
琉球大学学術リポジトリ

ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触によっ
て発生した言語の研究

言語: 

出版者: 琉球大学

公開日: 2014-08-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: Gibo, Lucila Etsuko, ギボ, ルシーラ　エツコ

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/29437URL



 

 

 

 ブラジルの沖縄系移民社会における 

言語接触によって発生した言語の研究 

Lucila Etsuko Gibo 

（ルシーラ・エツコ・ギボ） 

指導教官：かりまた・しげひさ教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月 

琉球大学大学院 人文社会科学研究科 

比較地域文化専攻 

 



2 

目次 

 

まえがき………………………………………………………………………………………….……………5 

 

序論 

第一章：ブラジル社会とブラジルの沖縄系移民社会……………………………………………………...5 

第一節：ブラジル社会の言語的特徴について…..………………………………………………………6 

第二節：ブラジルの沖縄系移民社会について………..…………………………………………………6 

第一項：社会的特徴について…………………………………………………………………………..6 

第二項：言語的特徴について…………………………………………………………………………..7 

第三節：ブラジルの沖縄系移民社会における言語の実態について…………………………………..9 

第一項：ブラジルの沖縄系移民社会における琉球語の実態について……………………………..9 

第二項：ブラジルの沖縄系移民社会における日本語の実態について …………………………..10 

第三項：ブラジルの沖縄系移民社会におけるポルトガル語の実態について…………………….11 

 

第二章：先行研究の概念…………………………………………………………………………………….12 

第一節：言語接触の研究について……………………………………………………………………….12 

第二節：コロニア語とその研究について…………………………………………………...…………..13 

第三節：工藤真由美他（2009）について…………………………….…………………………….……..15 

第四節：ポルトガル語をめぐる言語接触について…………………………………………………….16 

 

第三章：本研究の調査概要………………………………………………………………………………….18 

第一節：調査地域について……………………………………………………………………………….18 

第二節：調査対象について…………………………………………………………………………...…..19 

第三節：調査票について………………………………………………………………………………….20 

第四節：調査方法について……………………………………………………………………………….20 

 

本論第一部：言語接触論から見たブラジル沖縄コロニア語 

第一章：ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触とブラジル沖縄コロニア語………………….21 

第一節：ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触……………………………………………….21 

第二節；ブラジル沖縄コロニア語の発生及び系統…………………………………………………….22 

第三節：ブラジル沖縄コロニア語の2つの意味………………………………………………………..24 



3 

第四節：ブラジル沖縄コロニアの 3 つのタイプ………………………...…………………………..…26 

第一章のまとめ……………………………………………………………………………………...………28 

 

第二章：ブラジルの沖縄系移民社会をめぐる言語現象………………………………………………….28 

第一節：話者の言語の運用能力について…………………………………………………...………..…28 

第二節：言語の運用能力による言語コードの選択について……………………………………...…31 

第三節：借用（Borrowing）について……………………………………………………………………34 

第四節：不完全な習得（Imperfect learning）について………………………………………………37 

第五節：言語維持（Language maintenance）、言語シフト（Language shift）、言語消滅（Language 

death）について……………………………………...…………………………………….……………40 

第二章のまとめ…………………………………………………………………………………..………….40 

 

第三章：接触言語のタイプとブラジル沖縄コロニア語の分類………………………………………….41 

第一節：ピジンとブラジル沖縄コロニア語…………………………………………………………….42 

第二節：クレオールとブラジル沖縄コロニア語……………………………………………………….44 

第三節：中間言語とブラジル沖縄コロニア語………………………………………………………….46 

第四節：混合言語とブラジル沖縄コロニア語………………………………………………………….47 

第三章のまとめ……………………………………………………………………………………...………48 

 

本論第一部のまとめ…………………………………………………………………………………...……48 

 

本論第二部：アスペクト・テンス・ムード体系 

第一章：各構成要素の ATM 体系…………………………………………………………………..………50 

第一節：標準日本語の ATM 体系………………………………………………………………………51 

第二節：西日本方言の ATM 体系……………………………………………………………………….54 

第三節：琉球クレオロイドの ATM 体系……………………………………………………….………60 

第四節：琉球語の ATM 体系……………………………………………………………………………..67 

第五節：ポルトガル語の ATM 体系…………………………………………………………..…………79 

第一章のまとめ及び考察………………………………………………………………………...…………94 

 

第二章：ブラジル沖縄コロニア日本語の ATM 体系……………………………………….…………….98 

第一節：完成性をあらわす動詞の形……………………………………………………...…………….98 

第二節：継続性をあらわす動詞の形 …………..……………………………………..……………...102 



4 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形…………………………………………..…………….106 

第四節：反復性をあらわす動詞の形………………………………………………………..………….111 

第二章のまとめ………………………………………………………………………………………….....114 

 

第三章：ブラジル沖縄コロニア琉球語のATM体系…………………….………………………………116 

第一節：完成性をあらわす動詞の形…………………………………………...………………………116 

第二節：継続性をあらわす動詞の形…………………………………………………...………………120 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形…………………………………………..……………123 

第四節：反復性をあらわす動詞の形……………………………………………………..….…………134 

第五節：その他の動詞の形…………………………………………………………………..…………137 

第三章のまとめ…………………………………………………………………………………………....139 

 

第四章：ブラジル沖縄コロニアポルトガル語の ATM 体系……………………………………………141 

第一節：完成性をあらわす動詞の形……………………………………………………….…………141 

第二節：継続性をあらわす動詞の形…………………………………………………….……………144 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形………………………………………….……………150 

第四節：反復性をあらわす動詞の形………………………………………………………..…………156 

第五節：その他の用法（誤用の発生）………………………………………………………..…………163 

第四章のまとめ………………………………………………………………………………………….…164 

 

本論第二部のまとめ………………………………………………………………………...…………….167 

 

後書き……………………………………………………………………………………………...……….170 

 

参考文献…………………………………………………………………………………………...……….171 

 

謝辞………………………………………………………………………………………………...……….175 

 

 

 

 

 

 



5 

まえがき 

 

本博士論文では、ブラジルの沖縄系移民社会で話される言語について論じる。ブラジルには、

現在約 18 万の沖縄系人（移民とその子孫）が暮らしており、その中、琉球語母語話者及び琉球語

の影響を受けた日本語の変種である琉球クレオロイド1の母語話者がいる。沖縄系移民の第一言語

である琉球語と琉球クレオロイド、他府県出身の日本人の日本語（以下、日本諸方言）、そして、

ブラジルの公用語であるポルトガル語との接触が起こり、沖縄系社会では、「ブラジル沖縄コロニ

ア語」という独特な言語が発生している。本博士論文では、社会言語学及び文法学という二つの

視点からブラジル沖縄コロニア語を分析する。 

 本論第一部では、社会言語学の視点から論述する。特に言語接触論の理論に基づいて記述を進

める。ブラジル沖縄コロニア語が発生した社会的な状況の記述から始め、「ブラジル沖縄コロニア

語」の定義を行ない、「ブラジル沖縄コロニア琉球語」、「ブラジル沖縄コロニア日本語」、「ブラジ

ル沖縄コロニアポルトガル語」という 3 つのタイプの存在、そしてフィールドワークによって確

認された各タイプの言語的（特に語彙的、文法的）な特徴について述べる。また、この言語的特

徴及び社会的特徴から判断し、それぞれをピジン、クレオール、中間言語、混合言語などの接触

言語のタイプの中に分類する。 

本論第二部では、文法学の視点から論述する。特に琉球語、日本語、ポルトガル語のアスペク

ト、テンス、ムード研究に基づいてブラジル沖縄コロニア語の 3 つのタイプの動詞のアスペクト・

テンス・ムード体系（以下、ATM 体系）を詳細に分析する。分析・記述方法として、琉球語、日

本語（標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド）、ポルトガル語の ATM 体系について詳細に

記述し、それらをパラメーターにして、フィールドワークで得られたブラジル沖縄コロニア語の

用例の特徴を見出す。そして、接触要素間での共通点及び相違点に基づいてその特徴をもたらす

要因を調べる。言語接触によって変容した形式と変容しなかった形式を取り上げてブラジル沖縄

コロニア琉球語の ATM 体系、ブラジル沖縄コロニア日本語の ATM 体系、ブラジル沖縄コロニア

ポルトガル語の ATM 体系のように、3 つのタイプの実態を詳細に記述する。 

 

序論 

第一章：ブラジル社会とブラジルの沖縄系移民社会 

本章では、本研究の背景となるブラジル社会及びブラジルの沖縄系移民社会（以下、沖縄系社会）

について記述する。ブラジル社会の言語的特徴について述べ、沖縄系社会の特徴、及び、そこでの

言語的特徴、琉球語、日本語、ポルトガル語の実態について述べる。 

                                                   
1 「琉球クレオロイド」とは一般的に「ウチナーヤマトゥグチ」と呼ばれているもので、琉球語話者が日本語を習

得する過程で発生した日本語の変種である。この名称は、かりまた(2010:33)によるものである。 
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第一節：ブラジル社会の言語的特徴について 

1500 年にポルトガルの植民地としてのブラジルの歴史が始まった。ブラジルは今現在、南アメリ

カ大陸で唯一のポルトガル語圏の国であり、同時に世界最大のポルトガル語使用人口を持つ国でも

ある。 

ブラジルで話されるポルトガル語は、先住民やアフリカの奴隷の言語、またイタリアやフランス

の移民の言語に影響を受け、語彙的にも音韻的にも本国ポルトガルで話されるポルトガル語と大き

く異なっている。そのため、本国ポルトガルの言語と区別して「ブラジル・ポルトガル語」と呼ば

れているが、本論では、略して「ブラジル・ポルトガル語」を「ポルトガル語」と呼ぶことにする。 

多言語社会であるブラジルでは、現在 274 の先住民言語（indigenous languages）2と 30 以上の

移民言語（immigrant languages）が話されていると言われている。移民言語は、スペイン語、イ

タリア語、ドイツ語、オランダ語などのヨーロッパ諸言語をはじめ、アラビア語、日本語、中国語、

韓国語などが挙げられる。 

なお、ブラジルにおける外国からの移民第一世代の中には、ドイツ語、オランダ語、日本語、中

国語などの母語話者も多く、ブラジル生まれの第二世代以降においても家庭内でこれらの言語は継

承され、第二言語として話されている。 

ブラジルにおいて、ポルトガル語は、唯一の公用語であり、ポルトガル語以外の言語は少数言語

（minority languages）としてみなされている。沖縄系社会の言語である「ブラジル沖縄コロニア

語」もその一つである3。 

 

第二節：ブラジルの沖縄系移民社会について 

本節では、まず、ブラジル沖縄系社会の社会的特徴について述べる。そして、世界の他の沖縄系

社会と比較し、ブラジル沖縄系社会の言語的特徴について述べる。 

 

