語を有識琉球人の

｢借用訓｣と見なす。

"｢ニシ｣｡｢尼｣は泥･脂･平｡｢失｣は醤･質･入。
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5０ 前馬也
和

ｍａｎｌｅ ｖｏｒｎ 前に

５１ 後吾失禄
祀

uscheru hinten 後ろ

5２ 左分達里
花

fumtari links 左

5３ 右民急里
万

ｕｇＹｉｒｉ mechts 右

5４ 上吾也
７０

ｕ－ｙ oben 上に

5５ 下世莫
79

sｃｈｉｍｏ uｎｔｅｎ 下に

5６ 東加失
CＤ

giasche Osten 東

5７ 西尼失
8０

nysche Westen 西



ＩＩＬ時について

亜｢ミナミ」oパミナソミ」｡｢米｣は明･露･上｡｢南｣は泥･頚･平。

キキタ｣｡｢乞｣は漢･迄･入｡｢大｣は定･泰･去､定･箇・去の二音。

既｢ファ[fa]｣｡｢ファル｣の｢ル｣が脱落。『陳』、『繭』、『夏』は｢法禄｣｡ハ行音に唇歯音

(両唇音)字を使用｡｢法｣は鋪･乏・入、『翻訳」ではＵ１亭。『日訳』は｢春波禄｣。

``｢ナトゥ」。『翻訳』ではピネ｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢都｣は端･模･平｡｢なつ(夏)｣の｢つ｣が

『翻訳』では/ts八/、『音』では/tu/となっている。『日訳』は｢夏納都｣。

0Tアキ｣｡｢阿｣は影･歌･平｡｢及｣は群･綱･入。『翻訳』では｢秋Ｏトヨ|｣。『日訳』は｢秋阿急｣。

､r及｣を｢乃｣と取り違えて転写。

午ユフ[fu]｣→｢フユ｣｡｢福由｣(フユ)の転倒。『琉』、『陳』、『繭』、『夏』も｢由福｣｡｢由」

は以・尤・平｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢福｣は稲･星･入。『翻訳』では｢冬早昇｣。

『日訳』は｢福由｣。

田｢ピヤサ｣｡松下本は｢鋼｣を｢鋼｣に作る｡首里方言の｢冷たい｣はhwizurusanである。これ

はNo67｢寒辞角禄撒｣に対応する｡｢牙｣は疑・麻･平｡｢徹｣は心･易･入(集韻)。

，､｢カツサ｣｡｢噛｣を[a]にあてた例はNo8｢雨噛也｣に見られる。

,Ｔﾋﾟｺﾞﾙｻ｣｡首里方言の｢寒い｣はhwiisanであり､これは上の｢冷辞牙撒｣の寄語と対応

する。「沖古』は｢ひごるさ[冷さ]､フィグルサ(宜野湾市大山)を挙げる。『今帰仁』は

｢ぴヂュールセソ｣｡｢撒｣は心･鳥･入(集韻)｡｢禄｣は来・屋･入。
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5８ 南米南米
区Ｚ

ｍｉｎａｎｍｉ Suden 南

5９ 北乞大
8３

gieda Norden 北

6０ 時令門 IILVonderZeit IIL時について

6１ 春法
“

f、 Frijhling 春

6２ 夏掌都
８５

nadu Sｏｍｍｅｒ 夏

6３ 秋阿及
8が

onayo
７

Herbst 秋

6４ 冬由福” iufu Ｗｉｎｔｅｒ

冬
「

6５ 冷辞牙撒” pyiassa Kiilte 冷たさ

6６ 熱噛子撒抑 hddsiBs2 Hitze 熱さ

6７ 寒辞角禄撒,’ ｐｙｇｌｏｒｕｓｓＢ kalt 寒い



再｢ヌルサ｣｡寄語は｢ぬるさ｣となるが､これは｢(液体などが)ぬるい｣ことで､｢暖かい｣なら

｢ぬくさ｣[温かさ]である｡誤訳の可能性大｡｢奴｣は泥･模･平｡｢禄｣は来・屋･入｡｢撒｣は心・
畠･入(集韻)。

図｢クムニ｣→｢クムテ｣｡Nol8｢天陰旬尼奴姑木尼｣の｢姑木尼｣を切り取ったもの。『陳』、

『郭』は｢姑木的｣とする。『翻訳』は｢天険了圓早已ｑ｣｡｢尼｣は｢的｣の誤り。

，Tﾌｧﾘﾃｨ[faliti]｣｡ﾊ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢法｣は輔・乏・入､｢立｣は来・鯛･
入｡｢的｣は端･錫･入と[te]･

鍾他の｢的｣を/di7/あるいは/ti/と表記している。

,`｢ピル｣｡,､行音に両唇音をあてる｡｢皮｣は並・支・平｡｢禄｣は来・屋･入。『翻訳』では｢白日
Ⅱ|早｣。

､｢ユル｣｡｢由｣は以・尤・平｡｢禄｣は来・屋･入。『翻訳』では｢黒夜Ｏ|早早」

,.｢ストゥ｣｡次に｢晩｣があることから､｢早｣の意味は日本語の｢あさ(朝)｣にあたる。『混』

に｢ストメテ｣、『仲古』に｢朝sutumiti｣があることから、これはsutu部分を｢速多｣とし

て写したものである｡mitiが写されていないのは､脱字の可能性がある。『翻訳』では｢禰

早笙旦|ロ｣。

，．｢ヨクリティ」｡首里方言の｢晩｣はjukuneeで｢夕方｣は?akookurooである｡｢姑｣は見､模・
平｡｢里｣は来・止・上｡｢的｣は端･錫･入と[[a]。

､「トゥキ｣｡｢吐｣は透.姥･上､透･藤･去の二音｡/otho/･｢急｣見・綱･入。『日訳』は｢月瀬急｣。
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6８ 暑奴禄撒” ｎｕｒｕｓｇ２ ＷａｒＩｍ 暖かい

6９ 陰姑木尼帥 ｇｕｍｕｎｙ trijbe 曇り

7０ 陽法立的別 farlidy
0５

hell 晴れ

7１ 塞皮禄
，６

ｐｙｒｕ Ｔａｇ 昼

7２ 夜由禄” iｕｒｕ Ｎａｃｈｔ 夜

7３ 早速多
００

ssudo frUhmorgens 明け方

7４ 晩約姑里的” yogusidi Ａbｅｎｄ 夕方

7５ 時吐急IOC tugii Zeit 時



1.1｢イキ｣｡前後に｢時｣｢年｣という項目があるので､ここでの意味は陰暦で-年を二十四分

した期間の｢とき｣｢せつ｣を表す。『玉蔚』「氣､候也｡又二十四氣｣。『素問』「六節蔵象論」

には｢五日調之候､三候調之氣､六菊調之時｣｡語釈は｢いき(息)」の意味で解釈したもの。

｢亦｣は余・昔･入｡｢急｣は見・絹･入･

１０.｢タシ｣｡｢多｣は端･歌･平｡/掌、/｢失｣は醤.質･入。『日訳』は｢年都世｣。

IDO松下本は｢即｣を｢師｣に作る｡多和田1998は｢谷｣を｢姑｣に作るも誤り。

１Ｍ｢シャオワティ」｡首型方言にsjoogwaJiの語形がある｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端.錫･入

と[ｔｏ]。『日訳』と同じ。

噸｢ニソワティ」｡｢寧｣は泥･青･平｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端･錫･入と[ｔｏ]。『日訳』と同

じ。

Io6ninnwadiiの間違いか？

1m｢サワティ」｡｢升｣は譜･燕･平｡｢撒｣は心.島.入(築韻)｡｢隆｣は影.麻･平｡｢的｣端.錫･入と

[te]。

､｢セソワティ」｡｢佳｣は影･麻･平｡｢的｣は端.錫･入と[ta]・『日訳』と同じ･

１０･｢升｣/U/の韻尾を/､/と転写しているがschenはschennの誤り。

川｡｢オワティ」｡｢悪｣は影･鐸.入､影･幕･去､影･模･平｡｢畦｣は影.麻.平｡｢的｣は端.錫･入と

[to]･

皿｢ルクワティ」｡｢禄｣は来・屋・入｡｢谷｣は見・屋.入｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端.錫.入と北

京語の[ta]。『日訳』と同じ。
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7６ 氣亦急
101

yg11 Wetter 天気

7７ 年多失
1ｍ

dosche Jahr －年

7８ 節些谷尼即
IOD

7９ 正月・焼畦的
104

schaowadi7 ｄｅｒｅｒｓｔｅＭｏｎａｔ －月

8０ 二月寧佳的
BOS

ninuwadiII
“

derzweiteMonat 二月

8１ 三月撒珪的
1０７

ssawadi7 derdritteMonat 三月

8２ 四月升珪的
l唖

schenwadill明 dervierteMonat 四月

8３ 五月悪珪的
OIO

ｏｗａｄｉｌ derfimfteMonat 五月

8４ 六月禄谷珪的'1１ ruguwadi､7 dersechsteMonat 六月



'’
'2｢シ

scllidilwBdiT

ｆＢｄｓｉｗＢｄｉＴ

ｇｕｗａｄｉＵ

ｓｃｈｕｕｗａ

Ⅲ花と木

"｡｢シテワティ」｡｢式｣は聾･職･入｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端･錫･入と[te]。

113｢ファチワティ［fatS2wati]｣｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢法｣は籍･乏・入､｢只」

は章･紙･上｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端･錫･入と[te]。『日訳』と同じ。

1M｢クワティ」｡｢谷｣は見・屋･入｡｢隆｣は影･麻･平｡｢的｣は端･錫･入と[te]。『日訳』と同じ。

ＩＩＴジョウワテ｣｡｢柔｣は日･尤・平｡｢畦｣は影･麻･平｡｢的｣は端･錫･入と[ta]。『日訳』と同

じ。

皿`｢シムトゥキ｣｡｢失｣は轡･質･入｡｢木｣は明･星･入｡｢都｣は端･模･平｡｢及｣は群･綱･入。

'１７｢及｣を｢乃｣と取り違えて嘘写。

''0｢シワス｣｡｢失｣は書･質･入｡｢畦｣は影･麻･平。

'1,,,.はundの誤植。

'`･｢チャ｣｡｢札｣は荘･黙･入｡飲食門との重複語。

'2'現代語ではTeeo

1漣｢ファナ[fana]｣｡,､行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢法｣は綱･乏・入､｢掌｣は泥･麻･平。

『翻訳」では｢叫引｣。

１画｢クミ」｡｢谷｣は見・屋･入｡｢米｣は明･露･上。

'2`｢ナキ｣→｢キ｣｡｢柏馬足傘急｣｡柏の木の｢の木｣の部分を写したもの。『琉訳』も同様の

誤りがある｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢急｣は見・綱･入。
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8５ 七月式的珪的I'２ schidilwadii dersiebenteMonat 七月

8６ 八月法只珪的1１３ fadshiwadil derachteMonat 八月

・
７８

九月谷珪的
uUO

guwadii dernernteMonat 九月

8８ 十月柔珪的Ⅱ５ schuuwadil derzehnteMonat 十月

8９ 十一月失木都及'1‘ sｃｈｅｍｕｄｕｎａｙ
117

dereilfteMonat 十一月

9０ 十二月失珪思
ＩｌＯ

schewasszu ｄｅｒｚＷ６】fteMonat 十二月

9１ 花木門 】Ｖ・Blume】】nndBiiume,''９ Ⅳ､花と木

9２ 茶札'、 dsha Ｔｈｅｅ
1２１

お茶

9３ 花法傘
】2２

lnnzn Ｂｌｕｍｅ 花

9４ 米谷米
123

gｕｍｙ Reiss 米

9５ 樹傘急
120

ｎａｇｌｌ Ｂｚｎｕｍ 樹木



！
I茜｢ウミェ｣｡提示語は｢果実｣の意｡寄語は下の｢梅｣と同じ｡｢吾｣は疑・模･平｡巳:明.馬･上、
彌耶切(字奨)の二音だが､この場合は後者の[mie]・

'2`｢己｣を｢也｣と間違えて転写。

、｢マツ｣｡｢馬｣は明･馬.上｡｢足｣は精･燭･入､精･遇･去の二音。

I犯｢マツナキ｣。『玉篇』に｢柏､松柏也｣とあり、「松柏｣には常緑樹の意がある。「馬｣は明・
馬.上｡｢足｣精･燭･入､糖･遇･去の二音｡｢傘｣は泥.麻･平｡｢急｣は見・鯛.入。

129｢タキ｣｡提示語は｢たけ(竹)｣の意｡｢達｣は定･畠･入､｢急｣は見・輯.入。『日訳』は｢竹筒
答傑那各｣。

'３０｢タキ｣｡提示語は｢たけのこ(筍)｣の意｡｢達｣は定･易･入､｢急｣は見・鯛･入・

'31｢ナトゥミェ｣｡｢郡｣は泥.麓.去｡｢都｣は端･模･平｡巳:明･馬･上､彌耶切(字蕊)の二音だ
が､この場合は後者の[mie]・

''2｢巳｣を｢也｣と間違えて転写。

１３９｢クサ｣｡｢谷｣は見・屋･入｡｢微｣は心･畠･入(集韻)。

鰯｢ウリ」｡｢吾｣は疑・模･平｡｢利｣は来・至・去。

１３s｢ツァイ｣｡寄語は提示語の音読み｡飲食門との重複語禦。

'ヨャウミェ｣｡｢果｣と同じ寄語｡｢吾｣は疑・模･平｡巳:明･馬･上､彌耶切(字葉)の二音だが､こ
の場合は後者の[mie]。『日訳』も｢梅吾也」

面｢ｕ」を｢也」と間違えて転写。

mAbrikoseはAprikoseの間違いか？
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9６ 果吾巳
125

u-y
I顕

Frucht 果実

9７ 松馬足
｣2７

TTI、弦１１ Fichte 松

9８ 柏馬足傘急1羽 mazu･nagil Cypresse 栢

9９ 竹達急'” tagii Ｂｎｍｂｕｓ ･竹

100 箏達急幽 tagiI Schilf 筍

1０１ 棗那都也
】3１

nadu-y
23Ｚ

JUjube なつめ

102 草谷撒'銅 ｇｕｓｓａ Ｋｒａｕｔ 草

1０３ 瓜吾利
134

ｕｒ１ KUrbiss カボチャ属

104 菜菜j藷 zai GemUse 野菜

105 梅吾也
136

u-y
I”