第一項：社会的特徴について 

1908 年 6 月 18 日に最初のブラジル移民船である笠戸丸がサントス港に到着した。笠戸丸に乗船

していた 781 人の日本人のうち 325 人（約 41％）が沖縄県出身者であった。彼らは、当時の貧し

い沖縄を離れ、希望と成功の夢を胸に抱いて、言語、風習、気候のまったく異なる国へ移住した。

農園や工場、様々な場所で様々な仕事に挑戦した沖縄県出身者は、次第にブラジルの国民の一員に

なっていった。 

1970 年代に多くの沖縄県出身者は、商業を始めたことで農園や工場での仕事をほとんどしなくな

った。その代わり、「feira」（フェイラ＝露天商）で野菜や果物、また、「pastel」（パステウ）とい

                                                   
2 IBGE（ブラジル国家統計局）2010。 
3 ブラジル沖縄コロニア語は、琉球語の変種、日本語の変種、ポルトガル語の変種として話されているが、少数言

語といえるのは、特に前二者の場合である。 



7 

うブラジルの食べ物を売る仕事が沖縄県出身者とその子孫（以下、沖縄系人）の間で盛んになった。

現在、金物屋、スーパーの経営、ジーンズ工場などの自営業をはじめ、エンジニア、弁護士、医師、

教師、政治家などの様々な職業で沖縄系人の活躍が見られる。 

現在、沖縄系人の人口は日系社会全体の 1 割を占めている。残りの 9 割は、その他の日本全国の

都道府県からの出身者が占めており、都道府県単位で考えると沖縄系人は、最も大きなグループを

形成している。ただし、後述するように、言語的な特徴を考えると、日本本土に属していない唯一

の県であるため言語的にマイノリティーのグループともいえる。  

町田（2013:141）は、「ブラジル日本都道府県人会連合会加盟の県人会」について、「沖縄県人会

2800 人、鹿児島県人会 1700 家族と抜群に多く、北海道教会 800 人、宮城県人会 760 人がこれに

続いている。500 人から 1000 人規模の県人会が 8 団体、300－500 人規模が 20 団体、100－300

人未満規模が 17 団体となる。逆に小規模な団体は、東京、埼玉、千葉、京都の順となっており、

大都市域の県人会がこれにあたる4」と記述している。 

沖縄県人会は、国内 44 支部から構成され、更に、県人会レベルにとどまらず市町村ごとにも会

が設けられている。この社会構成から推測できるように、沖縄系人は、集団意識が強いのである。

そして、沖縄系人同士の強い集団意識を持ちながら、「ブラジル日本文化福祉協会」、「サン・パウロ

日伯援護協会」、「ブラジル日本都道府県人会連合会」5などの沖縄県人会以外の日系団体においても

活躍しており、他府県系人との交流もよく見られる。この社会的な状況は、次項で述べるように、

世界の他の沖縄系移民社会では見られない言語的特徴をもたらしている。 

 

第二項：言語的特徴について 

比嘉（1983）は、世界の沖縄系社会の言語生活について、次のようにそれぞれの特徴を挙げてい

る。 

ハワイ：「先着者も多数派も有力者も広島県出身者であったハワイの日系人社会では、いわゆる広島弁を

基調にして英語とハワイ語を語彙に借用した日本語が共通語になった。そして、ハワイへ移住した沖縄県

出身者も「ミーはのお、沖縄から来たけん、標準語はあまりじょうずではない」といった話し方をし、広

島弁の特徴である間投助詞の「ノー」と接続助詞「ケン」または「ケー」を使い、格助詞の「ト」を省略

するようになった。」 

ブラジル：「戦前は、沖縄からブラジルへの移住者は「普通語6」ができることという条件を満たさなけ

ればならなかった。ブラジルへの移住者は本土からの移住者の言語生活への適応と同化の問題で苦痛や屈

                                                   
4 町田（2013:141）は、ブラジル日本都道府県人会連合会加盟の県人会の会員数を記載しているが、この数値は、

「1 家族を 1 会員として数えているところと、家族数を記載しているところが混在しているようで、会員規模の目

安である」としている。 
5 町田（2013:131,132）によれば、この 3 つは、ブラジルを代表する主要な日系人団体である。 
6 この場合は、普通語＝日本語である。 



8 

辱を経験させられることはほとんどなかったが、それは沖縄出身者が「普通語」がじょうずに使えたから

ではなかった。その大きな理由は、ブラジルは国土が広く、主に農業と畜産業に従事する沖縄からの移住

者が自分たちの集落をあちらこちらにつくったからである。」 

アルゼンチンとペルー：「アルゼンチンとペルーでは、日系人の過半数を占める沖縄県出身はできるだけ

共通語7を使用しなければならないという意識が強いようである。（省略）沖縄からの移住者が圧倒的に

多数でありながら、沖縄のことばは両国の日系人社会の共通語になっていない。」 

ボリビア：「沖縄出身者がボリビアに移住し始めたのは、戦後のことであった。移住者たちは（省略）コ

ロニア・オキナワという村をつくった。ここには本土出身者はいない。（省略）二世、三世はボリビアの

公立学校でスペイン語を学び、放課後、村の日本語学校で日本語を学び、私的生活では沖縄のことばを、

村の公的な場では日本語共通語を、そしてボリビア人たちとはスペイン語を使うようになっている。」  

 

比嘉が述べるように、ハワイの沖縄系人は、広島の日本方言（広島弁）の影響を受けた日本語を

話している。ブラジルの場合は、前述したように、日本本土に対して沖縄系人は人数的にマイノリ

ティーのグループであり、言語的に他府県系人に影響されやすい状況に置かれている。比嘉は、ブ

ラジルの沖縄系人は「あちらこちらに自分たちの集落をつくっていた」と述べているが、これは移

民当初の農園に限るものであり、沖縄系人を含む多くの日本人が働いていた feira（露天商）では、

他府県系人との接触、そして、それに伴う日本諸方言との接触は頻繁に起きていた。日系社会全体

の 9 割を占める他府県系人の中に都道府県単位でマジョリティーとして存在する団体がないため、

主要になる日本語の変種もない。そのため、ハワイのように特定の方言の影響は目立たないが、言

語的特徴（標準日本語と異なるところ）から沖縄系人の日本語では西日本方言8の影響が目立つ。ま

た、ハワイはブラジルより 23 年も移民の歴史が古く、現在、戦前に移住した第一世代（以下、一

世）の琉球語母語話者も日本語（正確に言えば、琉球クレオロイド）母語話者もほとんどおらず、

移民の第一言語（琉球語、琉球クレオロイド）と現地語（英語、ハワイ語）との接触は起きていな

い。現在、ハワイに住む日本語母語話者は、一般の移民ではなく、日本人妻や日本人派遣社員など、

学習を通して英語を習得した人たちが多いだろう。 

アルゼンチンとペルーの場合は、ブラジルと同じ時期に移民を開始しているため、同じように一

世の第一言語と現地語との接触が起きていると思われる。ただし、この二つの国では、沖縄系人の

割合が大きいため、本土日本語に影響されることなく、逆に沖縄系人の話す琉球クレオロイドの方

が他府県系人の話す日本語に影響を及ぼしていると思われる。比嘉は、アルゼンチンとペルーでは、

「沖縄のことばは両国の日系人社会の共通語になっていない」と述べているが、ここでは、「沖縄の

ことば」は「琉球語」のことを指していると考えられる。現地調査によって確認しなければならな

                                                   
7 この場合は、共通語＝日本語である。 
8 本論では、工藤（2001）に従って、中国方言、四国方言、九州方言を総称して「西日本方言」と呼んでいる。 



9 

いことであるが、アルゼンチンとペルーの日系社会では、琉球クレオロイドが共通語になっている

可能性が高い。 

ボリビアは、最も移民の歴史が浅く、割合的にブラジルより琉球語母語話者及び琉球クレオロイ

ド母語話者が多い。しかし、比嘉も述べているように、ボリビアの沖縄系人は、「私的生活では沖縄

のことばを、村の公的な場では日本語共通語を、そしてボリビア人たちとはスペイン語」のように

言語を使い分けているためブラジルほど言語接触が起きていないと思われる。また、ボリビアの第

二世代（以下、二世）以降の沖縄系人は、教育機関でも日本語を学習しているため、彼らは日本語

力が高い。 

上記のことから、ブラジルは、琉球語、琉球クレオロイド、日本諸方言、現地語の接触が最も活

発に起きている場所だといえる。そのため、同時に、他の沖縄系社会に比べ、言語変容が最も進ん

でいる場所だと思われる。ハワイ、ペルー、アルゼンチン、ボリビアの沖縄系社会における言語実

態に関しても精確な調査が必要とされる。 

 

第三節：ブラジルの沖縄系社会における言語の実態について 

ブラジルの沖縄系社会では、琉球語、日本語、ポルトガル語の 3 言語が併存している。いずれも

日常的に話されており、それぞれの使用頻度は世代によって異なる。本節では、話者の言語意識に

関する考察を加えつつ、ブラジル沖縄系社会における琉球語、日本語、ポルトガル語の実態につい

て述べる。 

 

第一項：ブラジルの沖縄系移民社会における琉球語の実態について 

琉球語は「奄美語」、「沖縄語」、「宮古語」、「八重山語」に分かれる。ブラジルに移住した沖縄県

出身者の中では沖縄本島出身者が最も多く、ブラジルで話される琉球語は、沖縄の北部方言と南部

方言が中心であり、本論で「琉球語」と呼んでいるものは、特に「沖縄語」のことを指している。

琉球語に対して、コミュニティー内では「ウチナーグチ」または「方言」という呼称が一般的であ

る。ブラジルの日系移民社会における一世の割合は 12.51％とされている9。その中の沖縄県出身者

の数を正確に計る統計はなされていないが、18 万人を超える沖縄系人数10の約 12％が一世であると

考えれば、琉球語話者の数が多いことがわかる。 

沖縄県人会の一世の集会では琉球語が主要な言語として使用されることが多い。例えば、サン・

パウロ市の沖縄県人会カーザ・ヴェルデ支部では、日々ビリヤードを楽しむ 60 代から 80 代までの

沖縄生まれの男性らが互いに琉球語で会話をしている。「ブラジルには純粋なウチナーグチが残され

ている」とブラジルを訪れた沖縄の人によく言われるが、実際は一世の琉球語の変容が見られる。

                                                   
9 サン・パウロ人文科学研究所（1988） 
10 沖縄県交流推進課（2010） 
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確かに言葉の流暢さの面では、ブラジルに移住した沖縄の人は移民当時から変わりなく琉球語を日

常的に話しているため沖縄にいる同じ年代の人に比べ琉球語力は劣っていないといえる。しかし、

沖縄の様々な地域から移住した人たちが同じ地域に住むようになり、ブラジルでは沖縄以上に琉球

諸方言の接触とそれに伴う言語変容が起きているのである。 

一世のほとんどが琉球語母語話者であり、琉球語モノリンガルも未だに存在する。しかし、一世

の高齢化に伴い琉球語話者の数が減少している。祖父母が同居する家庭で育った二世と三世は琉球

語を理解する能力があり、祖父母が琉球語で話すことに対して、孫は琉球クレオロイドまたはポル

トガル語で返すという例がよく見られる。 

現在、琉球語の継承に対する意識が高まり、様々な場所で「ウチナーグチ教室」（沖縄語教室）、

「ウチナーグチサークル」（沖縄語サークル）が開かれている。琉球語を聞く能力のある学生を対象

にする会話クラスからポルトガル語を仲立ちとして若者に琉球語を教えるクラスまで、ブラジルの

沖縄系人は琉球語の消滅を避ける努力をしている。 

 

第二項：ブラジルの沖縄系移民社会における日本語の実態について 

ブラジルへ移民した多くの日本人（沖縄県出身者を含む）は、お金を儲けていずれ帰国するとい

う覚悟があったため、子どもたちに日本語教育を受けさせていた。家庭内での日本語使用だけでな

く、「日本学校」と言われていた教育機関で日本から送られてきた教材を使用して、教育を行なって

いた。しかし、帰国することなく、ほとんどの人がブラジルに定着し、次第に「日本学校」も存在

しなくなった。子どもに日本語を覚えてほしいため、家庭内でポルトガル語の使用を禁ずる親もい

た。 

ブラジルの沖縄系社会で話されている日本語は、厳密にいえば琉球語と日本語の接触によって生

成された琉球クレオロイドのことである。ほとんどの話者は、琉球クレオロイドと他の日本諸方言

の違いを意識しておらず、これらを総称して「共通語」と呼んでいる。ただし、言語意識の敏感な

人は、琉球クレオロイドを「ウチナーンチュの日本語」（沖縄人の日本語）、他の日本諸方言を「き

れいな日本語」と評価し、他府県系人の話す日本語に劣等感があるようにうかがえる。 

世界最大の沖縄系社会と言われているものの、前述したように、ブラジルの沖縄系人の割合は日

系社会全体の 1 割程度に過ぎず、言語的に他府県系人に影響されやすい状況に置かれている。他府

県系人との交流の中で、ブラジルに移民した沖縄県出身者は日本諸方言と接する機会が増え、無意

識に家の外で琉球クレオロイドを話し、家の中に外で習得した日本諸方言を持ち込むようになった。

その上、ポルトガル語との接触も起こり、彼らの話す琉球クレオロイドは移民前に話していた琉球

クレオロイドの更なるバリエーションであるといえる。  

戦前には、第一言語として日本語を習得し、流暢に話せるブラジル生まれの二世も多かったが、

時間が経ち、日系社会のブラジル化が進んでいる現代においては、三世、四世以降の若い世代にと
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って、日本語は家庭で自然に身につける言語ではなくなり、英語、フランス語、ドイツ語などのよ

うに、語学学校での学習を通して習う外国語の一つとなっている。ボリビアのように日本人移民歴

が比較的短い国と違って、ブラジルでは 40 代以下の日系人は日本語が話せないだけではなく、聞

いても理解できないという人が増えてきている。 

ただし、2008 年に世界的に起きた経済問題（リーマンショック）に伴って、「dekassegui（デカ

セギ）」11とも呼ばれる外国人労働者として在日していた多くの日系ブラジル人が職を失い、日本の

学校で教育を受けた三世、四世の帰国が相次いだ。その結果、現在ブラジルにおける日本語話者の

数が増えていると言われている。彼らが話す日本語は、特徴的なバリエーションを形成しており、

「dekassegui」の間で俗称的に「dekasseguês（デカセゲイス）12」と呼ばれている。「dekasseguês」

話者が増加し、ブラジルの日本語は今後も更に変化することが予想される。 

世代交代に伴う琉球クレオロイド母語話者（一世、二世）の減少、語学学校における外国語とし

ての標準日本語教育の一般化、NHK 放送の普及、出稼ぎ労働者として日本で働いた日系人の相次

ぐ帰国など、様々な社会の変化に伴いブラジルの沖縄系社会の日本語は徐々に移民言語としての特

徴を失いつつある。 

 

第三項：ブラジル沖縄系移民社会におけるポルトガル語の実態について 

ポルトガル語はブラジルの公用語であり、移民の世代交代が進む現在、六世までも誕生し、沖縄

系社会の主要な言語はポルトガル語へシフトしつつある。 

移民は、琉球語のモノリンガルまたは琉球語と琉球クレオロイドのバイリンガルとしてブラジル

に入り、移民当時の厳しい経済的な状況により、ほとんどの一世は、学校に通うことができず、日

常生活でポルトガル語を自然習得した。ポルトガル語が流暢な一世もいるが、彼らの話すポルトガ

ル語は音韻的、語彙的、文法的に琉球語と琉球クレオロイドの干渉を受け、特徴づけられている。 

また、沖縄生まれの子ども移民である準二世（以下、準二世）のポルトガル語は、一世ほど語彙

的、文法的に母語に干渉されてはいないが、発音上はやはりネイティブスピーカーとは異なり、若

干特徴づけられている。一世にとって難しいと言われる/ｌ/と/ｒ/、/ｂ/と/ｖ/の区別はできているが、

ポルトガル語特有の鼻母音の発音（ã、ão など）は準二世にとっても難しいようである。 

二世には、琉球語または琉球クレオロイドを母語として習得し、学校教育で初めてポルトガル語

と接した話者もいるが、基本的にほとんどの二世はポルトガル語母語話者である。ブラジルの他の

移民社会（中国移民社会、韓国移民社会）においても同じであるが、現在のブラジルには植民地が

なく、二世、三世は一般の教育を受けているため彼らのポルトガル語は標準的だといえる。 

                                                   
11 「出稼ぎ」という語彙から日系社会では労働者として来日する人のことを「dekassegui（デカセギ）」と呼ぶ。 
12 ポルトガル語で「ポルトガル語」は「português」、「日本語」は「japonês」、「フランス語」は 「francês」 とい

うことから、「dekassegui（デカセギ）」の言語はデカセギの間で「dekasseguês」と呼ばれるようになった。

Dekasseguês の特徴について、第二章第二節で詳しく述べている。 
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第二章：先行研究 

本章では、まず、先行研究を取り上げて言語接触の研究について述べる。そして、コロニア語と

その研究、ブラジル沖縄コロニア語の先行研究である工藤真由美他（2009）について記述する。最

後に、先行研究に基づいて、ポルトガル語をめぐる言語接触について述べる。 

 

第一節：言語接触の研究について 

人の移動に伴い言語が接触し、変容することは必然的な現象である。言語接触のタイプには国境

などを越えた「他言語との接触」と一つの言語内での「方言接触」とがある。接触の類型、言語コ

ードの切り替え、文法変種、第二言語習得などの様々な研究課題が存在し、言語接触論は広い研究

分野である。 

世界の国々で言語接触の研究は盛んに行なわれているが、真田（2006:118）は、「欧米では、そ

の社会的な状況もあって、移民マイノリティの言語問題は比較的早い時期から取り上げられてきた

のに対し、日本で少数言語コミュニティの言語問題が研究の対象になったのは最近のことである」

と述べている。日本における言語問題については、例えば、真田（2006）「言語接触 他言語との

接触」によって在日コリアン、在日ブラジル人と在日中国人のことばの実態と話者のバイリンガリ

ズムについての研究がなされている。 

ブラジルにおいても、言語接触の研究は盛んに行なわれている。例えば、Hitz（2007）のドイツ

語方言の Hunsrückisch とポルトガル語との接触（Brasildeutch とも呼ばれる）の研究、Chen, T. J., 

D.J.Y. Shyu and A.J.B.de Menezes Jr.（2009）の中国系移民児童におけるポルトガル語の習得過

程に見られるマンダリンの干渉についての研究などがある。 

また、ブラジル日系社会における日本語とポルトガル語との言語接触もなされている。ブラジル

では、Mase（1987）「A Língua Japonesa dos imigrantes japoneses e seus descendentes13」、Ota

（1993）「Os empréstimos do português nos jornais japoneses do Brasil14」、日本では、国立国語

研究所（2000）『日系ブラジル人のバイリンガリズム』、大阪大学 21 世紀 COE プロジェクト（2003）

『ブラジル日系社会における総合的研究』など、いわゆるコロニア語15に関する研究も数多く見ら

れる。 

また、沖縄系移民については、朝日祥之他（2010）「ハワイプランテーションで作られた接触方

言」、白岩広行他（2010）「ボリビアのオキナワ移住地における言語接触」の研究がある。しかし、

ブラジルの沖縄系社会の言語は、他の移民言語と同じく古い歴史を持つが、研究が遅れている。後

述するように、工藤他（2009）「ブラジル日系・沖縄系移民社会における言語接触」の研究がある

が、文法の詳細な記述はなされていない。 

                                                   
13 移民とその子弟の日本語に関する研究。 
14 ブラジルの邦字新聞に見られるポルトガル語の借用に関する研究。 
15 コロニア語について、次節で詳しく述べている。 
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第二節：コロニア語とその研究について 

コロニア語とはブラジルで話されている日本語のバリエーションのことをいう。ポルトガル語の

「colônia（＝植民、植民地）」という単語をブラジル日系人の間では「日系コミュニティー」とい

う意味で使われている。そのことから、彼らの言語を「コロニア語」と呼ぶようになった。興味深

いことに、スペイン語にも「colonia16（＝植民、植民地）」という単語はあるが、ペルー、アルゼン

チン、ボリビアなどの日系移民社会では「日系移民の言語」という意味で「コロニア語」という単

語を使用することはないそうである。「コロニア語」という言葉こそブラジルコロニア語特有の表現

である。 

コロニア語は、ポルトガル語と日本語の接触によって発生した言語であり、そのあらわれ方は世

代によって異なってくる。例えば、一世の場合は語彙的側面でのポルトガル語の借用が見られるの

に対し、二世の場合は語彙的だけではなく、語順などの文法的側面でもポルトガル語の干渉が見ら

れる。また、全く文構造の異なる日本語（SOV）とポルトガル語（SVO）の二つの言語コードを同

時に使用している場合でも、語順は母語のままであらわれることが多い。例えば、例を比べてみよ

う。 

 

（日本語を母語とする一世話者のコロニア語） 

01. お父さんは、carro（車）novo（新しい）comprar（買う）した。 

（お父さんは新しい車を買った） 

 

（ポルトガル語を母語とする二世以降の話者のコロニア語） 

02. Papai（お父さん）comprou 新しい車。 

（お父さんは新しい車を買った） 

 