Abricoseu配 杏子



、
叩
四
回
囮
四
四
四
四

ｌｕｌｍ－Ｂｎ

.~｢二」。多和田1998はこの｢葉尼」が朝鮮語の混入であるとする。しかし､他の混入例が

ないことを考えると、これは｢葉」を｢根」の意味に間違えて､｢尼」とつけた可能性が考

えられる。

'ヤカウ」。寄語は提示語の音読み｡｢橋｣は渓･階･上､渓･号･去､見・薮･平(集韻)の三音。

'０１｢ホゥアスソファナ[xuasunfana]」。｢はす(蓮)」の｢は」には喉音字、「はな(花)」の

｢は」には唇歯音(両唇音)字を使用している｡そして格助詞の｢の」は｢孫」の韻尾/-,/で

代用されている。首里方言の｢蓮」は｡in或いはrin｡｢花」は暁･麻･平｡｢孫」は心･魂･平。

｢法」は禰・乏・入、「掌」は泥･麻･平。

｣｡現代ドイツ語ではuの前のchは[x]と発音する。

M3｢ルソアソ」。｢龍」は来・鐘･平｡｢暗｣は影･勘･去・｢塊」の韻尾/､Ｕ/がリエゾソするかは
不明。

ｗ｢リシ」。｢利」は来・至・去｡｢是」は禅･紙･上。

噸｢沙是那」の｢是」は他ではschyと表記している。

蝦｢ウギ」。提示語は｢さとうきび(ウージ)」のこと｡｢翁｣の韻尾/*-ﾘ/は｢急」を有声音化

させている｡｢急」は見・綱･入。

、｢クショウ」。｢窟」は溪・没･入｡｢受」は禅･有･上。

'`O｢スワ」。｢司」は心.之.平｡｢畦」は影･麻･平｡｢藤木」は蘇妨(スハウ)。『本草綱目』

｢木二」に｢蘇方木」の項がある。『日訳』も同じ。

mNol43｢仙鶴司禄」の｢司」はszUと表記している。

函現代語ではTiere。
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106 葉尼画 ｎｙ B12tt 葉

1０７ 香槁!`｡ kao Wohlgeruch 香

108 蓮花花孫法傘'0１ chuassunfhmaIoF Lien-hua･Nenuphar 蓮

109 龍眼龍暗'0３ lunn-an
●

Lunn-ｙｅｎ 龍眼

１１０ 蕩枝利是'“ rischiI45 Li-tschi・Demicarpus リチ｡蕩枝

1１１ 甘薦翁急
BOO

112 胡椒窟受
1０７

113 蘇木司佳'卿 SＳｕＷａ
109

RothesFiirbeholz 朱の染料樹木

1１４ 鳥獣門 Ｖ・V6gelnndThierelqo V,鳥と動物



'５１｢タトゥ[tu]」。｢達」は定･島･入､｢都」は端･模･平。『翻訳』では｢龍日本」。『日訳』
は｢龍答都」。

唾｢タラ」。｢官」は透･歌･平｡｢卿」は来・高･入(集韻)。『翻訳』では｢虎呈剖」。『日訳』

と同じ。

'錨｢カム」。｢加」は見､麻･平｡「目」は明・屋･入。『翻訳』では｢鹿肉ヨト早早AIA|」。

'劇｢ウマ」。｢吾」は疑・模･平｡｢馬」は明･馬･上。『翻訳』では｢馬孚ＤＩ」。『日訳』と同
じ。

鰯｢シシ」。｢失」は書･質･入。『翻訳』では｢獅人1人l」。

鰯｢ウシ」。｢吾」は疑・模.平｡｢失」は書･質･入。『翻訳』では｢字Al｣。『日訳』は｢牛吾
世」。

lsTｳｻｷ｣｡｢吾｣は疑・模･平.｢撒｣は心･島･入(集韻)｡｢急｣は見・絹･入｡『日訳』も同じ｡

噸｢クマ」。｢谷」は見・屋･入｡｢馬」は明･馬･上。『日訳』は｢熊枯馬」。

'鉛｢チャ」。｢象牙喧吟」の｢象喧」を切り取ったもの。『翻訳』では｢象刈｣。『日訳』
は｢象糟」。

Ｉ的「トゥティ」。『翻訳』では旱ヨ。『陳』は｢土立｣。『郭』『繭』『夏』は『音』と同じ｡/､ti／

の｢地｣は誤字であると考えられる｡八i/が/*1i/に極き換わる例は他にはない｡『日訳』

は｢鶏直立｣。
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1１５ 龍達都
】５２

tadu Drache 龍(辰）

116 虎乞卿
U5z

tｏｒａ Tieger 虎(賞）

1１７ 鹿加目
】碑

glamu Ｈｉ竃cｈ 鹿

118 馬吾馬
15.

ｕｍ２ Pferd 馬(牛）

119 獅失失
】錨

schesche Ｌ６ｗｅ 獅子

120 牛吾失
Ⅱ鑓

l】負hｅ Ｏｃｈｓ 牛(丑）

1２１ 兎吾撒急'5ア ussagil Ｈ聖｡ 兎(卯）

122 熊谷馬
l麹

ｇｕｍａ Ｂｉｉｒ 熊

123 象喧'鍋 ｡写hzu Elefant 象

124 鶏土地I`0 tudi Ｈｕｈｎ 鶏(酉）



随
一
価
一
陣

ｉｕｐｌｎｔｓｃｈａ

'`'｢クァイナ｣｡提示語に対して寄語が合わない｡寄語が｢クイナ(水鶏)｣なら､提示語の｢錨」

は誤り｡首里方言では｢水鶏｣をkumiru｡｢階｣は見・皆･平｡｢聯｣は泥･部･上。

１画｢ワ｣｡首里方言で豚は?waa。『翻訳』は｢猪宇別｣｡松下本は｢畦｣を｢鳴珪｣に作る｡多和

田1998は｢畦｣を｢鳴珪｣に作るも誤り｡鴫はI潟の誤りか？｢畦｣は影.麻.平。

'⑪「トソ｣｡｢全｣と｢同｣は同音､同義だがこれが何と｢同｣かは不明｡提示語｢鑓｣と発音が｢同」

ということか？

!"「トソ｣｡｢全｣と｢同｣は同音､同義だがこれがなにと「同｣かは不明｡提示語｢螺｣と発音が

｢同」ということか？

'"｢イヌ｣｡｢亦｣は余・昔･入｡｢奴｣は泥･模･平。『翻訳』ではＣｌ星。

l6Tカワ｣｡｢噴｣は見・識･人､匝・孟・入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢佳｣は影･麻･平。

167｢ニィエ｣｡これは十二支の｢子(ネ)｣で｢鼠(ネズミ）｣ではない。『翻訳』では｢老鼠三oト

UI寺｣。

!"｢クタカ｣｡提示語は「うぐいす(燦)｣で｢タカ(畷)｣ではない｡『琉訳』『陳』『郭』も同じ

寄語。「苔｣は端.合.入｡｢蝋」は古渇切（『字奨補』）北京語では[ka35]｡｢打｣は桁字か。

!`,｢イオウ｣。『翻訳』では｢Ｃｌ字｣｡｢勝｣は余・尤・平。

､｢ピピソジャ」→「ピトゥォヂャ」。首里方言で「羊」はmeenaahwiizaa､｢未｣はhwi9i

zi。『翻訳』ではⅡ|木刀。『流』は｢匹多嘘｣、『陳』は｢羊非都知｣､郭』は｢羊匹牝喧｣、

『繭』『夏』は｢羊匹托嘘｣｡｢牝｣は語形が近い｢托｣の誤記の可能性が高い｡｢匹｣は溌・質・

入｡｢托｣は透･鐸･入(築韻)｡｢牝｣は並・鯵･上｡この場合の｢羊｣は十二支の｢未｣の読音。
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1２５ 錨郷lｌｉＫ
151

giai-na Ｇａｎｓ がちょう

１２６ 猪佳
I鐘

ｕａ Schwein 豚(猪）

１２７ 駿全
1国

tｕｎｎ Esel

１２８ 騨全
I“

１２９ 狗亦奴
165

yｎｕ Ｈund 犬(戌）

１３０ 皮噛佳
16＄

hdva Ｆｅｌｌ 獣(皮）

１３１ 鼠研
167

ｎｌｅ MnIIR 鼠(子）

１３２ 鴬打答哨!“

１３３ 魚瀞
8曲

ｌｕ Fisch 魚

1３４ 羊匹牝喧
1ｍ

pilpintscha Schaaf 羊(未）



、「ミミ｣｡多和田1998は朝鮮語｢メミ」とするが､｢〆」にあたる寄語は主に｢ｕ｣が使用され、

他に｢密｣を「〆」音に当てた例は見当たらない｡提示語は十二支の｢巳｣に関係すると思わ

れる｡その場合､後ろの｢密｣は桁字と考えられる｡｢密｣は明･質･入。『翻訳』ではＯ|旱。

、｢サル｣｡｢撒｣は心･島･入(集韻)｡｢禄｣は来・屋･入。

“｢カミェ｣｡｢噴｣は見､壷.入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡巳:明･馬･上､彌
耶切(字蕊)の=音だが､この場合は後者の[mie]。

'，`｢Ｕ｣を｢也｣と間違えて転写。

''５｢ユムソトゥリ」→｢ユムドゥリ｣｡首里方言でjumuduriは｢すずめ(雀)｣を表す｡｢門｣は

あとの｢都｣は｢都｣を有声音化させる作用がある｡｢由｣は以・尤・平｢都｣は端･模･平｡｢里｣は
来・止・上。

堀｢フ[hu]オ｣｡ハ行音に喉音字を使用｡｢呼｣は暁･模･平｡｢嵩｣は烏禾切（『字蕊』）。

'汀｢キリソ｣｡｢戯｣は群･之・平｡｢鉾｣は来・真･平｡松下本は｢麟舞｣を｢戯｣に作る。

、「クチョク｣｡｢枯｣は溪・模･平｡｢雀｣は精･薬･入。

`，Tハイ[hai]チャ｣｡｢害宅｣は｢瀞藪｣の中国語音を音訳したもの｡ハ行音に喉音字を使用。

｢害｣は匠･泰･去・｢宅｣は澄・阻・入､知･癖･去(集韻)､徹･雨･入(集韻)。

画｢スル｣→｢ツル｣｡｢司｣は心･之・平､心･志･去の二音。心･志･去の音は｢伺｣に通じ、「司」
は｢何」の誤記か｢可」を以って｢伺」と呼んだ可能性がある。「禄｣は来・屋･入。『日訳』
と同じ。
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1３５ 蛇密密
、

ｍｎｍｉ Schlangc 蛇(巳）

136 猴撒禄'ね Sｇ２ｒｕ Ａｆｆｅ 猿(申）

１３７ 麹噛也I河 ho･nieI70 SchiMkrtjte 亀

138 雀由門都里'滴 iumenduri Vogel 鳥

１３９ 鳳凰呼腐
I海

140 麟麟麟懲'万 醗麟

1４１ 孔雀枯雀枯
1河

gukiugu Pfau 孔雀

1４２ 癖当害宅'?,

143 仙鶴司禄』餌 ｇＺｕｒｕ Storch 熱



IDI｢チャリギ｣→｢チャヌゥォキ｣｡｢頗嘘｣と｢牙嗜其｣を組匁合わせた寄語｡本来なら｢喧

塘其｣となるところが､｢曙｣を｢吟｣に誤ったと考えられる。『陳』は｢象牙査査華｣。『郭』

は｢唆冷其｣｡多和田1998は｢きうのち｣(象の血)と解釈するも､｢其｣の発音が/掌kini/である

ことや語蕊の性質として｢象の血｣とは考えにくい｡やはり､｢象牙｣であろう｡｢壇｣の現代

北京語は[tSa55]or[tSba55]｡｢其｣は群･之・平｡多和田1998は｢蛤｣を｢冷｣に作るも誤り。

'３２｢カミェナコ｣｡首里方言で｢べっこう｣はkaaminakuu(亀の甲)｡｢那｣は格助詞｢の｣｡｢瞳」

は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢那｣は泥･箇・去｡也朗.馬･上､彌

耶切(字難)の二音だが､この場合は後者の[mie]｡｢各｣は見・鐸･入･

Ｉ牛也｣を｢也｣と間違えて転写｡｢各｣は他にgu,geと転写されている。

四｢ウシツヌ｣｡｢吾｣は疑・模･平｡｢失｣は聾･質･入｡｢奴｣は泥･模･平。

'0`｢クガチャス｣。『沖古』に｢こがらす【小鳥】小さいカラス｣とあるが､提示語｢喜鶴｣は

｢かささぎ｣｡｢孔｣の韻尾/c－０/は後続音節の戸母を有声音化させる作用がある｡｢孔｣は渓・

薮･上｡｢加｣は見・麻･平｡｢査｣は巣･麻･平､察･佳・平､荘･麻･平(集韻)の三音。

'0`｢クリヌクチ｣｡提示語は｢熱のとさか｣の意｡寄語が｢鳥の口｣の意なら提示語と囲醗を来

している｡｢Ｅ｣は透･歌･平｡｢立｣は来・鯛･入｡｢奴｣は泥･模･平｡｢谷｣は見・屋･入｡｢只｣は章．

紙･上。

噸｢ユ｣→「トゥ｣。「琉訳』『陳』の寄語は｢勒那｣｡｢郁｣は｢都｣の誤字？多和田1998は｢郁｣を

誤字と捉えず「じよう」としている。しかし､｢郁｣の漢語の発音からは｢ジョウ｣の発音は導

き出せない｡｢郁｣は影・屋･入。
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144 象牙嘘吟其'0１ tscharinge Elfenbein 象牙