日本語を母語とする一世の場合は、語順は 01 のように SOV（お父さんは→carro novo→comprar

した）であらわれ、ポルトガル語母語話者の二世以降の場合は、02 のように SVO（Papai→comprou

→新しい車）であらわれる傾向が見られる。つまり、母語が日本語なのか、ポルトガル語なのかに

よって、基になる文構造が異なるという特徴が見られる。 

これまでのコロニア語に関する先行研究を見ると、「ポルトガル語に干渉された日本語」が研究

の対象となっていることが多いが、日系人の間では、「日本語に干渉されたポルトガル語」もコロ

ニア語と呼んでいる。いずれも「コロニア語」と呼ぶことができ、区別するとしたら、前者を「コ

ロニア日本語」、後者を「コロニアポルトガル語」と呼んでも良いであろう。例えば、次の例があ

る。 

                                                   
16 ポルトガル語（colônia）はアクセント記号がつくが、スペイン語（colonia）はつかない。 
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「コロニア日本語」（ポルトガル語に干渉された日本語の文） 

03. 私、プレオクパードしとったよ。（私、心配していたよ） 

 

「コロニアポルトガル語」（日本語に干渉されたポルトガル語の文） 

04. Eu estava shinpai.（私は心配だった） 

 

03 では、「プレオクパード」（preocupado）は「心配だ」という状態をあらわすポルトガル語

の形容詞であり、それに西日本方言形式の「しとった」をあわせると「心配していた」または「心

配だった」という意味をあらわすようになる。04 では、ポルトガル語の人称代名詞「eu」（私）と

日本語の「～だった」に相当する「estava」（estar 動詞の不完全過去形）と日本語の「心配」と

で「私は心配だった」という意味になるのである。複雑なようであるが、日系人にとってこれらが

自然な喋り方であり、コロニア語を使用することによって相手と親しみ深い関係になれるともよく

言われる。 

また、前述したように、「dekasseguês」と呼ばれる、日系人の労働者及びその子どもたちが話す

日本語とポルトガル語との接触から発生した言語が存在する。「dekasseguês」は「ポルトガル語に

干渉された日本語」と「日本語に干渉されたポルトガル語」の二つのバリエーションを持つという

点でコロニア語と共通している。しかし、コロニア語はもともとブラジルにおいて日本語母語話者

がポルトガル語を習得する過程で発生した言語であるのに対し、「dekasseguês」は日本においてポ

ルトガル語を母語とする日系ブラジル人が日本語を習得する過程で発生した言語である。 

また、ブラジルのコロニア社会では見られない、日本の工場内でよく用いられる日本語（「残業」、

「休憩」、「夜勤」、「弁当」などの単語）の使用が見られ、日本語の中だけではなく、ポルトガル語

の中でもこれらの借用頻度が高いことが特徴的である。例えば、以下はデカセギ専用のブログ

（http://www.istoejapao.com）から引用した「dekasseguês」の例である。 

 

05. Você gambateia17 no zangyoo e nem tem tirado yasumi. Anda sem tempo para encontrar 

com a namorada, está sempre dizendo gomen. Ela também anda isogashii, shoganai. Essa 

semana foi no hospital, correndo, na hora do kyukei, mas não tinha tsuyaku. Saiu de teiji, 

mas já era bem tarde e teve que comer bentoo de konbini com juusu de hyaku en. Mas, no 

final de semana já comprou o tikketo para ir numa disco com os tomodachi.（あなたは休みもと

                                                   
17 ポルトガル語には、日本語の「頑張る」に相当する動詞がないため、日系人は、「がんばって→gambatte」とい

う日本語の単語に、動詞を派生させる接尾辞の「－ar」を膠着させ、「gambatear」という動詞を作っている。

「gambateia」は、それの現在・二人称・単数形である。興味深いことに、スペイン語圏でも同じことが見られ、

「gambatear」という動詞の進行形（つまり、「頑張っている」）として、ポルトガル語では「estou gambateando」、

スペイン語では「estoy gambateando」がよく用いられる。 

http://www.istoejapao.com/
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らないで残業を頑張っている。彼女に会う暇もなく、いつも「ごめん」と言っている（謝っている）。彼女も

忙しいし、しょうがない。今週、休憩の時間に急いで病院に行ったけど、通訳（する人）がいなかった。定時

で（会社を）出たけど、もうとても遅かったので 100 円のジュースとコンビニ弁当を食べるしかなかった。で

も、友達とディスコに行くから、週末にチケットを買った。）18 

 

05 では、「頑張る」、「残業」、「休み」、「ごめん」、「忙しい」、「しょうがない」、「休憩」、「通訳」、

「定時」、「弁当」、「コンビニ」、「ジュース」、「100 円」、「チケット」、「友だち」という日本語の語

彙がデカセギのポルトガル語に借用されている。 

先行研究には、河野（2000）「在日ブラジル人のポルトガル語に見る日本語からの借用語」、ナカ

ミズ（2000）「在日ブラジル人就労者の言語行動概観―日本語使用を中心として―」などの研究が

ある。「dekasseguês」はデカセギの間で使用される俗称であり、日本に移住した日系コロニアの言

語であるという面から見れば、コロニア語のバリエーションとして考えても良いであろう。 

 

第三節：工藤真由美他（2009）について 

工藤他（2009）「ブラジル日系・沖縄系移民社会における言語接触」では、ブラジルの日系社会、

沖縄系社会の言語をめぐる移民史、言語接触の実態、日系社会、沖縄系社会で話されている日本語

の文法的な特徴などについて記述がなされている。また、同じく工藤も含める白岩他（2010）「ボ

リビアのオキナワ移住地における言語接触」では、琉球語、日本語、スペイン語の接触によって発

生した日本語の文法的な特徴について記述がなされている。 

工藤他（2009:24p）では、沖縄系人の言語は A)沖縄方言と本土日本語の接触と混交、B)沖縄方

言とポルトガル語の接触と混交、C)沖縄方言、本土日本語、ポルトガル語の接触と混交、つまり、

3 つの言語コードをとりあげる A)、B)、C)の 3 パターンの接触と混交の仕方について記述がなされ

ている。工藤は、3 つの言語の接触を図①のように示している。 

 

図１．「沖縄系移民社会における言語接触」工藤他（2009:24）より引用          

A 

ウチナーグチ（沖縄方言）       ヤマトゥグチ（本土日本語） 

 

 

B     【C】 

 

ポルトガル語 

                                                   
18日本語訳は筆者によるものである。 
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しかし、ブラジルの沖縄系社会で話されている日本語の変種は琉球語（先行研究で「沖縄方言」

と呼ばれているもの）、日本語（先行研究で「本土日本語」と呼ばれているもの）、ポルトガル語の

3 つの言語の接触から発生したものではなく、より詳細な観点から見れば、琉球語、琉球クレオロ

イド、日本諸方言（西日本方言を含む本土日本語）、ポルトガル語の 4 つの言語の接触からなると

もいえる。琉球クレオロイドも日本語のバリエーションであるが、本土日本語ではない。琉球クレ

オロイドは多くの一世が移民前に母語として既に所有していた言語であり、ブラジルに持ち込んだ

一つの言語コードとしてとらえるべきである。このように、4 つの言語の観点から言語を分析する

ことによって、より詳細かつ正確に特徴をとりあげることができる。本論第二部では、この観点か

ら分析を行なう。 

 

第四節：ポルトガル語をめぐる言語接触について 

 ポルトガル語は、世界で最も話されている言語の第６位にランキングされている。「ポルトガル語」

といえば、思い浮かぶのはポルトガル語モノリンガル社会として知られているポルトガルとブラジ

ルであろうが、実際、この言語は、アフリカ、南アメリカ、アジア、ヨーロッパの 4 大陸で話され

ており、様々な地理的・社会的状況の下で他の言語と接触している。 

CLPL(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)（ポルトガル語諸国共同体）を結成する

アンゴラ、ブラジル、カーボ・ヴェルデ、ギニア・ビサウ、モザンビーク、ポルトガル、サン・ト

メ・プリンシペ、東ティモールという 8 か国において、ポルトガル語は公用語＝マジョリティーの

言語として話されている。その他に、公用語のステータスを保ちながらマカオ（アジア）、ウルグア

イ（南米）、ガリシア（ヨーロッパ）でマイノリティーの言語として話されている。 

また、ポルトガル人のディアスポラ、ブラジル人のディアスポラに伴い、ポルトガル語は、米国、

パラグアイ、日本、ドイツ、イギリス、スペイン、イタリアなどの諸国に広がっている。 

ここでは、Carvalho（2009）による「Português em Contato（接触するポルトガル語）」を参考

にしつつ、世界のポルトガル語ベースの接触言語について記述する。 

ポルトガル語をベースとした接触言語を「クレオール系ポルトガル語ベースの接触言語」、「混合

言語系ポルトガル語ベースの接触言語」、「中間言語系ポルトガル語ベースの接触言語」という 3 つ

のタイプに分類することができる。 

クレオール系ポルトガル語には、アフリカやアジアのポルトガル植民地でポルトガル語と諸ネイ

ティブ言語(native language)との接触から発生した言語がある。この場合、ポルトガル語が支配者

の言語、つまり社会的に優位にある言語（superstrate language）のステータスを持ち、その下位

に被支配者（奴隷）の母語である諸ネイティブ言語が存在する。最初の段階で、ポルトガル語を目

標言語にしたポルトガル語の語彙、諸ネイティブ言語の音韻、文法からなるピジンポルトガル語が

生まれる。二世がそのピジンポルトガル語を第一言語として習得するようになる段階でクレオール
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ポルトガル語が生まれる。そのクレオールポルトガル語が社会のリンガ・フランカ（場合によって、

公用語）の役割を果たすようになる。 

クレオール系ポルトガル語の例として、アンゴラ、カーボ・ヴェルデ、ギニア・ビサウ、モザン

ビークのアフリカ系クレオールポルトガル語、東ティモール、マカオ、ダマン（インド）、ディーウ

（インド）、ゴア（インド）のアジア系クレオールポルトガル語が挙げられる。ブラジルの場合、ク

レオールが発生しないのは、他の植民地とは異なり、ポルトガル語が早い段階で第一言語として習

得されるようになったからである。 

混合言語系ポルトガル語は、ポルトガル語がもう一つの言語と併存し、お互いに接触する環境で

生じる。これは、社会レベルでも個人レベルでも見られる。 

まず、社会レベルでは、ポルトガルとスペインとの隣接地域、ブラジルと他の南米の国々との隣

接地域などのダイグロシア社会において、ポルトガル語とスペイン語との接触が起きる場合に生じ

る。ポルトガル語が目標言語であるが、ポルトガル語が社会的に優位にあるかというと必ずしもそ

うではない。ガリシアのポルトガル語、ウルグアイのポルトガル語、パラグアイのポルトガル語な

どの国と国の境界線で発生したポルトガル語とスペイン語の混合言語、また、ブラジルのインディ

オの部族で発生したポルトガル語とインディオの言語との混合言語がその例である。 

個人レベルの混合言語系ポルトガル語は、話者がポルトガル語ともう一つの言語のバイリンガル

である場合に生じる。バイリンガルとなった個々人のなかでも、その 2 つの言語体系が常にきれい

に分離されず、話者がポルトガル語を完全に習得している場合でも、ポルトガル語と他の言語との

混合言語が生じる場合がある。 

中間言語系ポルトガル語は、話者がポルトガル語を第二言語として習得する過程で生まれるポル

トガル語の変種である。話者の第一言語が語彙、音韻、文法のレベルで影響を及ぼし、ポルトガル

語が十分に習得されない場合に生じる。ポルトガルやブラジルにおいて移民がポルトガル語を習得

する過程で生じたポルトガル語の変種、マカオにおいて中国語（マンダリン、広東語）母語話者が

ポルトガル語を習得する過程で生じたポルトガル語の変種、東ティモールにおいてテトゥン語母語

話者がポルトガル語を習得する過程で生じたポルトガル語の変種がその例である。 

世界の中間言語系ポルトガル語は、インド・ヨーロッパ語系と非インド・ヨーロッパ語系に分け

られる。前者としては、スペイン系移民、ドイツ系移民、イタリア系移民のポルトガル語などが挙

げられる。後者としては、アジアで発生したマカオのポルトガル語、東ティモールのポルトガル語、

ブラジルで発生した日本人移民のポルトガル語、中国人移民のポルトガル語、韓国人移民のポルト

ガル語がある。 

ポルトガル語の変種であるブラジルの沖縄系社会で話されるポルトガル語（以下、ブラジル沖縄

コロニアポルトガル語）を「（個人レベルの）混合言語系ポルトガル語の非インド・ヨーロッパ語

系」または「中間言語系ポルトガル語の非インド・ヨーロッパ語系」のグループの中に位置づける
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ことができる。 

 

第三章：本研究の調査概要 

本章では、調査地域、調査対象、調査票、調査方法について述べる。 

 

第一節：調査地域について 

本研究における調査は 2009 年～2013 年度に 8 回に亘ってブラジルの東南地方にあるサン・パウ

ロ州とミナス・ジェライス州で実施した。マト・グロッソ・ド・スー州に位置するカンポ・グラン

デ市も沖縄系人の数が多く、重要な調査地域であるが、地理的な距離のため訪れることができなか

った。 

サン・パウロ州では、サン・パウロ市（リベルダーデ地区、ヴィラ・カロン地区、カーザ・ヴェ

ルデ地区、サウーデ地区）が主な調査地であったが、その周辺にあるグワルリオス市、サント・ア

ンドレ市、スザノ市、カンピーナス市でも調査を行なった。サン・パウロ州は、ブラジルで日系人、

沖縄系人が最も多い地域であり、各地域の沖縄県人会や沖縄系人の自宅で調査を行なった。 

一方、ミナス・ジェライス州は日系人、沖縄系人が少ない地域である。ポッソス・デ・カウダス

市で調査を行なったが、この地域に住む日系人、沖縄系人は日常的にポルトガル語を主要な言語と

して使用している。日系または沖縄系コミュニティーから離れて暮らしている話者の言語的特徴を

つかむためにも有効な調査地域となった。 

 

ブラジル                ■MG：ミナス・ジェライス州 ■SP:サン・パウロ州 

 

図 2．調査地域 
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第二節：調査対象について 

調査対象は、沖縄生まれの一世とブラジル生まれの沖縄系二世が中心であるが、沖縄生まれの子

ども移民の準二世話者（以下、準二世）、沖縄系の三世、四世も調査の対象にした。また、沖縄系人

の特徴がわかるように、他府県系人と非日系人にもインタビューした。 

話者の言語生活、言語意識に関する調査では、およそ 70 名～80 名程19にインタビューした。話

者（＝インフォーマント）の世代、出身地、年齢、学歴、言語の運用能力は、以下に挙げているよ

うに、様々であった。 

 

 世代：一世、準二世、二世、三世、四世（二世以降は、両親共に沖縄系人の子ども、沖縄系

人と他府県系人の子ども、沖縄系人と非日系人の子ども（いわゆるハーフ）がいた）。 

 出身地：沖縄生まれの場合は、南部から北部までの沖縄本島の様々な地域、ブラジル生まれ

の場合は、主にサン・パウロ州生まれの話者（ミナス・ジェライス州に住む沖縄系人もサン・

パウロ州出身である）。 

 年齢：小学生から 90 代。 

 学歴：小学校中退（特に一世の場合）から大学院修了（特に二世以降の場合）。 

 言語の運用能力：琉球語、日本語（琉球クレオロイド）、ポルトガル語の運用能力から判断

してモノリンガル、バイリンガル、トライリンガル。 

 

本論第二部で述べるブラジル沖縄コロニア語の ATM 体系に関する調査ではインフォーマントの

数を減らし、特にブラジル沖縄コロニア琉球語とブラジル沖縄コロニアポルトガル語に関する調査

では、以下に示しているように、インフォーマントを特定して用例を収集した。 

 

 ブラジル沖縄コロニア日本語に関する調査：一世 10 名程（今帰仁村出身者、名護市出身者、

読谷村出身者、嘉手納町出身者、北谷町出身者、沖縄市出身者、那覇市出身者、南城市出身者、

糸満市出身者など）、準二世 3 名程（北谷町出身者、沖縄市出身者、浦添市出身者）、二世 10

名程、三世 3 名程、四世 2 名程。 

 ブラジル沖縄コロニア琉球語に関する調査：今帰仁村出身者一世 1 名、読谷村出身者一世 2 名、

北谷町出身者一世 1 名、嘉手納町系二世 1 名、中城村系二世 1 名、糸満市系二世 1 名。 

 ブラジル沖縄コロニアポルトガル語に関する調査：読谷村出身者一世 1 名、北谷町出身者準二

世 1 名。 

 

                                                   
19 言語生活、言語意識に関する調査は、大人数が集う沖縄県人会のイベントで行なった。人数を数えずに内容だけ

を重視してインタビューを実施したが、対象者はおよそ 70～80 名と計算している。インタビューの内容は、話者の

世代、年齢、学歴、職業、言語の習得方法、言語の使用状況、日本語や琉球語の消滅に対する意識などであった。 
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第三節：調査票について 

 アスペクト、テンス、ムード体系の調査において、筆者作成の調査票を用いた。アスペクト、テ

ンス、ムードの形式が含まれる琉球語の用例、日本語の用例、ポルトガル語の用例を収集するため

に、話者の第一言語にあわせて琉球語の調査票、日本語の調査票、ポルトガル語の調査票の 3 種類

を作成した。 

統一した枠組みで 3 つの言語変種を分析できるように、それぞれの調査票で同じ文法項目を取り

上げている。調査項目には、工藤作成の「2001 アスペクト・テンス調査票＜第一次＞・＜第二次＞」

を参考にして取り上げたものと筆者が事前に言語変種、誤用が生じると想定して取り上げたものが

ある。 

調査項目ごとに提示文とする用例を作成し、調査票にまとめていった。また、琉球語の調査票は、

主に工藤他（2007）の用例を使用している。なお、すべての調査で同じ調査票を用いたのではなく、

研究を進めると同時に何度も調査票を改めて作成した。 

 

第四節：調査方法について 

調査方法としては、まず、言語の特徴を知るために、沖縄県人会のウチナーグチ教室、留学生・

研修生 OB 会（Urizun）、三線の稽古、琉球舞踊の稽古、婦人会、カラオケ大会などの沖縄系人が

集まる場所で観察調査及び自然談話の収録を行なった。そして、同時にインタビューやアンケート

を通して言語使用の実態及び話者の言語意識を探るための調査を行なった。 

言語の特徴、特に、文法的な特徴がわかった時点で、それらを確認するために文法項目を取り上

げて調査票を作成し、数回の面接調査を通して琉球語（の変種）、日本語（の変種）、ポルトガル語

（の変種）の用例を大量に収集した。 

また、面接調査を行なう際、調査者（筆者）は基本的に日本語とポルトガル語を使用したが、イ

ンフォーマントにとってわかりやすいように、必要に応じて、意図的に日本語とポルトガル語を混

合させて使用し、また、琉球語と琉球クレオロイドも使用した。 
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本論第一部：言語接触論から見たブラジル沖縄コロニア語 

第一章：ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触とブラジル沖縄コロニア語 

本章では、ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触、言語接触の結果として生まれたブラジ

ル沖縄コロニア語の発生及び系統、ブラジル沖縄コロニア語の 2 つの意味、ブラジル沖縄コロニア

語の 3 つのタイプについて述べる。 

 

第一節：ブラジルの沖縄系移民社会における言語接触 

1908 年にブラジル移民を開始して以来、沖縄系移民をめぐって、言語接触をはじめ、様々な言語

現象が絶えず起きている。それまでに琉球語と琉球クレオロイドしか話せなかった一世は、他の言

語を話す人と接するようになり、言語と言語が接触するようになった。 

言語接触は、早速ブラジルに向かう船の中で起こりはじめた。同船した他の市町村出身の一世と

接することによって琉球諸方言の接触が起こり、移民先の fazenda（農園）や feira（露天商）で他

府県出身の日本人移民と交流することによって本土日本語との接触が起こった。そして、現地のブ

ラジル人との付き合いでポルトガル語との接触が起こるようになった。この 3 パターンの言語接触

は、現在でも続いている。 

 

接触パターン①  

沖縄系移民（一世） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 他市町村の沖縄系移民 

【琉球諸方言の接触】 

 

接触パターン② 

沖縄系移民（一世） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 他府県出身の日本人移民 

【琉球語及び琉球クレオロイドと本土日本語の接触】 

 

接触パターン③：  

沖縄系移民（一世） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ブラジル人 

【琉球語及び琉球クレオロイドとポルトガル語の接触】 

 

現在、接触パターン①は、沖縄県人会の集会や親族の付き合いで見られる。前述したように、一

世の中では、沖縄本島出身者が最も多く、ブラジルで話される琉球語は、沖縄の北部方言と南部方

言が中心となる。沖縄の様々な地域から移住した人たちが同じ地域に住むようになり、ブラジルで

は沖縄以上に琉球諸方言の接触とそれに伴う言語変容が起きているのである。 

接触パターン②は、現在沖縄系移民の自営業への転職のため移民初期ほど頻繁に起きてはいない



22 

が、日本人会などの集会で見られる。前にも述べたが、世界最大の沖縄系社会と言われているもの

の、ブラジルの沖縄人の割合は日系社会全体の 1 割程度に過ぎず、言語的に他府県系人に影響され

やすい状況に置かれている。残りの 9 割のうち都道府県単位でマジョリティーとして存在する団体

がないため主要になる日本語の変種もないが、言語的特徴（標準日本語と異なるところ）から沖縄

系人の日本語では西日本方言の影響が際立つ。 

接触パターン③は、あらゆる環境で起きている。沖縄系人は、完全にブラジル社会へ同化し、現

在、ポルトガル語から離れた言語生活は考えられない。 

このように、琉球語、琉球クレオロイド、日本諸方言、ポルトガル語が併存し、これらの言語は、

互いに接触・混交している。その接触・混交の結果、「ブラジル沖縄コロニア語」という接触言語が

発生している。次に、ブラジル沖縄コロニア語について詳しく述べていく。 

 