1４５ 飛瑁嘘也那各!■ hoynago函 Schildpatt 眩甲

1４６ 牛角吾失祖奴1Ｍ uschedsunu Ochsenhorn 牛の角

１４７ 喜鵡孔ｶﾛ査思Ｉ鰯

148 鶴頂直立奴谷只1期

149 宮室門 Ｖ】・VonGebiiuden Ⅵ､建物について

１５０ 門部
187

ｄｕ Thur

一
戸



18ヤヤ｣｡首里方言では｢家､家屋､家庭｣をjaaというが､提示語は｢主ど｣の意｡｢牙｣は疑・麻・

平。

18.｢イキ｣｡｢葉｣は｢葉｣の誤記。『琉訳』は｢亦葉｣｡｢亦｣は余・昔･入｡松下本は｢粟｣を｢兼｣に

作る｡多和田1998は｢蘂｣を｢兼｣に作る。『日訳』は｢房亦葉｣。

』go｢タカヤ｣｡｢曜｣は見､壷.入､庫･壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢牙｣は疑・麻･平。

''1「ミチ｣。『翻訳』では｢大路已旱ｐｌ〕U｣｢小路〒D1XI｣で｢ロ|刀｣。No280に｢上御路悪

牙密即約里｣がある｡｢密｣は明･質･入｡｢集｣は従・綱.入。

192｢ミチ｣｡提示語は｢丹漆で塗り込めた庭｣の意で寄語とIMl鰯がある｡｢密｣は明･質･入｡｢集」

は従・綱･入。

''３｢パチ｣｡｢払｣(輔･鰭･入､常･怪･去の二音)､｢只｣は章･紙･上。

1,`｢クスク｣｡｢窟｣は溪・没.入｡｢宿」は心.堅･入｡｢狐｣は見・模･平｡松下本､多和田1998は

｢宿孤｣を｢宿｣に作る。

195｢クゥアソヤ｣｡提示語は｢駅の上に設けられた旅館｣の意。『琉訳』は｢葉急｣｡｢舘｣は見・

換.去､見・綾･上の二音｡｢牙｣は疑・麻･平｡多和田1998は｢舘｣を｢館｣に作る。

I,ヤカライキヤ｣→｢カライイェイァ｣→｢カライイェ｣｡｢嘘鋼｣はNo44｢瓦嘘卿｣を切り取っ

たもの｡｢粟｣は｢葉｣の誤記｡｢亦棄｣はNol52｢房亦棄｣を切り取ったもの｡｢牙｣は桁字。

『陳』『郭』『夏』『繭』も｢瓦房噛劇亦棄牙｣は見・讃･入､匝・壷･入､暁.秤.入（『集』）の三音

がある｡｢卿｣は来､畠.入(集韻)｡｢亦｣は余・昔･入｡｢牙｣は疑・麻･平｡多和田1998は｢乗｣を

｢葉｣に作るも誤り。
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1５１ 窓牙
188

ｙａ Thijr 窓

152 房亦棄
189

ytschi Ｈ２１１Ｒ 家

1５３ 楼塔噛牙
190

dahｏｇａ Etage 家屋の階層･階

1５４ 御路･密集
1９１

micie K6nigsWeg 王の道

155 丹埠密集
19②

156 御橋払只!“ haidshi K6nigsBrijcke 王の橋

1５７ 皇城窟宿孤
1９０

1５８ 舘駅舘牙
195

1５９ 瓦房噛劇亦棄牙'妬 ｈ０.raytschiya SteinernesGeb且uqd⑨ 石の建物



Ⅶ.器具と道具

I"｢カウトゥ」｡｢噛｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢鳩｣は影･姥・

上､影･鋒･去（『集』）の二音｡｢吐｣は透･姥･上､透･幕･去の二音。

''0｢ヨルォイ」｡｢羅｣は来・歌･平｡｢衣｣は影･微･平。

!"｢カタナ｣｡｢噛｣は見・壷･入､区･壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢傘｣は泥･麻･平。

多和田1998は｢塔｣を｢苔｣に作るも誤り。

２００｢ヤ｣。『翻訳』では｢０１０１｣｡｢牙｣は疑・麻･平。『日訳』も同じ。

的'｢ユミェ｣｡｢由｣は以・尤・平｡也:明･馬･上､彌耶切(字築)の二音だが､この場合は後者の

[mie]。『翻訳』は｢弓弦０１字〒王午｣の｢０１字､I｣。

麺｢ツヌ｣｡ｎｎはnuの間違いか？『沖古』に｢つる【弦】葬・三線･弓などの弦｣とある。

『翻訳』も｢弓弦Ｏ|字01〒王午｣の｢王〒｣のように､/､u/で表記されている｡｢子｣は精・

止・上｡｢奴｣は泥･模･平。

２００ｍはnuの誤植。

２．Tヤリ｣｡｢牙｣は疑・麻･平｡｢立｣は来・網･入。

麺｢タイ｣｡｢台(たい)｣のことか｡｢代｣は定・代･去・

麺｢バチ｣｡提示語｢盤｣は｢手洗いの水を受ける鉢｣の意。『翻訳』に｢木貼是、刀｣｡｢払｣は

綱･鑑･入､鞘･怪･去の二音｡｢只｣は章･紙･上。

ｍ｢クチャ｣→｢タライ」｡｢大｣は定･泰･去､定･箇・去の二音｡｢繭｣は恥格切(字典補)。これは

｢箭｣を｢願｣に誤ったとと考えられる｡｢大顎｣なら音は｢クライ」となる｡｢顎｣は来・泰･去・
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160 器用門
ⅥLIngtrumenteund

Werkzeuge． Ⅶ､器具と道具

1６１ 盛噴鳴吐
l” Ｈ０.ｕｔｕ Ｈｅｌｍ 兜

1６２ 甲幼羅衣
ＩＤＳ

ｌｕｒＯ１ Panzer 鎧

163 刀噴塔傘'” hdt2n旬 Messer 刀

1６４ 箭牙
3ＤＯ

ｙａ Pfeil 矢

1６５ 弓由□
初1

yｕｙ Bogen 弓

166 弦子奴
zpO dsUnn

20コ
SennedesBogens 弓の弦

167 釣牙立
ａＯＯ

yarll Speer 槍

168 卓代
2,6

169 盤払只一名桶盤
200 baidshi SchUssel 盤

170 盆大鏑
2｡？ dadshce T2s聖 盆



､｢ピフピソ｣｡｢花瓶揃傘匹胡平｣があり､意図としては｢瓶｣の部分を切り取ったものと

思われるが､寄語の意味は未詳。『琉訳』『陳』に｢瓶駆｣、『中山傅償録』に｢瓶四胡平」

とあるがいずれも未詳｡｢匹｣は滴･質･入。

麺現代ドイツ語では｡の前のchは[x]と発音する。

２１ヤチュイコ｣→｢トゥコ｣。『陳』『郭』『繭』『夏』は｢堕各｣｡｢墜｣は｢堕｣の誤りなら､「トウコ｣。

｢堕｣は定.果・上｡｢墜｣は澄・至・去｡｢各｣は見､鐸･入｡多和田1998は｢墜｣を｢堕｣に作るも誤

り。

池｢各｣は他にgu,geと転写されている。

212｢プニ｣｡ハ行音に両唇音字を使用。「首｣は鞘.鹿.上｡｢尼｣は泥.脂.平。

21ヤホゥアシ｣。『琉訳』は｢樋花時｣｡で｢樋｣は｢ほばしら(帆柱)｣の意。『音』の提示語

｢樟｣(くちなしの意)は｢樋｣の誤記｡寄語は｢ラ｣が脱落した形か？｢花｣は暁･麻.平｡｢時｣は

禅･之・平。

醐丁カジ｣｡｢看｣の韻尾/､-,/は｢息｣の声母を有声音化させる｡｢肴｣は漠.翰・去｡｢息｣は心．

職･入。

２１`｢ルォ｣｡提示語は｢ろ｣｢かい｣の意｡｢綴｣は来､歌･平。『日訳』も同じ。

動`｢ホ｣｡提示語は｢マスト」の意｡ハ行に喉音字を使用｡｢賀｣は匝・筋.去｡多和田1998は｢蓬」

を｢逢｣に作るも誤り。『日訳」も同じ。

2画現代ドイツ語では｡の前のchは[x]と発音する。

副ヤマイシ｣｡提示語は｢箸｣の意｡首里方言の｢箸｣はmeesi､｢お箸｣は?umeesi。『翻訳』で

はnlAl。『陳』では｢払只｣とｐ系の発音で表記｡｢麥｣は明.麥.入｡｢匙｣は禅.支.平､[srii］

の二音。
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１７１ 瓶匹胡平
３００

pichupinn
、、

kleinerKrug 小瓶

172 床墜各
210

dshuyge
212

Bett 寝床

173 船繭尼
212

ｐｕｎｌ Schiff 船

174 棒花時213

175 舵看息
210

kannRie Sｔｃｕｅｒ 舵

176 櫓羅
215

1７７ 蓬賀zu6 cho
■け

Segel 帆

178 筋麥匙
218

meschi Ess-Stlibe 食事用箸



dsoschi 本(草紙）

tschn目Bie

ｍ,｢ウェソデイ」→｢ウェピ｣。『陳』『繭』『夏』は｢文譲｣、『郭』は欠・寄語の｢帯｣は字形の

近い｢篭｣の誤りなら､寄語は｢ウェピ｣を表す｡｢文｣の韻尾/､-,/は｢帯(筆)｣の有声音化を

示す｡多和田1998は｢帯｣を｢筆｣に作るも誤り。

2m｢イェ｣｡葉の古語は｢ゑ｣｡｢葉｣は余・葉.入。

動｢ヅォシ｣｡｢草紙｣を表したもの｡多和田1998は｢佐｣を｢左｣に作るも誤り。

エ｢フェソティ[fenti]｣→｢フェ[に]デイ」｡｢ふで｣を表したもの｡ハ行音に唇歯音(両唇音）

字を使用｡｢念｣の韻尾/-,/は｢唾｣の有声音化を示す。『翻訳』は歪ロ｡｢念｣は涜・間･去、

｢麓｣は端･露･去・

許カイティ｣｡｢開第｣は｢写字｣に対する寄語｡提示語は｢写｣の字が欠落している。『日訳」

に｢写字開的｣､｢字只｣がある。

､｢スモ｣｡｢すみ(墨)｣｡｢司｣は心･之・平｡｢黙｣は明･徳.入。『翻訳』ではへﾛ|・

垂｢カソピ｣→｢カビ｣｡首里方宮で｢紙｣はkabi｡｢湛｣の韻尾/－ｍ/は｢枇｣の有声音化を示す。

『翻訳』では升01．

率｢スソスリ｣→｢スズリ｣｡｢孫｣の韻尾/-,/は｢司｣の有声音化を示す｡｢司｣は心･之.平｡｢利」

は来・至・去。『翻訳』では▲柔２１．

ｺ｢チャシ｣｡｢鎖｣は｢鍵｣の意｡首里方言ではsaaSi｡｢挿｣は初.治.入｡｢息｣は心.職･入｡｢挿」

を/s/系列の声母で読む現代漢語方言はない。
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1７９ 帯文帯迦, venday Gijrtel 帯

１８０ 畳葉
2２０

yｅ Ｂｉｌｄ 絵画

1８１ 轡佐詩瓦’ dsoschi Ｂｕｃｈ 本(草紙）

1８２ 筆念璽
Z8２

1８３ 字開第鍾, kndi Buch里t2唾 文字

184 墨司黙
再０

ｓｓｕｍ② Ｔｌ､只辰ｈ 墨

185 紙堪枇
ZZ5

1８６ 硯孫司利
拉６ ｅ●●

ｓｓｕｎｓｓｚｕｒｌ SteinyumTuschreiben 墨書用の石

1８７ 鎖挿息
面７

tsChHSSie Vorhiingeschloss 鎖



香料用の瓦鍛鉢

寺マカリ｣。『翻訳』に｢ﾛﾄﾌﾄﾖ｣、『混』（乾・器財)に｢おまかり茶碗の類をいふ｣とある。

｢麻は明･麻･平｡｢里｣は来・止・上。

計ピャウプ｣｡｢瓢｣は滴･宵･平､並･宵･平の二音｡｢布｣は輔・幕･去・

2m｢カウル」。「穂」は見・賎･上。「蝋」は来・模･平｡松下本は「蝋」を「瞳」に作る｡多

和田1998は｢蝋」を「炉｣に作る。

。｢パオナ｣｡寄語は提示語の前半｢はな｣のみを表す。『陳』に｢花法掌｣､｢瓶瓢｣､｢花瓶

法傘瓢｣という例があることから、『音韻字海』では｢花瓶蝿傘匹胡平｣を表そうとして、

｢匹胡平｣が脱落したものと考えられる。'､音に涛母字｢軸｣を使用｡｢傘｣は泥･麻･平。

汁フファコ[fUfako]｣｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢福｣は舗・屋･入｡｢法｣は鋪･乏・