第二節：ブラジル沖縄コロニア語の発生及び系統 

前述したように、コロニア語は日系移民社会で話される言語のことを指す。沖縄系社会で話され

る言語は琉球語の影響も受けているため、他府県系人が話す言語と区別して「沖縄コロニア語」と

呼んだ方が適切であろう。また、ブラジルだけではなく、ハワイやボリビアなどの移住先国でも沖

縄コロニア語が話されている。したがって、筆者はブラジル沖縄系社会で話される言語を「ブラジ

ル沖縄コロニア語」と呼称している。図 3 は、琉球語、琉球クレオロイド、日本諸方言、ポルトガ

ル語の接触をあらわしている。 

 

 

 

世界には、同系統の方言と方言の接触（例えば、沖縄県内における諸方言の接触）、同系統の言語

と言語の接触（例えば、ラテンアメリカにおけるポルトガル語とスペイン語との接触）、系統の異な

る言語と言語の接触（例えば、北米における英語とスペイン語との接触）など、様々な言語接触の

タイプが見られる。沖縄系社会では、同系統の方言と方言（琉球クレオロイド⇔本土日本語諸方言）、

日本諸方言 

ポルトガル語 

琉球語 

琉球クレオロイド 

図 3．ブラジル沖縄コロニア語 
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同系統の言語と言語（琉球語⇔本土日本語）、系統の異なる言語と言語（琉球語、琉球クレオロイド、

本土日本語⇔ポルトガル語）の接触が同時に起きている。しかも、接触の要素の一つである琉球ク

レオロイド自体が接触言語であり、ブラジル沖縄コロニア語は複雑な構造を持っている。なお、琉

球クレオロイドは、移民前に発生し、移民時に既に一世の言語として確立していたため、本論では、

本土日本語と区別してブラジル沖縄コロニア語の一つの接触要素として扱っている。 

ブラジル沖縄コロニア語の発生方法及び系統を知るためには、まず、各要素の発生方法及び系統

を見ていかなければならない。なお、ここで「発生方法」とは、その言語が「分裂」から発生した

のか、「接触」から発生したのかということである。まず、琉球語と日本語は、系統論的に見て親族

関係にあり、日本祖語の分裂から発生した姉妹語である。図 4 では、その関係を示している。  

 

図 4．日本語および琉球語の系統・発生方法 

  

日本祖語 

   分裂 

  

          琉球語             日本語（本土日本語） 

 

 

また、図 5 で示しているように、琉球クレオロイドとは移民前に沖縄において、琉球語と本土日

本語との接触によって発生した接触言語である。 
 

図 5．琉球クレオロイドの系統・発生方法 

 

接触 

  琉球語                     本土日本語 

 

琉球クレオロイド 

 

 

そして、ポルトガル語は、図 6 で示しているように、スペイン語と並び、イベロ・ロマンス語の

分裂から発生した言語である。 
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図 6. ポルトガル語の系統・発生方法 

 

西ロマンス語 

       分裂 

 

        イベロ・ロマンス語 

分裂 

 

 

ポルトガル語          スペイン語 

 

 

この 3 つの図をあわせると、ブラジル沖縄コロニア語の系統および発生方法がわかる。図 7 のよ

うになる。 

 

図 7. ブラジル沖縄コロニア語の系統・発生方法 

 

日本祖語                   イベロ・ロマンス語 

                                     

         

 

 琉球語          本土日本語       ポルトガル語     スペイン語 

                                      

                                 

琉球クレオロイド       接触 

ブラジル沖縄コロニア語 

 

図７で示しているように、ブラジル沖縄コロニア語は、日本祖語とイベロ・ロマンス語の系統を

ひき、琉球語、本土日本語、琉球クレオロイド、ポルトガル語の接触から成り立つ言語である。こ

こでは、ブラジル沖縄コロニア語は、「日本祖語・ロマンス語系の接触言語」と見なしておく。ブラ

ジル沖縄コロニア語の他に、「日本祖語・ロマンス語系の接触言語」という系統・発生方法を持つ言

語には、ボリビア、アルゼンチン、ペルーの沖縄系移民社会で話される言語がある。 

 

第三節：ブラジル沖縄コロニア語の 2 つの意味 

言語が接触することによって一世の第一言語（以下、L1）に変化が生じた。琉球語にポルトガル
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語の語彙が借用されるようになり、琉球クレオロイドには同じくポルトガル語の語彙が借用される

と同時に西日本方言の文法形式も借用されるようになった。また、第二言語（以下、L2）の習得過

程、つまり、一世がポルトガル語を習得する過程、また二世が琉球語または日本語を習得する過程

において L1 の影響による不完全な習得が見られる。 

広い意味では、L1 の変容した形も L2 の不完全な形（ブロークンな形）も沖縄系社会の言語であ

るため、両者をブラジル沖縄コロニア語と呼ぶことができる。ただし、厳密にいえば、L1 の変容し

た形は、新しく発生した言語ではなく、もともと存在していた琉球語の変容した形、琉球クレオロ

イドの変容した形、ポルトガル語の変容した形であるため、L2 の習得過程において新しく発生した

ブラジル沖縄コロニア語と区別する必要がある。ブラジル沖縄コロニア語とは、広い意味では、沖

縄系人の話す言語の総称であり、狭い意味では、沖縄系社会で L2 の習得過程において初めて発生

した言語体系のことを指す。つまり、広義のブラジル沖縄コロニア語には L1 の変容した形も含ま

れるが、狭義のブラジル沖縄コロニア語には L1 の変容した形は含まれない。 

この二つの見方があるが、どちらの意味でもブラジル沖縄コロニア語は琉球語、琉球クレオロイ

ド、本土日本語、ポルトガル語の接触から成り立っているといえる。 

また、実際の会話では、L1 の変容した形も L2 のブロークンな形も区別されず同一の言語コード

として使用される。例えば、以下に挙げている会話①では、日本語を言語コードとして選択して、

一世は L1（この場合は、琉球クレオロイド）の変容した形を使用し、二世は L2（この場合は、日

本語）のブロークンな形を使用している。一方、会話②では、ポルトガル語を言語コードとして選

択して、一世は L2（この場合は、ポルトガル語）のブロークンな形を使用し、二世は L1（この場

合は、ポルトガル語）の変容した形を使用している。 

 

会話① 

話者 A（一世）：洗濯物干すのを ajuda しなさい。（L1 の変容した形） 

        （洗濯物を干すのを手伝いなさい。） 

話者 B（二世）：待って。今ご飯洗ってるから。（L2 のブロークンな形） 

        （待って。今お米を洗っているから。） 

 

会話② 

話者 A（一世）：Guarda dinheiro no gaveta pequeno.（L2 のブロークンな形） 

（標準ポルトガル語：Guarda o dinheiro na gaveta pequena.） 

話者 B（二世）：Não, é あぶない! Vou guardar no たんす.（L1 の変容した形） 

（標準ポルトガル語：Não, é perigoso! Vou guardar no armário.） 
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会話①では、話者 A は、ポルトガル語の「ajuda＝手伝い」という単語を借用し、L1（琉球クレ

オロイド）に混交させている。話者 B の発話の「ご飯」は「お米」の間違いであり、「米」と「飯」

を区別しないポルトガル語の影響が誤用の原因となっている。 

また、会話②では、まず、定冠詞の「o」が抜けている。そして、「gaveta」が女性名詞であるた

め、「no gaveta pequeno」ではなく、前置詞も形容詞も女性形になり「na gaveta pequena」が正

しい形である。これらの誤用は、冠詞を持たない、そして男性形と女性形を区別しない L1（琉球ク

レオロイド）の影響によるものである。話者 B は、日本語の「あぶない」と「たんす」という単語

を借用し、L1（ポルトガル語）に混交させている。 

 

第四節：ブラジル沖縄コロニア語の 3 つのタイプ 

ブラジル沖縄コロニア語は、以下の 3 つのタイプにわけることができる。 

 

 琉球語の言語変種としてあらわれる場合：ブラジル沖縄コロニア琉球語（以下、BOCR） 

 日本語の言語変種としてあらわれる場合：ブラジル沖縄コロニア日本語（以下、BOCJ） 

 ポルトガル語の言語変種としてあらわれる場合：ブラジル沖縄コロニアポルトガル語（以下、

BOCP） 

 

前述した広義のブラジル沖縄コロニア語と狭義のブラジル沖縄コロニア語に対して、広義の

BOCR と狭義の BOCR、広義の BOCJ と狭義の BOCJ、広義の BOCP と狭義の BOCP がある。 

広義の BOCR は、一世の琉球語の変容した形と琉球語を目標言語（以下、TL20）にして二世以

降の話者（以下、二世とする）が生み出した琉球語の言語変種の両方を指す。狭義の BOCR は、日

本語とポルトガル語の干渉を受けて生み出された二世の琉球語である。 

広義の BOCJ は、一世の日本語（琉球クレオロイド）の変容した形と日本語を TL にして二世が

生み出した日本語の言語変種の両方を指す。狭義の BOCJ は、琉球語とポルトガル語の干渉を受け

て生み出された二世の日本語である。 

広義の BOCP は、二世のポルトガル語の変容した形とポルトガル語を TL にして一世が生み出し

たポルトガル語の言語変種の両方を指す。ただし、後述するように語彙の借用が起きても二世のポ

ルトガル語の変容した形が存在するとは言い難い。狭義の BOCP は、琉球語と日本語の干渉を受け

て生み出された一世のポルトガル語である。 

以上のことを図 8 に示した。 

 

 

                                                   
20 「目標言語」は英語で「target language」であることから TL と略す。 
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図 8．ブラジル沖縄コロニア語の二つの意味とその 3 つのタイプ 

 

広義の  一世の琉球語 

BOCR  二世の琉球語        狭義の BOCR 

広義の 

ブラジル沖縄 広義の  一世の日本語                狭義のブラジル 

コロニア語  BOCJ  二世の日本語        狭義の BOCJ    沖縄コロニア語 

 

広義の  一世のポルトガル語     狭義の BOCP    

BOCP  二世のポルトガル語             

                                

Mackey（2006）によれば、L1, age, gender, working memory, motivation, and context（第一

言語、年齢、性、作業記憶、動機づけ、背景）によって L2 習得過程に個人差が出てくるが、年齢

を考えれば、大人になってからポルトガル語を学び始めた一世より子どもの頃から家庭内で親の言

語と接触している二世の方が L2 習得に有利な状況にあるといえる。ただし、ポルトガル語を話さ

ざるを得ない環境に置かれている一世は二世よりL2を習得するモチベーションが高いといえよう。

このような違いがあるため、一世のポルトガル語の習得度合いと二世の琉球語、または日本語の習

得度合いに差が見られる。一般的にいえば、一世の BOCP の方が L1 の影響が明白であり、二世の

BOCR、BOCJ より L2 の習得度合いが低いといえる。 

まず、音韻的には、ポルトガル語に一世の L1 にない音韻的な特徴（/r/と/l/、/b/と/v/の区別、鼻

音など）が多く、一世はポルトガル語の音韻を習得するのに困難がある。確かに、琉球語にも二世

にとって発音が難しいと思われる音韻（語頭にあらわれる詰まる音「っやー（＝おまえ）、「っんま

（＝馬）」など21」があるが、一世に比べてその数は多くない。また、二世は家庭内で親の話す琉球

語と琉球クレオロイドを聞きなれている点もあり、二世の BOCR、BOCJ は一世の BOCP ほど音

韻的に L1 の影響を受けていないといえる。 

また、文法的にも一世のポルトガル語のほうが L1 の影響が目立つ。それは、一世が周りのポル

トガル語モノリンガルとコミュニケーションをとるために不正確でも文法を意識せずにポルトガル

語を話しているのに対し、二世は、琉球語と日本語（＝琉球クレオロイド）の文法がわからない場

合、一世がポルトガル語を理解する能力があるため、L2 を使わずにポルトガル語で話しているから

である。 

BOCP、BOCR、BOCJ の特徴について本論第二部で詳しく述べる。 

 

 

                                                   
21 いわゆる声門破裂音(glottal stop)のことである。 
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第一章のまとめ 

本章では、まず、ブラジルの沖縄系移民社会において一世の L1 である琉球語と琉球クレオロイ

ド、他府県系人の話す本土日本語、そしてポルトガル語の 4 言語の接触が起きていることについて

述べた。そして、この 4 言語の接触の結果として、日本祖語とイベロ・ロマンス語の系統をひく「ブ

ラジル沖縄コロニア語」という接触言語が発生することについて述べた。 

ブラジル沖縄コロニア語は、広い意味では、L1 の変容した形と L2 の習得過程において新しく発

生した言語変種を意味し、狭い意味では、L2 の習得過程において新しく発生した言語体系のことを

意味すると定義した。 

また、ブラジル沖縄コロニア語は、琉球語の言語変種としてあらわれる BOCR、日本語の言語変

種としてあらわれる BOCJ、ポルトガル語の言語変種としてあらわれる BOCP という 3 つのタイプ

があることについて述べた。 

 

第二章：ブラジルの沖縄系移民社会をめぐる言語現象 

本章では、まず、インタビュー調査で話者から得られた情報を基に話者の言語の運用能力につい

て述べる。また、それと関連して、言語の運用能力による言語コードの選択について述べる。また、

調査で得られた談話や用例に基づいて借用（Borrowing）、不完全な習得（Imperfect learning）に

ついて述べる。最後に、言語維持（Language maintenance）、言語シフト（Language shift）、

言語消滅（Language death）といったブラジルの沖縄系移民社会をめぐる言語現象について述べる。 

 

第一節：話者の言語の運用能力について 

本節では、インタビュー調査によって得られた情報を基に話者の言語の運用能力について述べる。

「波下線」で示しているものは実際にインフォーマントから聞いた発言である。 

現在の沖縄系社会には、琉球語または琉球クレオロイドを母語とする一世話者と同様に、琉球語

または琉球クレオロイドを母語とする子どもの移民である準二世話者とポルトガル語を母語とする

二世から六世までの話者がいる。 

各世代の特徴について述べると、一世は、琉球語モノリンガル、琉球クレオロイドモノリンガル、

琉球語と琉球クレオロイドのバイリンガル、琉球語とポルトガル語のバイリンガル、琉球クレオロ

イドとポルトガル語のバイリンガル、琉球語と琉球クレオロイドとポルトガル語のトライリンガル

がいる。ブラジル社会の中で生活をしていくうちに、一世は、ポルトガル語を自然習得し、日常会

話の中で琉球語と琉球クレオロイドと同時にポルトガル語も使用するようになった。特に、沖縄系

社会から離れた地域に暮らしている一世、またはサン・パウロ市内に居住しているがブラジル人と

の交流が多い一世はポルトガル語の運用能力が比較的高く、他の話者よりも日本語の会話の中でポ

ルトガル語の要素が頻繁にあらわれる。 
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80 歳以上の一世は移民する前に沖縄でほとんど学校教育を受けていないため、標準日本語が話せ

ず琉球語モノリンガルであるか、琉球語と琉球クレオロイドのバイリンガルである。ブラジルで暮

らしていても、沖縄にいる高齢者と同様に琉球語を主要な言語として使用している人が多い。それ

は、ブラジルではコミュニケーションの助けになる子どもや孫に頼って、ポルトガル語を覚えなく

ても不自由はしないという環境に置かれているからである。一方、一世の 50 代から 70 代の人は、

母語の琉球語が一番話しやすいという話者でも、仕事のためにポルトガル語を習得している琉球語

とポルトガル語のバイリンガル、または琉球語と琉球クレオロイドとポルトガル語のトライリンガ

ルが多い。 

一方、準二世は、ポルトガル語モノリンガル、琉球語とポルトガル語のバイリンガル、琉球クレ

オロイドとポルトガル語のバイリンガル、琉球語と琉球クレオロイドとポルトガル語のトライリン

ガルがいる。日本で小学校以上の学校に通っておらず、ブラジルで学校に通うようになり二世のよ

うな言語習得過程を経験している。そのため、全員ポルトガル語が話せるし、ネイティブスピーカ

ー並みかネイティブスピーカーに近いポルトガル語の発音ができる。ポルトガル語の運用能力が高

く、大学卒の人もいる。また、一世に比べポルトガル語の力が強くなり、琉球語と琉球クレオロイ

ドの力が弱くなる場合があり、「日本語は話せるが、日本語の文字の読み書きができない」という人

が多い。しかし、彼らの琉球語と琉球クレオロイドのアクセントにはポルトガル語の影響はあまり

見られない。 

また、二世は、ポルトガル語モノリンガル、琉球語とポルトガル語のバイリンガル、琉球クレオ

ロイドとポルトガル語のバイリンガル、琉球語と琉球クレオロイドとポルトガル語のトライリンガ

ルがいる。準二世とは異なり、琉球語と琉球クレオロイドは、発音上ポルトガル語に影響されてい

ることが多く、発音が上手な場合「二世に思えない」と評価される。また、年齢によって大きな違

いが見られる。50 歳以上の人は昔の経済的な理由で中学校までしか通っていない人が多く、若い世

代の二世に比べポルトガル語が話せない年寄りの人との接触が多いため、琉球語と琉球クレオロイ

ドの要素が日常の会話に多く見られる。それに対し、50 歳以下の若年層は高校以上の学歴を持って

いる人が多く、ポルトガル語は非日系のブラジル人並みに話せる。また、50 歳以下の二世は親が

50 代～70 代のポルトガル語が話せる一世であるため、家庭内でも琉球語と琉球クレオロイドのみ

で会話することはあまりない。 

ブラジルにいる 40 歳以下の沖縄系人は、ほとんど三世か四世の人が占めている。ポルトガル語

モノリンガルが最も多く見られるが、二世と同様にポルトガル語モノリンガル、琉球語とポルトガ

ル語のバイリンガル、琉球クレオロイドとポルトガル語のバイリンガル、琉球語と琉球クレオロイ

ドとポルトガル語のトライリンガルがいる。特に、祖父母と同居する（した）三世は琉球語と琉球

クレオロイドを聞く能力がある。ただし、二世とは異なり、三世と四世は家庭内でもポルトガル語

を主要な言語として使用していることが多い。 
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表 1 は、8 人のインフォーマントを例にとって話者の言語の運用能力をあらわしたものである。

●は「L1 として習得し、話せる」、◎は「L1 とほぼ同時に L2 として習得し、話せる」、○は「L1

の習得後 L2 として習得し、話せる」、△は「聞けるが話せない」、×は「聞けないし、話せない」

いう意味をあらわしている。 

 

表 1. 話者の言語運用能力 

 

本章第四節で詳しく述べるように、一世がブラジルで学ぶポルトガル語は L2 であり、二世が家

庭内やコミュニティー内で学ぶ琉球語と琉球クレオロイドも L2 である。また。ポルトガル語の前

に既に琉球語または琉球クレオロイドを L2 として習得している琉球語・琉球クレオロイドバイリ

ンガルにとってもポルトガル語は L2 である。 

バイリンガルとトライリンガルの場合は、世代と年齢によって、それぞれの言語の習得方法と運

用能力が異なってくる。例えば、バイリンガルである SA と HA は、琉球語を L1、琉球クレオロイ

ドを L2 として習得しているものの、ポルトガル語は聞けるが話せない。一方、同様に一世の CM

は、琉球語を L1、琉球クレオロイドを L2 として習得し、移民後にポルトガル語を L2 として習得

したトライリンガルである。一世 70 歳以下は、同じトライリンガルであっても、EG のように琉球

語を L1 として習得した話者と YY のように琉球クレオロイドを L1 として習得した話者がいる。準

二世の MA は、琉球クレオロイドを L1、琉球語を L2 として習得し、移民後にポルトガル語を L2

として習得した。  

一方、二世の ATY は、ポルトガル語を L1 として習得し、琉球クレオロイドは L2 として習得し

たものの、琉球語は聞けるが話せない。また、ポルトガル語母語話者である三世の FHA は、ポル

トガル語が主要な言語として使用される家庭で育ち、琉球語は聞けないし、話せない。FHA は、琉

                                                   
22 三世は家庭で琉球クレオロイドを習得しておらず、コロニア語が日本語のバリエーションとしてあらわれる場合

がある。 

世代 話者 琉球語 琉球クレオロイド ポルトガル語 

一世 80 歳以上 SA ● ◎ △ 

 HA ● ◎ △ 

一世 75 歳以下 CM ● ◎ ○ 

一世 70 歳以下 EG ● ◎ ○ 

 YY ◎ ● ○ 

準二世 MA ◎ ● ○ 

二世 30 代 ATY △ ◎ ● 

三世 FHA × ×22 ● 
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球クレオロイドを話さず、日本語学校で日本語を学習した話者である。 

全体的に、琉球語が堪能な話者から琉球クレオロイドが堪能な話者へと、更に、琉球クレオロイ

ドが堪能な話者からポルトガル語が堪能な話者へと、話者の言語の運用能力が世代によって変わっ

てきている。それに伴い、沖縄系社会において琉球語及び琉球クレオロイドからポルトガル語へと

言語シフトが進んでいるのである。 

 

第二節：言語の運用能力による言語コードの選択 

言語が接触する社会では話者の言語の運用能力は様々であり、その言語能力の差は、世代、年齢、

環境、学歴などによって変動するものである。このように言語能力に個人差がある環境に置かれた

話者は、相手の言語能力にあわせて言語コードを選択する。例えば、ブラジル在住の A さんの言語

使用の状況を例にとってみよう。 

 

             ＜使用言語＞ 

A さん    琉球語             A さんの親（一世、80 代） 

 日本語（琉球クレオロイド）   A さんの妻（準二世、60 代） 

 ポルトガル語          A さんの子ども（二世、30 代） 

 ポルトガル語          A さんの孫（三世、10 歳未満） 

図 9．聞き手にあわせた言語コードの選択 

 