入｡｢各｣は見・鐸･入。

230｢各｣は他にgu,geと転写されている。

画ﾔｳｧｿｷ｣→｢ｳｧｷﾞ｣｡｢柾｣の韻尾ﾊﾘﾉは後続の子音を有声音化させる作用がある｡

｢柾｣は影･義･上｡｢其｣は群･之・平。

画`｢カイ｣。『翻訳』に｢楓子ヨトCl｣｡｢根｣は｢極｣に通じ､意味は衣類､書籍､書類を入れるた

めのダンス､棚の類｡｢箱子｣も同様の意がある｡｢凱｣は渓･海･上。

計ツィァソキ｣｡T｢ツィァギ｣。『中山傅信録』に｢象棋仲枇｣、『琉球入学見聞録』に｢顛

棋充機｣がある｡｢象棋｣は中国式将棋の意だが､提示語｢棊子｣は｢こいし(碁石)｣の意であ

る｡寄語｢餓基｣は｢ﾂｲｱｿｷﾞ(将棋)｣を表す｡提示語と寄語に倒醗がある｡｢戯｣の韻尾バ

リ/は後続の子音を有声音化させる作用がある｡しかし､寄語の意味から韻尾ﾊﾞﾘ/は明瞭

に発音された可能性がある｡｢戯｣は初･陽･平(集韻)｡基は見･之･平｡｢基｣は溪・之・平(集韻)。
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188 碗麻佳里
2ｍ

matschuiri Ｎａｐｆ 碗

189 屏風瓢布
2ｍ

piaobu B1asbalg 屏風

１９０ 香櫨稿櫨
230

kaoru
zmne｢ｎｅＶａｓｅ価ｒｄｉｅ

Ｃ

Riiuche■tiibe 香料用の真鍛鉢

１９１ 花瓶拠傘
主3０

ｐａｏｎａ Ｂ１ｕｍｅｎｔｏｐｆ 花瓶

192 香倉福法各
漣２

fUfage
Zag Riechbijchse 香盆

193 倭扇任其麺 wannky Fiicher 倭扇

194 箱子凱
235

１９５ 棊子戯基
Zｒ

tschaunnky Ｄａｍｅｎｂ1℃tｔ 碁盤



金鐘fL加尼麻２

､｢イシキコピ｣。『琉訳』（ロソドソ本)に｢帯乞各必｣がある｡｢乞各必｣は「ききおび(き

き帯)｣のこと。『混』（乾・衣服)に｢おほみききよび｣として｢御紳なり」とある｡大宜見村

高如嘉方言で｢キッキピ｣｡｢衣｣は影･微･平｡｢乞｣は溪・迄･入､｢各｣は見・鐸･入｡多和田1998

は｢食｣を｢石｣に作るも誤り。

zap｢サカヅキ｣｡｢壗｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢撒｣は心･島・

入(集韻)｡｢子｣は精･止・上｡｢急｣は見・網･入。

23,｢チャマカリ｣｡｢茶鍾｣とは｢茶碗｣のこと｡首里方言にmakaiは｢飯あるいは汁を盛る椀」

とある｡｢麻加里｣はmakaiのことか｡tJamakaiの語があるかは不明｡｢麻｣は明･麻･平｡｢加」

は兇･麻･平｡｢里｣は来・止・上。

zｲﾔクガニマカリ｣｡｢孔｣の韻尼/､-U/は後統の子音を有声音化させる作用がある｡｢尼｣は泥・

脂･平｡｢麻｣は明･麻･平｡｢加｣は見・麻･平｡｢里｣は来・止・上｡多和田1998は｢加｣を｢佳｣に作

るも誤り。

鋤｢孔｣がfuと転写されているが､｢孔｣にfuの漢字音はない。

麺現代語ではSchaleo

狐｢ウォティメイ｣｡多和田1998は｢倭的毎｣を「くわうていまへ｣(皇帝前)とするが､音が合

わない｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二音｡｢的｣は端･錫･入と[t⑧]。

:"｢ウォナヂャラ｣。『仲古』に｢をなぢやら【女ぢやら】奥様｡按司の妻｣とある｡｢男｣の

韻尼八m/は後続の子音を有声音化させる作用がある｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二音｡

｢男｣は泥･箪・平｡｢鋼｣は来・畠･入(集韻)｡多和田1998は｢札｣を｢孔｣に作るも誤り･

塑｢ウォウァソカナシ｣｡｢倭｣は影･戈･平、影･支・平の二音｡｢噛｣は見・壷･入、匝・室･入、
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1９６ 玉帯衣食乞各必、

1９７ 酒鐘撒噛子急巫 ssahodsiguiT Weinschiilchen ワイソグラス

198 茶鍾茶麻加里麺 dschamagiari Ｔｈ聖t霞巫 ティーカップ

１９９ 金鍾ＪＬ加尼麻加里如 h｣gianimagiari2`！ goldeneSchaal餅２ 金のカップ

200 人物門 Ｖ111.Vommenscben．

201 皇帝倭的毎
2Ⅲ３

odi7mei Ｋ２is⑨「 皇帝

202 王妃倭男札､'1F`‘ onandshala Kai＆⑨Tin、 皇后､皇妃

203 國王倭王噴噛Ｐ劃‘ ovannhdnaschi k6ni９ 国王



朝廷倭本妬型
”
雨

暁･秤･入（『集韻』）の三音がある｡｢Ｆ｣は書･脂･平。

霧｢ウォヌチュポジグァ｣｡｢倭｣は｢王｣の音読みを示し､｢奴｣は格助詞｢の｣を表す｡｢誇｣は

以下にある｢子枯珪｣を示す｡｢爵勃人｣の寄語は不明｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二音。

｢奴｣は泥･模･平｡多和田1998は｢爵｣を｢鯵｣に作るも誤り。

”松下本は｢本｣を｢木｣に作る｡多和田1998は｢本｣を｢毎｣に作るも誤り。

瓢ﾔｸｲﾌ[fu]｣｡｢太｣は透･泰･去・｢福｣は穂･星･入で､八u/である｡多和田1998は｢太｣を

｢大｣に作るも誤り。

鈍'｢チャソス」。｢丈」は澄・義･上｡｢司」は心･之・平｡松下本は｢丈｣を｢文｣に作る｡多和田1

998は｢史｣を｢吏｣に､｢司｣を｢的｣に作るも誤り。

麺｢シチェソ｣｡No227に｢朝貢使臣嘘得那使者｣があり､｢使臣使者｣の提示語と寄語が転

倒している｡提示語｢使臣｣､寄語｢使者｣が正しいのではないだろうか？寄語｢使者｣なら読

みは｢シチャ」となる｡｢便」は山･止・上｡｢臣｣は｡禅･真･平｡｢者｣は章･馬･上。

劃「トゥソツ｣→「トゥヂ｣｡｢通｣の韻尾/･-q/は後続の子音を有声音化させる作用がある。

｢通｣は透･東･平｡｢資｣は綱･脂･平。

麺tunuはtunnの誤植。

2s`｢シソス｣｡｢申｣は譜･真･平｡｢司｣は心･之・平。『日訳』も同じ。

麹｢ﾌ[fu]ｽ｣｡ﾊ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢付｣は輔・遇.去で､ｎｕ/である｡｢司｣

は心･之・平。

聾｢夕タウナピチュウ｣｡｢那｣は格助詞｢の｣｡｢大｣は定･泰･去､定･箇・去の二音｡｢那｣は泥．

箇・去｡｢必｣は糖･質･入｡｢周｣は章･尤・平。
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204 王子倭奴爵勃人誇劃‘ onuzunnbogchinku2 k6ni口悪ohn 王子

205 朝廷倭本奴
２０７

206 大夫大福
Z4B

207 長史丈司
剃り

208 使者使臣
Z5０

209 通事通資
Z5１

ｔｕｍ１ｄ倉iＨ
茜Ｚ

Dollmetscher 通訳

2１０ 正使申司
淫３

211 副使付司
誇４

212 唐人大刀那必周
2５５



奇シノバオ｣｡｢師の坊｣か？寄語の｢褒｣は下の｢和尚褒子｣にも用いられており､同種の

職からこのような寄語が出された可能性がある。『日訳』は「師傅世農波」。『日葡辞

聾』にXinoboとある。「失｣は轡･質･入｡｢農｣は泥･冬・平｡｢褒｣は舗・豪･平。

趨Tパオズ｣｡寄語は｢坊主｣を示している｡｢褒｣は穂･鞭･平｡｢子｣は錆･止・上。『沖對』は
「ポーズ」。

麹｢イクガウヤ｣｡首里方言ではwikigau2ja(男親)｡｢更｣の韻尾/噸-2/は後続の子音を鼻濁音

化させる作用がある｡｢－｣は影･質･入｡｢更｣は見・廃･平､見・映・去の二音｡｢加｣は見・麻･平。

｢烏｣は影･模･平｡｢牙｣は疑・麻･平。

許ウォナソクウヤ｣→｢ウォナグウヤ｣｡首里方言ではwinagu2uja(女親)｡｢男｣の韻尾/､-,／

は後統の子音を鼻濁音化させる作用がある｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二音｡｢男｣は泥・

班･平｡｢姑｣は見・模･平｡｢吾｣は疑・模･平｡｢牙｣は疑・麻･平。

鞠｢シィエソピソ｣→｢シュジャ｣。『陳』「先孔｣、『繭』『夏』は｢札｣｡｢牝｣は｢孔｣或は｢札」

の誤り。『音』の誤りは『郭』と同じ｡｢先孔｣ならば｢シェヂャ｣。『翻訳』は凸刀。『沖古』

に｢せざ兄弟姉妹のうち兄･姉をいう｣､｢オモロでは｢せざ｣の他に｢すざべ｣という語もみ

える」とある｡首里方言ではcjiizjaの語形あり｡｢先｣の韻尾/o-n/は後続の子音を有声音化

させる作用がある｡｢先｣は心･先･平｡｢牝｣は並・鯵･上｡｢孔｣は荘･鰭･入｡｢札｣は荘･酷･入。

多和田1998は｢牝｣を｢孔｣に作るも誤り。

劃｢ウトゥ｣｡首里方言に?uQtuの語形あり｡｢屋｣は影・屋･入｡｢都｣は端･模･平。

麺「トゥソチ｣→「トゥヂ｣｡首里方言ではtuziの語形あり。『沖古』に｢とじ【刀自】夫の配

偶者｡妻｣とある｡『混』(坤･人倫)に｢とじ女房の率也｡｣とある｡｢同｣の韻尾ハワ/は後続

の子音を有声音化させる作用がある｡｢同｣は定･東･平｡｢之｣は章･之・平。
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213 師父失農褒
＝６

214 和尚褒子鍔ア baodsu ＢｏｎｚｅｄｅｓＦｏｅ 僧侶

215 父親一更加烏牙劃 yｇｅｎｇ１ａｕｙａ Vater 父親

216 母親倭男姑吾牙麹 ｏｎａｎｇｕｕｙａ Ｍｕｔｔｅｒ 母親

２１７ 兄先牝鈎 sｓ１ｅｎｐｍ a1terer 兄

218 弟屋都露！ udu jUngererBruder 弟

219 妻同之
託２

tunndshi Ehefrau 妻



261｢クワ｣｡オモロ(11巻590)に｢くわ｣がある｡首里方言はQkwa｡｢柏｣は溪・模･平｡｢座｣は影・

麻･平。

甥｢ウナソク｣→｢ウナグ｣。『沖對』に｢ゐナグ｣｡｢男｣の韻尾/準-ｍ/は後続の子音を有声音

化させる作用がある｡｢烏｣は影･模･平｡｢男｣は泥･藁･平｡｢姑｣は見・模･平。

灘｢ウォキナビチョウ｣｡｢倭｣は影･戈･平､影･支・平の二音｡｢急｣は見､網.入｡｢掌｣は泥.麻．

平｡｢必｣は認･質･入｡｢周｣は章･尤・平。

麺｢ヤマトゥピチョウ｣｡｢亜｣は影･鱒･去・｢馬｣は明.馬.上｡｢吐｣は透.姥.上､透.幕.去の二

音｡｢必｣は鞘･質･入｡｢周｣は章･尤・平。

麺夷語音鐸の対応項目なし。

麺｢タイミイアオウォトゥメイ｣｡｢大｣は定･泰･去､定･箇・去の二音｡｢倭｣は影.戈.平､影．

支・平の=音．｢都｣は端･模･平。

麺｢ウォキナワナ｣｡(沖縄の…)｢郡｣は格助詞｢の｣の桁字｡｢倭｣は影.戈.平､影.支.平の二

音｡｢急｣は見・綱･入｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢那｣は泥･箇・去・

加｢カテナシチャ｣｡｢那｣は格助詞｢の｣｡｢噛｣は見・壷･入､画･壷･入､暁.iw･入（『集』）の三

音｡｢使｣は山･止・上｡｢者｣章･馬･上｡No208に｢使者使臣｣という項目があり､提示語と寄

語が転倒している。

､｢ピシャマソツチ｣→｢ピシャマズチ｣｡ハ行音を両唇音字で(涛母字)で当てている｡｢失」

は書･質･入｡｢之｣は章･之・平｡多和田1998は｢蟹｣を｢蛮｣に作る。
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220 子枯珪
聾３

kｕｗａ Sohn 息子

221 女烏男姑泌‘ ｕｎａｎｇｕ Miidchen、Ｗｅｉｂ 娘法

222 琉球人倭急掌必間
2“

ogiN-napidsheu
EinEinwohnervDn
Lieu-kiPu 琉球の住人

223 日本人亜馬吐必周'麓 jamatopidsbeu Japaner 日本人

224 damioo
257

china 中国

225 大明帝王大苗倭都毎2餌 damiooodilmei ChinesiscbeK2is⑧「 中国の皇帝

226 琉球國王倭急掌救那2`, ogil-naaona K6nigvonLieu-kieu 琉球の国王

227 朝貢使臣噛得郡使者"0

228 人事門
Ⅸ.Von

Dingen
Menschen Ⅸ､人の事に

ついて

229 脆匹舎蟹資之汀’



する拝する

ヨ鱸－－其孜層

､｢カタリ｣｡｢噴｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢答｣は端･合.入。

｢里｣は来・止・上。

z，ヤーパイシチ｣｡寄語は｢拝して｣か？,､行音を両唇音字で当てている｡｢排｣は並.皆.平｡｢失」

は露･質･入｡｢之｣は章･之・平。

、｢ウキリ」｡｢屋｣は影･星･入｡｢超｣は漢.止.上｡｢里｣は来､止.上。

秤ポクイキ｣｡寄語は｢はやくいき｣の意か？ハ行音字を両唇音字で当てている。「迫｣は

鞘･雨.入｡｢姑｣は見・模.平｡｢￣｣は影･質･入｡｢其｣は群･之.平｡多和田1998は｢其｣を｢基｣に

作るも誤り。

銃｢アリキ｣｡｢亜｣は影.鱸･去・｢立｣は来､綱.入｡｢其｣は群･之.平｡多和田1998は｢亜｣を｢亜」

に､｢其｣を｢基｣に作るも誤り。

頭｢イキ｣｡｢亦｣は余・昔.入｡｢急｣は見､綱.入。

、他の｢亦｣はｙと転写されている。

2アヤキチ｣。寄語の｢之｣は不明。「吃｣は渓.錫.入､見､迄.入｡｢之｣は初.之.平。

麹･｢ウラ｣｡｢吾｣は疑・模･平｡｢劇｣は来､易.入(集韻)｡大嶋に｢ウラ」とある。

劃｢ワヌ｣｡｢瓦｣は疑・､馬.上｡｢奴｣は泥.模.平｡東条本は｢瓦｣を｢尾｣に作る｡首里に｢ワソ｣と

ある。

函｢アリ」｡｢阿｣は影.歌.平｡｢力｣は来､職.入。

2,゜｢ナイ｣｡｢姉｣は｢蝿｣の簡略字で､娘.蟹.上､泥.瀞.上の二音。
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230 説噴苔里
詞Ｚ

ho,ｔａｒｉ sp唾Ｃｈｅｎ 話す

231 拝排失之
273

Fischedshi grussen 挨拶する｡拝する

232 興屋起里
面4

ukiri AUfStehen 立ち上がる

233 走迫姑一其汐‘ beguiki Schreiten 歩く

234 行亜立其
面６

235 去亦急
説７

1911
”８

weggehen 立ち去る

236 來吃之
"９

dsidschi kｏｍｍｅｎ 来る

237 休吾卿
麹、

ｕｒａ Ｄｕ あなた

238 我瓦奴
露」

ｖａｎｕ Ich 私

239 有阿力
詞⑭

ｏｒｌｌ haben 持っている

240 無弥
233

ｎｙ nicht ～ではない



餌｢ワルサ｣｡｢佳｣は影･麻･平｡｢禄｣は来・屋･入｡｢微｣は心･島･入(集韻)。

ヰカティ｣｡｢科｣は渓･戈･平｡｢的｣は端･錫･入と[ta]・

ヰウティ｣｡｢屋｣は影･星･入｡｢的｣は端･錫･入と[te]・

葱「ミプリ｣。『仲古』にニープイ（居眠りの意)の語がある。これは提示語の一部が寄語に

混入した｢睡眠○不里｣の○の部分の脱字か､或いは｢睡眠不里｣の｢眠｣が何かの誤字と考

えられる｡｢眠｣は明･先･平で､声母は/●ｍ－/で｢ニープイ」の｢二」とは合わない｡因泓に

『日訳』は｢睡年不里｣で前者なら、「年｣の脱字と考えられる｡｢里｣は来・止・上。

軍｢ツカイシチ｣｡寄語は｢使いして」？「子｣は精･止・上｡｢失｣は聾･質･入｡｢之｣は章･之・平。

多和田1998は｢差｣を｢蓋｣に作るも誤り。

麹｢タリイェイキ｣o訂タイリイェイキ｣｡寄語がNo247の｢入朝｣と入れ替わっている｡｢大」

は定･泰･去､定･箇・去の二音｡｢立｣は来・綱･入｡｢葉｣は余・葉･入｡｢急｣は見・綱･入｡｢亦｣は

余・昔･入。

291~タリイェミタ｣or｢タイリイェミタ｣｡寄語がNo246の｢見朝｣と入れ替わっている｡｢大」

は定･泰･去､定･箇・去の二音｡｢立｣は来・綱･入｡｢葉｣は余・葉･入｡｢密｣は明･質･入。

劃｢クシマピティ」｡｢腰曲げて｣の意か？提示語は｢身を屈めて敬い謹む敬礼法の一｣｡｢平」

の/､ｂ/が｢曲げて｣の｢ゲ｣/9-/の音に合わない。『陳』は｢鞠恭烏遜皮｣。『郭』『繭』

『夏』は『音』と同じ｡｢Ｆ｣は密･脂･平．｢麻｣は明･麻･平｡｢平｣は定･庚・平｡｢的｣は端･錫・

入と[te]･

麺｢カラジチ｣｡他に｢頭噛藍子｣の項目があるので､寄語の｢唆蘭目｣は｢頭｣を指すのであ

ろう｡残りの｢之｣は不明｡No249に｢低頭噛蘭自之｣もあり､寄語の意味も発音も同じであ
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241 夛珪禄撒
動0

ＶａｒＵ只只2３ schlechtiibel 悪い､悪

242 買科的
鉤５

kudil kau色、 買う

243 賓屋的
誼６

udii verk2u企、 売る

244 睡眠不里
あ７

245 請来子蓋失之220

246 見朝大立葉亦急函

247 入朝大立葉密達諏

248 鞠躬曲Ｐ麻平的”！

249 低頭噴蘭自之配



ろ｡｢噛｣は見・竃･入､塵･壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢藍｣は来､談･平｡｢之｣は

章･之・平。

酉.｢タチワイリ｣｡提示語は意味不明｡琉球語の｢ワイリ」に｢往く」の意があるか不明｡｢苔」

は端･合･入｡｢止｣は章･止・上｡｢歪｣は烏乖切(字蕊)｡｢立｣は来・綱･入。

湖｢カラジチ｣｡他に｢頭嘘藍子｣の項目があるので､寄語の｢積蘭自」は｢頭｣を指すのであ

ろう｡残りの｢之｣は不明｡No249に｢低頭噛蘭自之｣もあり､寄語の意味も発音も同じであ

る｡｢噴｣は見・童･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢藍｣は来・談･平｡｢之｣は

章･之・平。

:,`｢ウプクリ｣｡提示語は｢相手の恩恵に対して礼節を以って感謝の意を表すること｣．首里

方言に｢2ubukuiご機嫌よるしいこと｡あいさつに使う語｡」とある｡｢温｣の韻尾/率-,/は

「卜｣の声母を有声音化させる作用がある｡｢姑｣は見・模･平｡｢里｣は来・止.上。

幹トゥマソスウ｣｡提示語は｢脆拝後､起立すること｣｡No338に｢身度｣があり、『翻訳』

に｢平坐ロト含ヱ昇則副｣がある｡｢平｣は｢マソスウ」､つまり「まっすぐ｣を表す｡/g/の音が

脱落｡｢吾｣は疑・模･平。

可｢ミユウヤ｣｡寄語不詳。『琉訳』「慶賀密由外立｣、『陳』「慶賀密由外里｣｡｢密｣は明･質・

入｡｢由｣は以・尤・平｡｢烏｣は影･模･平｡｢牙｣は疑・麻･平。

､｢ピャウウ｣｡提示語は｢上奏文｣の意｡｢彪烏｣は｢表｣の音読みを示したもの｡｢彪｣は籍･幽・

平｡｢烏｣は影･模･平｡東条本は｢鳥｣を｢鳥｣に作る。

寺ウイカメイヌ｣｡提示語は｢目上の者が目下に財物を与えること｡また､送られた財物の

こと｣｡｢吾｣は疑・模･平｡｢－｣は影･質･入｡｢加｣は見､麻･平。
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250 立往答止歪立勾。

251 叩頭嘘藍自之沮‘

252 謝恩温卜姑里
面５

253 平身度漫思吾率

254 慶賀密由烏牙"，

255 表章彪烏認、

256 賞賜吾一加毎奴麺



300｢チェチ｣→｢タチ｣｡｢褐｣は｢鰯｣の誤り｡｢褐｣は見・月・入､群･解･入など｡｢場｣は透･合･入

(集韻)､端･壷･入(集韻)の二音｡｢知｣は知･支・入。

副｢カテナ｣→｢カテナアキェテ｣｡No227に｢朝貢使臣嘘得那使者｣､No259に｢進表凛那阿

桀的｣がある｡｢那｣より後は提示語の動詞｢進｣にあたる寄語｢阿桀的｣が脱落したものと考

えられる｡｢嗜得郡｣の｢噛得｣は提示語の｢貢｣を表す｢カテ(樋)｣で､｢那｣は格助詞の｢の｣。

｢瞳」は見・壷･入､厘・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音｡｢那」は泥･箇・去。

汁ビアウナアキェティ」。提示語は動詞｢進」と目的語｢表」からなり､｢阿桀的」にあた

る｢進」、｢漂」にあたる｢表」、格助詞｢の｣にあたる｢那」からなる｡提示語は｢上奏文をあ

げる」の意｡寄語は｢表のあげて」と考えられる｡｢那」は泥･箇・去｡｢阿」は影･歌･平｡｢的」

は端･錫･入と[ts]･多和田1998は｢喫」を｢標」に､｢梁」を｢傑」に作るも誤り。

､｡｢パオミィソ」。提示語は｡寄語は提示語｢報名」の音説みを表す｡｢包」は籍･肴･平｡名

は明･清･平。

ｍ｢ウェイチマソクイ」。寄語未詳｡｢之」は章･之・平。

３０ヤモドゥリイキ」。寄語は｢戻り行き」の意味｡｢都」は端･模･平｡｢里」は来・止・上｡｢一」

は影･質･入｡｢其」は群･之・平｡多和田1998は｢里一其」を｢里基」に作るも誤り。

'０ヤストゥミティ」。寄語の｢速都」はNo73｢早速都」を切り取ったもの｡｢都」は端･模・

平｡｢密」は明･質･入｡｢的」は端･錫･入と[ta]。

､｢スメジシ」。寄語不詳｡提示語は｢逗留する､休憩する」「旅行者の飲食を接待する」の

意｡済･洪昇『長正殿」「進果」に｢下程酒飯在那里」とある｡｢可」は心･之・平｡｢Ｆ」は番・

脂･平。
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257 起來掲知
300

258 進貢噛得那
動Ｉ

259 進表喫那阿桀的、

260 報名包名
鉤。

261 酔朝畏之調鰯迦

262 回去悶都里一其如‘

263 早起速都密的…

264 下程司眉日P3Cア



､｢チャパソシ｣｡提示語は｢宴会｣の意｡寄語は｢茶飯噸｣か？「失」は書.質.入。

､｢ウォメィキャトゥスモ｣｡提示語は｢みことのりを露いたもの｣むの意｡｢都｣は端･模.平。

｢司｣は心･之・平。

'１ヤカヅミテイク｣｡寄語未詳｡｢噛｣は見､童.入､匝.壷.入､暁.秤･入（『集』）の三音がある。

｢子｣は精･止・上｡｢密｣は明･質･入｡｢的｣は端･錫･入と[⑤]｡｢枯｣は漢.模.平。

３１１｢キュクサ｣→｢ユタサ｣｡『陳』は｢好着約達撒」。『沖古』に｢よたしさ【良たしさ】よ

ろしい。よい」がある｡｢達｣は定.易･入｡｢澱」は心･鳥･入(築韻)｡｢丘」は｢由」の誤字。

３１２｢ワルサ｣｡｢畦｣は影.麻.平｡｢禄｣は来・屋･入｡｢微｣は心･島.入(集韻)。

｡'3｢ユルシ｣｡｢由｣は以・尤.平｡｢Ｐ｣は轡.脂.平｡東条本では｢由｣を｢山｣に作る。

３１４｢リシチ｣｡提示語は｢胸の前で手を重ね合わせてする礼の一つ｣｡寄語は｢礼して｣の意か？

｢利｣は来・至・去｡｢之｣は章･之.平。

]１５｢ムナワ｣｡提示語は｢土地の産物｡土産｡｣の意｡寄語未詳。『日訳』は｢菓子木那珪」の

ように提示語が異なるものと、同じ｢方物木那珪｣とがある｡｢木｣は明.星.入｡｢郡｣は泥．

箇・去｡｢嘘｣は影･麻･平。

３１`｢ウヤモククリ｣｡提示語は｢褒め称えること。ご褒美｡｣の意｡｢烏｣は影.模･平｡｢牙｣は疑・

麻.平｡｢谷｣は見・屋.入｡｢里｣は来､止・上｡多和田1998は｢牙｣を｢鴉｣に作るも誤り。

狐，｢イカサ｣｡提示語は｢幾ばく。どれだけ｡｣の意｡｢亦｣は余・昔･入｡｢加｣は見､麻.平｡｢微｣は

心･畠･入(集韻)。
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265 筵宴札半失
｡館

266 勅書倭眉脚都司墨郵

267 傘來噛子密的枯310

268 好看丘達撒
３１１

269 不好塵禄撒
alZ

270 放下由六ﾉｰI
313

271 作揖利十之
３００

272 方物木那珪
３１５

273 給食烏牙没谷古里，!‘

274 多少亦加撒
３１７



！

３１８｢マヌカタリ｣｡｢噛｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢奴｣は泥・

模･平｡｢苔｣は端･合･入｡｢里｣は来・止・上｡松下本は｢麻｣を｢塵｣に作る。

釦,｢シタワ｣｡｢識｣は書･職･入｡｢達｣は定･島･入｡｢佳｣は影･麻･平。

麺｢ユヌヌシ｣｡提示語は｢聖人の意志｡天子の命令｡｣の意｡『仲古』に｢よのぬし【世の主】地

方の領主および国王のこと」とある｡｢由｣は以・尤・平｡｢奴｣は泥･模･平｡｢失｣は書･質･入。

劃｢シラソ｣｡｢失｣は醤･質･入｡｢藍｣は来・談･平。

趣｢マソティ」｡｢的｣は端･錫･入と[t⑧]・

翅｢オヤミチヨリ」｡寄語未詳｡No282に｢御前謝恩悪牙密温卜姑里｣があり､寄語｢悪牙｣は

｢御｣にあたる。『沖古』に｢おや【親】同類のものより大きいもの､きわだったもの｣とあ

り､例として｢おやいくさ｣(御軍)が挙げられる｡提示語の｢御｣はこの｢おや｣である｡｢密即」

は｢路｣にあたり､No34｢路密集｣がある｡｢密｣は明･質.入｡｢牙｣は疑・麻.平｡｢里｣は来､止．

上｡多和田1998は｢悪｣を｢悪｣に作る。

錘`｢マタカラヅキ｣｡｢且麻達(マタ)｣､No328｢頭噛藍(カラ)｣､｢叩子其(ヅキ)｣を合成し

た寄語｡｢麻｣は明･麻･平｡｢達｣は定･畠･入｡｢噴｣は見・室･入､厘・壷･入､暁･秤･入（『集』）

の三音がある｡｢藍｣は来・談･平｡｢子｣は精･止・上｡｢其｣は群･之・平。

垂｢オヤミウプクリ｣｡No252に｢謝恩温卜姑里｣がある。『仲古』に｢おや【親】同類のも

のより大きいもの、きわだったもの｣があり､例として｢おやいくさ」(御軍)が挙げられる．

提示語の｢御｣はこの｢おや｣である｡提示語の｢前｣は寄語の｢密｣に対応するものか､或いは

｢上御路｣の寄語を切取った際に生じた桁字｡仮に前者なら｢密｣は「ミー(前)｣を表が､首里

方言は｢前ｍｅe｣で母音が若干合わない｡｢密｣は明･質･入｡｢牙｣は疑・麻･平｡｢姑｣は見・模・

平｡｢里｣は来・止・上｡多和田1998は｢悪｣を｢悪｣に､｢姑｣を｢枯｣に作るも誤り。
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275 言語歴奴噴苔里310

276 暁得識達珪
。1９

277 聖旨由奴奴失諏0

278 不暁得失藍工’

279 且慢走慢的迺

280 上御路悪牙密即約里翠

281 且叩頭麻達噛藍子共麺‘

282 御前謝恩悪牙密温卜姑里馨



３
４
５

８
８
８

２
２
２

版
応
一
郷

－
２
３

９
９
９

２
２
２

型ヤトゥショウリ｣｡提示語は｢どんす(絹織物)｣の意｡｢固｣は定･模･平｡｢受｣は禅･有･上。
「里｣は来・止・上。

画｢受｣をｕｉと転写しているが､漢字音と合わない。

、｢サ｣｡｢撒｣は心･畠･入(集韻)｡寄語は提示語｢紗｣の音読み。

画｢ルォ｣｡｢羅｣は来・歌･平｡寄語は提示語｢羅｣の音読み。

、｢ジュウ｣｡｢柔｣は日･尤・平｡寄語は提示語｢紬｣の音読み。

。｢シホゥア｣｡｢西｣は心･齋･平｡｢花｣は暁･麻･平。

函現代ドイツ語ではuの前のchは[x]と発音する。

麺｢ショキィエソ｣→｢ホゥオ[xuo]キィエソ｣｡｢舌｣は｢活｣の誤字｡他の提示語に｢官絹活

見｣､｢倭絹活見｣がある｡｢活｣なら｢ほつけんつむぎ｣の｢フォキィエソ(北絹)｣｡'､行音に喉

音字を使用｡｢活｣は厘・末･合.｢見｣は見・霞･去・多和田1998は｢舌｣を｢活｣に作るも誤り。

、｢ム｣→｢ムミィエソ｣｡｢綿布奴奴木綿｣｢夏布傘都木綿｣等があることから､寄語は｢綿」
が脱落したものと考えられる｡｢木｣は明･星･入。

３゜`｢モトゥオ｣→「トゥオヴィ」｡｢末｣と｢多｣は語順が逆で､｢末｣は｢未｣の誤記｡｢多末(たび)」

の誤記？提示語は｢はきもの｣の意。『音』の泳の寄語。

3.9｢モティ｣→｢ティヴィ｣｡｢未｣と｢低｣の順序が逆で､｢末｣は｢未｣の誤記？これも｢低末(ティ

ヴィ)｣(｢たび｣)の意か?提示語は｢はきもの｣の意。『音』のみの寄語。
３３７
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283 衣服門 X・Vonkleidomund

Zeugen
X･服と布

について

284 段固受里
五６

tauiri
3Z７

Ａｔｌａｓ 儒子､サテン

285 紗撒
亜a

ｓｓａ Flor 紗､ガーゼ

286 羅羅
鉋９

287 紬柔
３００

288 絲西花=！ ssichua亟 seideneFaden 絹の糸

289 絹舌見
339

schegian seidenZeug 絹の布

290 布木割 ｍｕ baumwollenesZeug 木綿の布

291 磯末多型 vido FilzstrUmphe フエルト片

292 畦末低
336

vidi Sｃｈｕｈ 靴

293 帽没東” ｍｅｄｕｎｎ Ｈｕｔｈ 帽子



画布苫置走

麺｢ヴィナ｣。「爲(ヴィ）｣で帯を表し､｢那｣は格助詞｢の｣を表す｡｢那｣は桁字。『沖古』に

｢ウービ｣とある｡｢爲｣は云・支・平､云・寅･去の二音｡｢那｣は泥･箇・去。『音』のみの寄語。

muciIjmeiの誤植。

幻｢チャナ｣｡｢遮｣は章･麻･平｡｢那｣は泥･箇・去。『郭』では｢杉冷今｣｡提示語は｢ころも。

きぬ゜Iまだぎ｡｣の意｡寄語は不明｡国頭に｢チヌー」とある。『琉訳』、『陳』にはない提示

語。

卿'｢ヴイツ｣｡｢篇｣は云・支・平､云・賞･去の二音｡｢子｣は精･止・上｡郭では｢楯犠甲葎｣。『琉

訳』、『陳』にはない提示語で､｢婦人の腰から下につける衣｡はたぎ｡｣の意｡寄語は不明。

麺neidsiIはueidsijの誤り。

劃j｢ハブ[hahu]｣｡『郭』は｢榔噛甲馬(カカマ)｣｡『琉訳』、『陳』にはない提示語で意味は

｢袴､ズボン｣｡ハ行音に喉音字を使用｡｢下｣は匝・馬･上､厘・藤･去の二音｡｢乎｣は匝・模･平。

寄語は不明。

蛆現代ドイツ語のchはiの前では[C]､ｕの前では[x]と発音する。しかし､｢下｣は喉音なの

で､｢下｣のchiaは口蓋化した形を反映している。

翠｢ヌヌムミィエソ｣｡提示語は｢牡麻の繊維で織った麻布｣の意｡寄語は｢布木綿｣か？｢奴」

は泥･模･平｡｢木｣は明･量･入｡｢綿｣は明･仙・平。

麺｢ナトゥムミィエソ｣｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢都｣は端･模･平｡｢木｣は明･星･入｡｢綿｣はり1．仙・

平。

”｢タキムミィエソ｣。『琉訳』『陳』の提示語は｢竹布｣で｢竹の繊維で織った布｣の意｡｢達」

は定･潟･入｡｢急｣は見・綱･入｡｢木｣は明･星･入｡｢綿｣は明･仙・平｡提示語は｢あきぬの(麻布)」

の意｡｢針｣は｢いちぴ｣｡多和田1998は｢特｣を｢肝｣に作るも誤り。
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294 帯爲那
罰3８ ●

ｕｃ１ｎａ
、, Gurtel ベルト

295 杉遮那
型0

dshena K1eid 服｡上着。

296 桾爲子
301

neidsii
｡4２

Weiber-Unterkleid スカート

297 櫛下乎
303

chiZH⑪ｈｕ郵０ Ｈｏｓｅｎ ズボン

298 綿布奴奴木綿鋼５

299 夏布掌都木綿卿‘

300 締布達急木綿劃ア



回
國
國
弧
弧
弧
班
鋤
汕
汕

．..｢カブ｣｡提示語は「くず(葛)の繊維で織った布｣の意｡｢噛｣は見・壷･入､厘・壷･入､暁･秤・

入（『集』）の三音がある｡｢布｣は穂･幕･去・寄語は提示語を音読糸したもの。

麺｢パオナトウシュリ」｡提示語は｢あやぎぬの絹織物｣の意｡寄語の｢拠掌｣は｢鼻拠掌｣に

も使用される｡｢掌｣は泥･麻･平｡｢里｣は来・止・上｡｢固｣は定･模･平｡｢受｣は禅･有･上。

靭｢カイキ」。「乞」は漢･迄･入｡提示語は｢絹布の名称｣｡寄語は提示語の音読み。多和田

1998は｢蓋｣を｢蓋｣に作るも誤り。

劃｢フゥオ[xuo]キィエソ｣｡｢ほつけんつむぎ｣の｢フォキィエソ(北絹)｣｡｢活｣は直､末.合。

｢見｣は見・嬢･去・『日訳」と同じ。『日葡辞書』はFocqeno

輯，｢フゥオ[xuo]キィエソ｣｡｢ほつけんつむぎ｣の｢フォキィエソ(北絹)｣.｢活｣は匝・末･合。

｢見｣は見・綴･去・

評クゥアソモ」。提示語は「紗で作った帽子」の意。多く謁見の時に用いる。多和田

1998は「官末」を｢沙冒｣に作るも誤り。

劃｢クソヴァソ｣｡提示語は｢生糸で編んだ網状の頭巾｡髪を束ねるのに用いるもの｣｡寄語

未詳｡多和田1998は｢君望｣を｢岡巾｣に作るも誤り。

蕊｢クソウェイ｣→｢クヴィ」｡提示語は｢えり(襟)｣の意｡首里では襟をciNnukubLhusumu

N,kubiという｡｢空爲｣はkubiという音を表したもの｡｢空｣の韻尾/*-り/は｢爲｣を有声音化

させている。
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301 葛布嘘布翠

302 縁段拠拳固受里劃,

303 改機蓋乞
漣0

304 官絹活見
郷Ｉ

305 倭絹活見
352

304 官絹活見
錨Ｉ

305 倭絹活見
35匹

306 紗帽官末
輯。

307 網巾君望
354

308 負領空篇
355



果物､穀物

麺｢イイ」。『郭』では｢衣服登奴｣(キヌ)｡｢乙｣は｢己｣、｢依｣は｢奴｣の誤りか？「乙｣は影．

質.入｡｢依｣は影.徴･平｡寄語の意は不明｡松下本は｢衣｣を｢依｣に作る。

鑓ｱ｢ニシムミィエソ｣｡寄語はNo57｢西尼失｣とNo290｢布木(綿)｣を合成したもの｡｢尼｣は

泥.脂.平｡｢失｣は書･質・入｡｢木｣は明・屋・入｡｢綿｣は明･仙・平･松下本には｢西洋布｣の項目

なし。

藁・｢サキ｣｡｢徹｣は心.畠.入(集韻)。『翻訳』では人|］｡｢其｣は群●之●平｡｢酒飯撒其汪斑泥」

の｢其｣はkiと表記されている｡多和田1998は｢其｣を｢基｣に作るも誤り・

許チャ｣｡寄語は提示語の音読糸｡｢札｣は荘.鑑･入。『日訳』も同じ。

ro現代語ではTeeo花木門との重複語蕊。

ｴ'｢ウバニ｣｡首里方言では｢TubuNご飯｣とある｡｢圧｣は影･唐.平｡｢班｣は常.剛.平｡｢尼」

は泥･脂･平。『翻訳」では吾Uトヨ・

翠｢ツァイ｣｡花木門との重複語蕊｡｢菜｣は情.代・去。

麺｢コナリ｣｡提示語は｢このみ(木の実)｣の意｡｢刻｣は漢・徳・入｡｢紬｣は泥.合.入｡｢里｣は来、

止.上。『琉訳』『陳』の寄語は｢吾也｣。

劃｢ユヌオク｣｡｢由｣は以・尤.平｡｢諾｣は格助詞｢の｣、｢油｣は｢粉｣を表す。｢由｣は不明｡｢諾」
は泥･鐸･入｡｢泊｣は見・模･平。

華現代語ではWeizeno

3OTミソキヌォク｣→｢ミギヌォク｣(麦の粉)｡｢皿｣は明・極・上｡｢其｣は群･之.平。｢諾｣は泥・
鐸･入｡｢泊｣は見・模･平。
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309 衣服乙依
366

310 西洋布尼失木綿動

311 飲食門 ＸＩ・E8senundTrinken 】u・飲食

３１２ 酒撒其麹 色璽kａ Ｗein ワイソ

313 茶札
聾９

dsha Ｔｈｅｅ
3ｍ

茶

314 飯汪班尼
錘】

315 菜菜
蕊２

316 菓刻納里
勢３

kemri FTucht 果物､穀物

317 粉由諾沽
露。

iushogu
。鰯

Waitz⑨、 コムギ

318 麺皿其諾沽薮 minkishogu Ｍｅｈｌ 小麦粉



！
汁シシ｣｡鳥獣門との重複語錘｡｢失｣は聾･質･入。『翻訳』では人1人I。『日訳』は｢肉世世｣。

許イウ｣｡鳥獣門との重複語漿｡｢瀞｣は余・尤・平。『翻訳』ではCl字。

麺｢サキウバニ｣｡提示語は｢酒とご飯｣の意｡No312｢酒撒其｣とNo314｢飯汪斑泥｣を合成

したもの｡さきうぶん(酒御飯)｢徹｣は心･局･入(集韻)｡｢其｣は群･之・平｡｢圧｣は影･唐･平。

｢班｣は穂･剛･平｡｢尼｣は泥･脂･平｡多和田1998は｢其｣を｢急｣に､｢泥｣を｢尼｣に作るも誤り。

、｢酒撒其｣の｢其｣はkaと転写されている。

"'｢チャアギティ」。「安｣は影･寒・平。「急｣は見・綱･入。「弟｣は定･罫･上。多和田1998は

｢弟｣を｢第｣に作るも誤り。

鉋｢オバニアギティ」。夷語音稗の対応項目なし。「狂｣は影･唐･平。「斑｣は顎･剛･平｡｢尼」

は泥･脂･平。「安｣は影･率･平｡｢急｣は見・綱･入。「弟｣は定･瀞･上。『翻訳』では２回副･

多和田1998は｢弟｣を｢第｣に作るも誤り。

麺｢シシアギティ｣｡夷語音穆の対応項目なし｡｢失｣は蜜･質･入｡｢安｣は影･寒・平｡｢急｣は見・

鯛･入｡｢弟｣は定･蒋・上｡多和田1998は｢弟｣を｢第｣に作るも誤り。

釦夷語音檸の対応項目なし。

爽夷語音鐸の対応項目なし｡bannbanniでいえば､｢飯汪班尼｣が対応するが､意味が合わ

ない。

銅多和田1998は｢腱｣を｢躰｣に作るも誤り。
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319 肉失失
誘う

schesche Fleisch 肉

320 魚瀞
藁８

yｕ Fisch 魚

321 酒飯撒其汪班泥麹 ssakivarm唾nni3m Weintrinken
ワイソを飲む
こと

322 喫茶札安急弟Ⅳ’ dshaangiNdi Theetrinken お茶を飲む

323 喫飯汪斑尼安急弟諏：

324 喫肉失失安急弟麺

325 ａｎｇiidiwo ｅＳＢｅｎ 食べる

326 vannbanmｺﾞ５ ken 飲む

327 身盟門
”０

ＸＩＬＶｏｍｋ６rｐｅｒ
Ⅲ､身体に

ついて



、｢カラズ｣｡藍と子が逆かで､｢子｣と｢十｣を誤記したか?首里方言で頭はkamaciという語

形あり。『沖對』に｢髪カラず｣とある｡｢噴｣は見､壷･入、厘・壷.入、暁･秤.入（『集』）の

三音がある｡｢藍｣は来・談･平｡｢子｣は精･止・上。『翻訳』ではﾌﾄgj旱･

鉋｢藍｣を｢藍｣に間違えて､giiinと語釈した可能性あり。

3,,｢ミミ｣｡｢米｣は明･霧･上。『翻訳』ではﾛ|･

麺｢マユ｣｡｢馬｣は明･馬･上｡｢由｣は以・尤・平。

劃｢ミェ｣｡｢巳｣:明.馬.上､彌耶切(字蕊)の二音だが､この場合は後者の[mie]｡『翻訳』で

は｢眼ヨ｣。『日訳』は｢眼也｣。

率mieと間違えたか？

303｢クチ｣｡｢窟｣は溪・没･入｡｢之｣は章･之・平。『翻訳』ではヨ刃。

劃｢ノキ｣｡｢象牙喧玲其｣の｢牙玲其｣を切り取ったもの｡｢曙｣は｢吟｣の誤記と考えられ、

格助詞｢の｣を表すものであれば､桁字である。『翻訳』では｢牙歯、｣｡｢其｣は群.之･平・

多和田1998は｢曙｣を｢諾｣に､｢其｣を｢基｣に作るも誤り。

蕊｢パオナ｣｡｢勉｣は湧・肴･平｡｢傘｣は泥･麻･平。『翻訳』では、ｕ・

翠｢ティ｣。『翻訳』では｡｢剃｣は透･露･去・

亜｢ピチャ｣｡首里方言に｢hwisja足｡足首より下をも足全体をもいう｡｣の語形あり。『翻

訳』では｢足、Ａｌ｣。『仲對』に｢足ひしや」とある。

麹｢キム｣｡首里方言に｢ｃｉｍｕ心｣の語形あり｡｢起｣は｡｢起｣は溪・止・上｡｢模｣は明･模･平。
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328 頭噛藍子
釘７

h０.giiindsij功0 Ｋｏｐｈ 頭

329 耳米米
師９

ｍｉｍｉ Ｏｈｒ 耳

330 眉馬由
380

Iｎａｙｕ Augenbraunen 目ヤニ

331 目也
３ｍ

ｎｌｅ
392

Ａｕｇｅ 目

332 ロ窟之
3８３

kudshi Ｍuｎｄ ロ

333 牙噌其勢イ

334 鼻鋤掌率 baona Ｎａｓｅ 鼻

335 手剃
3８６

Ｈｎｎｄ 手

336 脚匹著
劃７

sche Fuss 足

337 心起模翼８ kｉｍｏ HerＺ 心臓



XIII賢虹「
その他のもの

３３１｢トゥ」。首里方言に「体(胴）duu」の語形あり｡｢度」は定･暮・去､定･鐸･入。／*do/／

､dak／『翻訳』では｢身子三字｣。

３９．「カシラギ」。首里方言にkasiragiiの語形あり。カシラ（頭)＋ケ(毛）。「噛」は見・

童･入あ､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある。「藍」は来・談･平。「其」は群．

之･平。『翻訳』では「頭髪ラＭ１凸」。多和田1998は「其」を「基」に作るも誤り。

３０１｢藍｣を｢藍｣に間違えて､giiinと語釈した可能性あり。

麺｢ピソキ｣→｢ピギ｣｡首里方言にhwiziの語形あり｡｢品｣は溌・寝・上｡｢其｣は群･之・平｡松

下本､多和田1998は｢嶺子｣を｢鯖｣に作る。

3鰹i｢パ｣｡ハ行音に両唇音字を使用。『翻訳』に｢牙歯、｣。

…schukiの意味不明。

麺｢フ[hu]ピソキ｣→｢フ[hu]ピギ｣｡提示語は｢ひげ｣の意｡ハ行音に喉音字を使用。多和

田1998は「こひげ？」とするが､｢胡｣と「こ」では漢字音が合わない｡｢品｣は涛・寝・上｡｢其」

は群･之・平。

錘｢クソカニ｣→｢クガニルこがれ。首里方言に｢kuganiこがれ｡黄金｡」の語形ありQ｢孔」

の韻尾/句/は後続の子音を有声音化させる作用がある｡｢加｣は見・麻･平｡｢尼｣は泥･脂･

平。

亜｢孔｣をfuと転写しているのは不明。

理｢ナヂャ｣or｢ナソチャ｣｡首里方言に｢銀naNza｣の語形あり｡｢南｣は泥･章･平｡｢者｣は章・

馬･上。
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338 身度麺 dｕ K6rper からだ

339 髪嘘十藍其麺 ｈｏ･schegiiinki調Ｉ Ｈａａｒ 髪

340 讃品其
392

pinki Ｂａｒｔ ひげ

341 歯払釦劉 schuki勢0,ｂａｉ Zahn 歯

342 議子胡品其
､9５

hupinki Stutzbart 短く切ったひげ

343 珍賓門
XIII､Kostbareulldandere

PTodukte
XIII貸璽なものと

その他のもの

344 金孔加尼
396

fugiani麺 Ｇｏｌｄ 金

345 銀南者
3９８

nandshe Silber 銀



計ヤリカニ｣→｢ヤカカニ｣｡首里方言に｢2akugani銅｡あががね｡｣の語形あり.『郭』に

｢銅押甲噛尼｣があるので､｢里｣は｢甲｣の誤り．｢押｣は影・秤・入｡｢里｣は来､止.上｡｢囑｣は

見・壷.入､厘・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢尼｣は泥.脂.平｡

‘００｢嘘｣は他にho.と転写されている｡｢鶴｣をchoと転写するのは珍賓門のみ。

`０１｢クルカニ｣｡首里方言に｢kurukaniくろがね｡鉄」の語形あり｡｢窟」は湊･没･入｡｢HiU

は｡｢尼」は泥･脂.平｡｢嘘」は見・壷･入､匝・壷･入、暁.岬･入（『集』）の三音がある｡｢尼」

は泥･脂･平。

“｢嘘｣は他にｈｄと転写されている｡｢瞳｣をchoと転写するのは珍賓門のみ。

⑪ヤシルカニ｣｡minze首里方言にsirukaniの語形あり｡｢石｣は禅･音･入､｢禄｣は来・屋･入。

｢噴｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音がある｡｢尼｣は泥.脂･平｡クラプロー

トの語釈は｢銭｣に対するもの。

餌｢噛｣は他にho･と転写されている｡｢噛｣をchoと転写するのは珍賓門のＪＩＡ。

幹ジャー｣｡提示語は貨幣の意｡首里方言にzin・ziinuu.の語形あり｡機音の[､]を｢尼/ｍ/」

で転写している｡｢尼｣は泥･脂･平。

蝉｢チニ｣｡提示語は紙幣の意｡首里方言で｢紙幣｣はsaci｡｢支｣は章･支・平｡｢尼｣は泥･脂･平。

灯｢イシ｣｡提示語は｢タマ｣であって､｢イシ｣ではない｡｢依｣は影･微･平､｢石｣は禅･菅.入。

`００｢タマ｣｡｢鍵｣は透･島･入､｢馬｣は明･馬･上。

四｢イシ｣｡｢一｣は影.質･入｡｢資｣は船･質･入｡地理門との重複No35｢石依石｣。

`'0｢タマ｣｡｢漣｣は透.畠.入､｢馬｣は明･馬･上｡提示語は｢しんじゅ(真珠)｣の意。
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346 銅押里壗尼郵 jarichoni“ Ｋｕｐｆｅｒ 銅

347 鐵窟碑嘘尼⑤’ kuruchoni4od Eigen 鉄

348 錫石禄嘘尼⑩， schiruchoni
⑫０

Ｍｉｉｎｚｅ 硬貨､コイン

349 銭･惹尼
qD5

350 紗支尼“ dschini PapiergeId 紙幣

351 玉依石
407

ｙｓｃｈｉ kostbarerStein 高価な石

352 珠撞馬
GDB

tａｍＨ Per】 真珠

353 石一賞
409

yschi Stein 石

354 珍珠捷馬
010



4Ⅱ｢ウマナタマ｣(馬の玉)｡｢吾馬｣はNoll8｢馬吾馬｣を切り取ったもの｡｢郡｣は格助詞の

｢の｣｡｢達馬｣は｢タマ｣｡｢馬｣は明･馬･上｡｢郡｣は泥･箇・去｡｢吾｣は疑・模･平.｢達｣は定･易・

入。

４１２「ヤマナタマ｣(山の玉)｡首里方言ではsangu｡｢珊｣(心.寒･平.一等)と｢山｣は山.山.平．

二等で近似音｡｢嘘｣は見・壷･入､厘・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音｡｢牙｣は疑・麻･平｡｢郡」

は泥･箇・去｡｢馬｣は明･馬･上｡｢達｣は定･鳥･入。

伽ヤミソツタマ｣→｢ミヅタマ｣｡｢血｣は｢皿(明･極･上)｣の誤字｡｢子｣は精･止・上｡｢漣｣は透．

局･入､｢馬｣は明･馬･上｡多和田1998は｢血｣を｢皿｣に作るも誤り。

`M｢夕マイ｣｡→｢タマイシ｣。『郭』に｢玉石漣馬一資｣とあるので､｢質｣の脱字と考えられ

る｡｢漣｣は透･島･入､｢馬｣は明･馬･上｡松下本は｢捷馬一｣を｢捷馬｣に作る。

`瞳｢ピモ」。多和田1998は「た蛍」(玉)としているが、漢字音が合わない｡多和田1998は

｢彼｣を｢玻｣に作るも誤り。

"`｢プチ｣｡提示語は｢(サイノヅノ）犀の角｣の意｡器物･薬品の材料になる（『本草綱目』

｢犀｣)｡寄語は未詳。『音』だけの寄語。『陳」『郭』は｢犀角吾失祖奴｣｡｢胡｣は匝・模･平。

｢蓼｣は澄・紙･上。

`''現代ドイツ語ではuの前のchは[x]と発音する。

413現代語ではRhinozeroshorn・

他,｢ショウモ｣。『音』のみの寄語｡寄語は未詳。『琉訳』『陳』は｢魚赦｣。『中山博信録』

は｢油珪｣｡｢収｣は醤･尤・平｡｢末｣は明･未･入｡多和田1998は｢黄｣を｢鱗｣に､｢末｣を｢不｣に作

るも誤り。
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355 潟璃吾馬那達馬ｲ1１ ｕｍｎｎｎｔａｍａ Jaspis 碧玉

356 珊瑚牙馬那達馬４１２ jａｍａｎａｔａｍａ Coralle 珊瑚

357 水晶血子捷馬`'３ hiuedsijtama Crystall クリスタル

358 玉石漣馬一
４１０

tａｍａｙ Ｙｂ ｢玉」の漢字音。

359 魏珀披末
０１５ ▲

pｌｍｅ Bernstein 魏珀

360 犀角胡参`'6 chutschi417 RhinoceroshornoIB 犀の角

361 硫黄収末
019

schel1me Schwefel 硫黄

362 数目門 ＸＩＶ･Zahlen XIV・数字



牛ティツ｣｡｢的｣は端･錫･入と[to]｡｢子｣は糖･止・上。

皿｢子｣に対するtsはtsUの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢－｣idshiも含む。

煙｢タツ｣｡｢苔｣は端･合･入｡｢子｣は精･止・上。

"｢子｣に対するtsはtsuの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢二｣niも含む。

翅｢ニツ｣｡｢賊｣は泥･至・去｡｢子｣は精･止・上。

鐘｢子｣に対するtsはtsiiの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢三｣schａｎも含む。

鐘｢ユツ｣｡｢由｣は以・尤・平｡｢子｣は精･止・上。

“｢子」に対するtsはtsUの誤り。ローマ字転写では漢数字の「四」schenも含が､schen

の読み方は不明。

函｢イヅツ｣｡｢子｣は精･止・上｡｢一｣は影･質･入。

函｢子｣に対するtsはtsiiの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢五｣ｕも含む。

③｢ムツ｣｡｢畝｣は明･厚･上｡｢子｣は糟･止・上。

③｢子｣に対するtsはtsijの誤り。ローマ字転写の､itsはnids・の誤り。ローマ字転写では漢

数字の｢六｣ruguも含む。

“｢ナナツ｣｡｢傘｣は泥･麻･平｡｢納｣は泥･合･入｡｢子｣は精･止・上。
43口

ローマ字転写では漢数字の｢七｣tschiも含tro

餌｢ヤツ｣｡｢鯛｣は影･麻･平｡｢子｣は糖･止・上。

“｢子｣に対するtsはtsuの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢八｣fadshiも含む。

03`｢ククルツ｣｡｢酷｣は漢･沃・合｡｢骨｣は見・役･入｡｢碑｣は来・屋･入｡｢子｣は精･止・上。

“｢子｣に対するtsはtsuの誤り。ローマ字転写では漢数字の｢九｣kaも含む。
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363 _的子
qﾕ0 tids・oderidshi位’ ｅｌｎｓ

364 二答子
狸Ｚ tadsbderni鰹3 zｗｅｌ

￣

￣

365 三腕子
狸。 nids・oderschan⑰５ drei ＝

￣

366 四由子
狸８

yundsbderschen
ゼプ

ｗｉｅｒ 四

367 五一子孜
処8

idsiizioderu
似⑨

ｆｎ
ｍ
ｕ
ｆ

五

368 六畝子
630

nitsoderrugu
回】

sechs 六

369 七掌納子
⑬２

nanadsiiodertschi
⑬３

sieben 七

370 八嶋子
⑬４

yadsoderfadshi
⑬５

aｃｈｔ 八

371 九酷骨碑子`粥 koguludsOderka
０．７

ｎｅｕ、 九



軒
透･碁･去の二音｡八ｌｂ/･

ローマ字転写では漢数字の｢十｣ssaも含む．

“｢イチマイメ」｡｢－｣は影･質･入｡｢止｣は章･｣ﾋﾞ上｡｢賢｣は明.蟹･上｡｢毎｣は明.賄・上。

“!｢ニマイメ」｡｢尼｣は泥･脂･平｡｢買｣は明･蟹.上｡｢毎｣は明.賭.上。

樫｢サソマイメ｣｡｢買｣は明･蟹･上｡｢毎｣は明･賄・上。

o`ヤシソマイメ｣｡｢賀｣は明･蟹･上｡｢毎｣は明･賄・上。

"Ｔウマイメ｣｡首里方言で｢五｣はguu｡｢買｣は明.蟹.上｡｢毎｣は明･賄・上・

杵ルクマイメ｣｡｢谷｣は見・屋･入｡｢買｣は明･蟹.上｡｢毎｣は明.賄.上。

怖｢シチマイメ｣｡｢式｣は書･職･入｡｢止｣は章･胆上｡｢賀｣は明.蟹.上｡｢毎｣は明･賄・上。

"ｱ｢ファ[fa]チマイメ｣｡ハ行音に唇歯音(両唇音)字を使用｡｢法｣は籍.乏.入｡｢止｣は章･止・

上｡｢賀｣は明･蟹･上｡｢毎｣は明･賄・上。

４個｢クマイメ」｡｢枯｣は漢･模･平｡｢賀｣は明.蟹･上｡｢毎｣は明.鮪･上。

鋼｢チィウマイメ」｡｢就｣は従・宥・去｡｢買｣は明･蟹.上｡｢毎｣は明.賄.上。

③｢サクメ｣｡｢徹｣は心･鳥･入(集韻)｡｢姑｣は見・模.平｡｢毎｣は明.賄.上.

御｢サヤク｣｡｢撒｣は心･鳥･入(集韻)｡｢牙｣は疑・麻.平｡｢姑｣見､模･平｡東条本は｢姑｣を｢姑

毎｣に作る。

唾｢姑｣に対する転写が脱落。
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372 十吐
⑬Ｂ

tｕｏｄｅｒｓｓａ
039

zehn 十

373 一銭一止買毎“

374 二銭尼買毎
例１

375 三銭山貿毎
側２

376 四銭申買毎
“。

377 五銭五買毎
“０

378 六銭六谷買毎糾§

379 七銭式止買毎"‘

380 八銭法止買毎"’

381 九銭枯買毎
“、

382 一雨就買毎
649

383 十雨撒姑毎
６５０

384 －百雨撒牙姑
笛１

ssaya
特２

hl1mlert 百



軒マチィウトゥシ｣．｢麻｣は明･麻･平｡｢就｣は従・宥・去｡｢吐｣は透･姥･上､透･馨･去の二音。

｢失｣は書･質･入。

甥｢セソナ｣｡｢郡｣が格助詞に使われる例があることから､｢那｣は格助詞｢の｣桁字とも考え

られる｡｢森｣は山･優･平｡｢那｣は泥･箇・去。

４s`｢マユトゥシ｣｡｢麻｣は明･麻･平｡｢由｣は以・尤・平｡｢吐｣は透･姥･上､透･暮・去の二音｡｢失」

は書･質･入。

守ミチ｣｡提示語は｢見る｣の意｡動詞｢見る｣の接続形は｢ミチィ｣｡｢密｣は明･質･入｡｢只｣は

章･紙･上。

③｢マドゥヤリ」。寄語の意味は「マドゥアリ（暇有り)」か｡No239｢有阿力｣と｢不閑漫

固奈｣がある｡首里方書の｢暇(ひま)｣はmadu｡｢漫｣の韻尾/･-､/は後続の声母を有声音化

させる作用がある｡｢漫｣は明･換・去｡｢固｣は定･模･平｡｢押｣は影･秤･入｡｢里｣は来・止・上。

『琉訳』『陳』にはない提示語。

麹｢ワラティ」｡提示語は｢笑う」の意｡動詞｢笑う」の接続形は「ワラティ」｡｢瓦｣は疑・馬･上。

｢劇｣は来・島･入(集韻)｡｢的｣は端･錫･入と[te]。

③｢ナキ」。｢那」は泥･筒･去・｢其」は群･之・平。『琉訳』『陳』にはない提示語｡多和田

1998は｢其｣を｢基｣に作るも誤り。

③｢ユォソティ」｡提示語は｢呼ぶ｣の意｡動詞｢呼ぶ｣の接続形は「ヨディテ｣｡｢院｣は云・線・

去・｢的｣は端･錫･入と[te]。『琉訳』『陳』にはない提示語。
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385 －寓個麻就吐失“

386 千歳森那鐘‘

387 禽寓歳麻由吐失騨

388 通用門

389 着密只
街６

390 閑漫固押里縄，

391 笑瓦劇的函

392 啼那其46,

393 畔院的``｡



農

⑪｢イチェサ｣｡｢－｣は影･質･入｡｢借｣は精･藤･去・｢沙」は山･麻･平。『琉訳』『陳』には

ない提示語。

"｢カサ｣｡提示語は｢あざ(癌)｣の意｡寄語は｢(かさ)瘡｣。『琉訳』『陳』にはない提示語。

｢課｣は漢･週･去・｢沙｣は山･麻･平。

燭a｢マスソクイ｣｡｢馬｣は明･馬･上｡｢訟｣は｡｢油｣は見・模･平。『仲古』「さ－【真】」に｢真の。

まことの｡本当の｡」がある。首里方言に｢ほんとう」の意味でsjoonがある。『八重山語

紮』に「クイ[kui](名}2言葉」とある。『琉訳』『陳』にはない提示語。

輯｢マヌカタリ｣｡｢奴｣は泥･模･平｡｢噛｣は見・壷･入､匝・壷･入､暁･秤･入（『集』）の三音が

ある｡｢達｣は定･島･入｡｢里｣は来・止・上。

"｢タマウリ｣｡提示語は｢求める｡請う」の意｡｢タマワリ（賜り)｣か？『日訳』に｢興答毛

里唆羅｣がある｡｢苔｣は端･合･入｡｢里｣は来・止・上。

鰯｢シチ｣｡提示語は｢知る」の意。『琉訳』は｢失只｣で｢識之｣と同じ発音｡動詞｢知る」の接

続形は｢シッチ｣｡因みに､寄語を音読せず､意味として捉えても｢識之｣は｢知る」の意であ

る｡｢識｣は書･職･入｡｢之｣は章･之・平。

鰯｢ヤソミサ｣。『混』（坤･言語)に｢おやむめさ恐多と云事｣とある。『沖古』「やぐめさ」

の項に｢｢おおやむめさ｣は｢ゑソミサ」と発音し､｢おやぐめさ｣の転説｣とある｡｢密｣は明・

質･入｡｢撒｣は心･島･入(集韻)。

蝉｢カニニシ｣→｢ヒカシニシ｣｡No56｢東加失｣とNo57｢西尼失｣の語形があり、これを切

り貼りしたもの｡『琉訳』に｢東加尼｣がある｡｢加尼｣の｢尼｣は｢失｣の誤りで､｢加失｣自体も

｢上｣の音が脱落した形と考えられる｡｢加｣は見・麻･平｡｢尼｣は泥･脂･平｡｢矢｣は醤.質･入。
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394 痛一借沙
媚Ｉ

395 嬬課沙
⑱２

396 資話馬訟沽夷鰯』

397 説話歴奴喧達里鞄

398 求討苔毛里
４６５

399 知道識之騨

400 不敢揚密撒
鶴７

401 東西加尼尼失函



輯,｢ミラソ｣｡動詞｢見る｣の未然形。『沖古」に｢琉歌･組踊に「ミラヌ｣の語形あり」とある。

『琉訳』『陳』にはない提示語。

､｢マドゥナイ」。首里方言の「暇(ひま)」はmadu。「奈」は否定の｢ナイ(無)｣を表す。

No390に｢閑漫画押里｣がある｡｢漫｣の韻尾/､-,/は後続の声母を有声音化させる作用が

ある｡｢慢｣は明･換・去｡｢固｣は定･模･平｡｢奈｣は泥･泰･去・『琉訳』『陳』にはない提示語。

､｢ユクラシャ｣｡提示語は｢嘘をつく」の意｡首里方言にTjukusiの語形あり。『沖古』に動

詞｢よこす｣(欺くの意)あり｡｢由｣は以・尤・平｡｢沽｣は見・模･平｡｢辣｣は来・島･入｡｢舎｣は書・

露･去・『琉訳』『陳』にはない提示語。

`花｢クゥオキ｣｡｢其｣は群･之.平。『琉訳』『陳』にない提示語｡多和田1998は｢其｣を｢基｣に

作るも誤り。

`アヤナソギチ｣｡寄語は｢(ナソギ)難儀｣の意だが､｢之｣の表す所は不明｡｢南｣は泥.軍.平。

｢及｣は群･絹･入｡｢之｣は章･之・平。『琉訳』『陳』にない提示語。

`'0｢シラズ｣｡｢藍｣の韻尾/傘-ｍ/は後続声母を有声音化させる作用がある｡｢失｣は書.質.入。

｢藍｣は来・談･平｡｢子｣は精･止・上。

錨｢アヂャストウトゥオメタチ｣｡No22に｢明日阿者｣､No73｢早速多｣､No263｢早起速都

密的｣があり、それを切り貼りした語。『陳』に｢明日起身阿者速多蜜的楊知｣があり、『琉

訳』に｢起身掲只亦及｣(タチイキ)がある｡寄語｢樹支｣は｢タチ(超)｣を表すが､｢施枚｣が

表すものは不明｡提示語は｢明朝､出発する｣の意｡｢阿｣は影･歌･平｡｢者｣章･馬･上｡｢固｣は

定･模･平｡｢施｣は透･歌･平。
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402 不見迷閲
笛９

403 不閑漫愚奈鰯｡

404 説慌由沽辣舎⑪’

405 快活括其
０７２

406 辛苦南及之
、３

407 不知遺失藍子
⑪4

408 明日起身阿者速固施枚楓支蠅



おわりに

上表のように、クラプロートの｢夷語音穰｣には通用門がすっかり脱落してい

る。『音韻字海』所収の｢夷語音樺｣は上述のようにその体裁､収録語ともに先

行する語葉集を継承しているのであるが､郭汝繰『使琉球録』「夷語附｣と｢夷語

音禅｣以降の語葉集を比較しても､実質的に｢通用門｣がない語彙集はなく、また

他の｢夷語音鐸｣のテキストの中で｢通用門｣がないテキストが存在することは今

まで報告されていない。

クラプロートの語葉集と現存する｢夷語音鐸｣とがIMl鰭をきたす原因は二つ考

えられる｡一つはクラプロートが基づいたテキストが現存する｢夷語音樺｣とは

別系統のものであること。もう一つはクラプロートが語蕊を転写する際に何ら

かの理由で項目を削除してしまったこと、この二点である｡テキストは、上述の

ように後半になればなるほど、脱落が多くなるが、クラプロートのテキストは

現存するテキストから、一歩も範囲を広げることがないことから、やはり、ク

ラプロート自身が意図的に項目を間引いたと考えられる。

「サソプル｣は琉球語を漢字で表したものを､編纂当時とは異なった、クラプ

ロートの時代の漢語の発音で読んでいるため､必然的に編纂当時の琉球語の発

音とは大きな径庭を存している｡そして､クラプロートは｢夷語音樺｣の寄語をロー

マナイズする際､上記に見られるような｢夷語音樺｣自身が本来もっている多く

の誤字､脱字､解釈ミスなどの過失をそのまま受け入れ､これらに対する訂正な

どは一切おこなっていない｡さらに､｢か｣音を表す｢噛｣をすべて/ho/と転写し、

｢巳｣を｢也｣に読み違えるなどのクラプロート自身によるミスも加わり､｢サソプ

ル｣は今日的な観点では琉球語を共時的、適時的に研究するための言語資料と

しての価値を殆ど失っている。しかし､クラプロートが｢夷語音澤｣を当時の宣教

師などから入手したことから､16世紀末に編纂された資料が19世紀初頭まで当

時のヨーロッパ人にとって数少ない琉球語資料としての価値を有していたもの

と思われる。

『音韻字海』の｢夷語音稗｣､｢夷字音鐸｣がともに収録されている､松下見林
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『異稀日本傳』には､以下のような按語がある。

今按､字海夷語音鐸日本語也｡與鶴林玉露､日本寄語､登壇必究､武備志有異

同､而相表裏｡又夷字音樺與書史會要頗同｡劉孔當之所識會要無之｡故竝載之。

（いま案ずるに、『字海』の「夷語音鐸」は日本語である。『鶴林玉露』、

『日本寄語』、『登壇必究』、『武備志』とは異同があるが、互いに近接して

いる｡また､｢夷字音鐸」と『書史會要』は全く同じである｡劉孔常が記した

『會要」にはこれがないので､並べて載せた｡）

上記の如く､松下見林は｢夷語音鐸」を琉球語ではなく、日本語として解釈し

ているのであるが､このような解釈は当時､彼だけが主張したというわけではな

い｡伴信友の『鴎鵡騨語例』（文化四年1807年)や同著者の『假字本末』も『音

韻字海』「夷語音鐸」を引用するが、『假字本末』上巻之下では以下のように言

う。

今案るに琉球の通事が然いろは仮字を示し､又その首に夷語音鐸と題て､天文

地理等の訳語を載せたるに､その用字の音格詳ならず､讃得がたきもあれど､多

くは皇国言なり。

ここでの｢皇国言」とは日本語を指していることは言うまでもない｡クラプロー

トと同時代の日本における｢夷語音鐸」に対する解釈は｢夷語音鐸は日本語であ

る」というものである。クラプロートは｢夷語音鐸」に表れた言語を「日本の方

言」とするが､論文の題名を｢琉球の言語サソプル」とすることから分かるよう

に､それを琉球語であると解釈している｡新村出が松下見林や伴信友の解釈を否

定するように､今日的な観点からすれば、語葉の中には多くの日本語と琉球語が

混在する状況が見てとることができ､｢夷語音鐸」に表れた言葉すべてが琉球語

を反映しているわけでも、日本語を反映しているわけでもない。しかし､それら

を日本語であると解釈するだけの日本語と共通の語棄が存在していることは確

かである｡私の大まかな試算によると、「音韻字海」において、『日本館讓語』
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との重複寄語を除いて、純粋に琉球語を反映していると断定できる例は全体の

10％に過ぎない。その他の例は、日本語と琉球語が偶然に同じ系統の語葉を反

映しているか、寄語が全く同じものである。このようなテキストの暖昧性によ

り、これまで琉球における漢語資料は琉球語の共時的、通事的な研究に十分活

用されてこなかった。『琉球館隷語』や歴代の琉球使録に掲蛾されている｢夷

語附」など、琉球語を表す漢語資料を琉球語の通事的研究に役立てるためには、

『日本館課語』など他の資料との継承関係を明確にし、未詳寄語を明らかにす

るという、基礎的な問題をクリアする必要があると思われる。
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