A さんは、一世、60 代、琉球語母語話者、琉球クレオロイドを L2 として習得し、ポルトガル語

も堪能な話者である。A さんの母親、妻、子ども、孫はそれぞれ言語能力が異なるため、琉球語、

琉球クレオロイド、ポルトガル語のトライリンガルである A さんは聞き手にあわせて使用する言語

コードを選択している。母親に対しては琉球語を使用し、妻に対しては琉球クレオロイドを使用す

る。ポルトガル語母語話者である子どもや孫に対してはポルトガル語を使用する。 

 次に、話し手と聞き手の関係を一般的に考え、Thomason&Kaufman（1988）で用いられている

社会言語学の用語を用いてブラジル日系社会全体、そして他の日系人の間では見られない沖縄系社

会内での言語使用について記述する。 

話者は、堪能ではない言語コードを選択した場合、言語のブロークンな形を使用し、また、堪能

であっても相手にあわせて意識的に言語を単純化した形で使用することがある。 

一般的に言えば、日本人（沖縄県出身の一世及び他府県出身の一世）同士の会話では日本語（琉

球クレオロイド、本土日本語）が使用される。沖縄県出身の一世は、琉球クレオロイド（Ryukyu 

Creoloid=RC）を使用し、他府県出身の一世は、本土日本語言（Japanese Language=JL）を使用

する（図 10）。ポルトガル語の語彙や他の接触要素の形式が借用される場合もあるが、文法的には
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日本で話される日本語と大きな差は見られない。 

 

図 10．沖縄県出身一世対他府県出身一世 

RC 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）               一世（他府県） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

JL 

 

両者が沖縄県出身の一世の場合は、琉球クレオロイドを使用する場合と琉球語（Ryukyu 

Language=RL）を使用する場合がある（図 11）。 

 

図 11．沖縄県出身一世対沖縄県出身一世 

RC／RL 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）              一世（沖縄県） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

RC／RL 

 

また、ブラジル人に対して話すとき、一世は不十分に習得したままのポルトガル語、つまりブロ

ークンなポルトガル語（Broken Portuguese=BrP)を使用する。これは、前述した狭義の BOCP と

同じものを指す。一方、非日系ブラジル人（以下、ブラジル人）は一世に対してポルトガル語を単

純化することなく、標準ポルトガル語（Portuguese Language=PL）を使用することが多い（図 12）。 

 

図 12．沖縄県出身一世対非日系ブラジル人 

BrP 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）             ブラジル人（非日系） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

PL 

 

また、ブラジル生まれの日系二世ブラジル人（以下、二世）に対して話す場合、一世はポルトガ

ル語を TL にして BrP を使用することがある。ただし、ブラジル人に対して話す BrP と比べると、
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日系人に対して話す BrP の方が L1 の混交が多い。一方、二世は、一世に対して話す場合、単純化

したポルトガル語（Simplified Portuguese=SfP）を使用する（図 13）。SfP の言語的特徴として、

例えば、動詞の活用において複数形を使わないことが挙げられる。 

 

図 13．沖縄県出身一世対沖縄系二世（ポルトガル語を選択した場合） 

BrP 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）               二世（沖縄系） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

SfP 

 

興味深いことに、二世は、一世に対して SfP を使用するが、一世が二世に対して日本語を使用す

る場合、意図的に言語を単純化することはあまりない。それは、普段ポルトガル語が話されている

環境では、二世は、必然的に一世のポルトガル語の運用能力（例えば、一世が動詞の難しい活用形

がわからないことなど）を意識させられるが、一世が二世の日本語の運用能力を判断することは少

ないからであろう。一世は、二世に対して、JL(=RC)を使用し、二世は、ブロークンな日本語（Broken 

Japanese=BrJ）を使用することがある（図 14）。BrJ は、前述した狭義の BOCJ と同じものを指

す。 

 

図 14．沖縄県出身一世対沖縄系二世（日本語を選択した場合） 

JL(=RC) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）             二世（沖縄系） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

BrJ 

 

前述したように、多言語社会であるブラジルには、日本以外にアジアやヨーロッパの国々からの

移民が多い。例えば、中国出身の一世と話す場合、沖縄県出身一世は、ポルトガル語を TL にして

BrP を使用し、相手も同様に BrP を使用する（図 15）。 
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図 15．沖縄県出身一世対中国出身一世 

BrP 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

一世（沖縄県）             一世（中国） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

BrP 

 

二世（以降の話者）は、ポルトガル語を L1 として習得し、二世（以降の話者）に対して、PL を

使用することが多い（図 16）。琉球語や日本語の単語を借用する場合もあるが、文法的にそれらの

言語の影響を受けることなく、ブラジル人が話す PL と大きな差は見られない。例外的な場合を除

いて、二世は、非日系ブラジル人並みのポルトガル語の運用能力を持っている。 

 

図 16．沖縄系二世対沖縄系二世 

PL 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 

二世（沖縄系）             二世（沖縄系） 

＜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

PL 

 

以上述べたように、複数の言語を話す話者は聞き手にあわせて使用する言語を選択し、話し手と

聞き手の言語の運用能力によって、ブロークンな形、単純化した形、標準的な形など、言語のあら

われる形が異なってくる。 

 

第三節：借用（Borrowing）について 

沖縄系社会では、言語接触に伴い他言語の影響による L1 の変容が起きているわけだが、基本的

に音韻的な影響は起こらず、よく見られるのは他言語の語彙の借用及び文法形式の借用である。そ

れは、一世の言語だけでなく、二世の言語にも同じ現象が見られる。 

Winford（2010:171）は、借用について「In borrowing, materials from a non-dominant SL(source 

language) are imported into a RL(recipient language) via the agency of RL-dominant 

speakers. 」と述べている。 

一世にとって、琉球語または琉球クレオロイドが L1、つまり dominant language であり、その

中にポルトガル語、つまり non-dominant language の要素が借用（borrowing）される。この場合

は、ポルトガル語が借用源（source language）となり、琉球語と琉球クレオロイドは借用語を受け
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入れる言語（recipient language）となる。 

一方、二世は、L1 であるポルトガル語、つまり dominant language の中に琉球語または日本語、

つまり non-dominant language の要素が借用される。この場合は、琉球語、日本語（琉球クレオロ

イド）が借用源となり、ポルトガル語が借用語を受け入れる言語となる。 

以下、一世の琉球語、一世の日本語＝琉球クレオロイド、二世のポルトガル語に見られる借用の

例を見ていくことにしよう。 

 

一世の琉球語にポルトガル語が借用される場合 

06. わったーや わらび そーいねー うみんかい いちーねーて、 わらばーたー むるよー 

camisetaぐゎーとぅ はんずぼんぐゎーびかーし ちちゅしぇーやー。（私たちは子どもの頃海に行

く時、子どもたちはみんな安っぽいTシャツと安っぽい半ズボンだけ着てね） 

07. Mudarすし きまとーるばーい。（移転するのが決まっているの？） 

 

06 では、ポルトガル語の名詞「camiseta」（＝T シャツ）が借用され、琉球語の接尾辞「ぐゎー23」

と組み合わさり、「安っぽい T シャツ」という意味をあらわしている。 

07 では、ポルトガル語の動詞「mudar」（＝移転する）が借用され、琉球語の動詞「スン」（する）

と組み合わさり、「移転する」という意味をあらわしている。 

 

一世の日本語＝琉球クレオロイドにポルトガル語が借用される場合 

08. Novelaもあんまり見てないよ、maridoがいつもニュースばかり。 

09. 明日はtitioのvisitaしに病院に行く。 

  

 08 では、ポルトガル語の名詞「novela」（＝ドラマ）と「marido」（＝夫）が借用されている。 

 09 では、ポルトガル語の名詞「titio」（＝おじさん）と「visita」（＝お見舞い）が借用されてい

る。「visita」は日本語の動詞「する」と組み合わさり、「お見舞いする」という意味をあらわして

いる。 

 

二世のポルトガル語に日本語が借用される場合 

10. Vamos começar a reunião. Começando aqui com um omiyage que os senseis trouxeram pra 

gente.（会議を始めよう。始めに、先生方が私達に持ってきてくれたお土産から） 

11. É taihen ser jikouinchou de evento.（イベントの実行委員長を務めるのは大変だ） 

                                                   
23 「ぐゎー」は、「小さいこと」、「少量であること」、「軽蔑」、「親しみ」の意をあらわす琉球語の接尾辞であ

る。 
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10 では、日本語の「お土産」、「先生」という名詞が借用されている。Sensei（先生）という名詞

に複数の意味をあらわす「s」が付加され、「senseis」は「先生方」という意味をあらわしている。 

11 では、日本語の第二形容詞「大変」と名詞の「実行委員長」が借用されている。更に、「実行

委員長」は「じっこういいんちょう」ではなく「*じこいんちょう」と発音されているが、これは、

促音や長音を持たないポルトガル語の影響である。 

 

二世のポルトガル語に琉球語が借用される場合 

12. Na verdade acho que naichaa também faz isso só que numericamente eles não são tão 

expressivos quanto o uchinaanchu né. （本当は他府県系人もそうする（県系人同士で集まる）と思う

けど人数的に彼らは沖縄系人ほど目立たない） 

13. Eu andei percebendo que cultura uchinaanchu é rica.（沖縄の文化は豊であることに最近気づいて

きた） 

 

12 では、琉球語の名詞「ナイチャー（＝内地の人」）と「ウチナーンチュ（＝沖縄の人）」が借用

されている。本来、「ナイチャー」は「日本本土の人」、「ウチナーンチュ」は「沖縄の人」という意

味をあらわすが、沖縄系社会では、前者は「他府県系人」、後者は「沖縄系人」という意味で用いら

れる。 

13 では、12 のように琉球語の名詞「ウチナーンチュ（＝沖縄の人）」が借用されているが、ここ

では、「uchinaanchu」は「cultura」（＝文化）という名詞を修飾する形容詞として使われている。

それは、ポルトガル語では、「okinawano/okinawana24（＝沖縄の人）」と「dialeto okinawano25（＝

沖縄の方言）」、「cultura okinawana26（＝沖縄の文化）」のように名詞も形容詞も同じ単語であらわ

されるからである。なお、ポルトガル語では名詞の性によって形容詞の性も変わるが、ここでは、

「cultura」という名詞が女性名詞であるにも関わらず「uchinaanchu」は女性形（例えば、

*uchinaanchuana）にならない。借用語において、男性・女性の区別がなくなるのである。 

Winford（2010:176）は、nouns> adjectives> verbs> prepositions> coordinating conjunctions> 

quantifiers> determiners> free pronouns> clitic pronouns> subordinating conjunctions のように

品詞を並べて、借用されやすいものから借用されにくいものへと序列を示している。用例からわか

るように、ブラジルの沖縄系社会でも、一般的に名詞が借用されやすく、07 のように他の品詞が借

用されても、名詞（体言）のように扱われる。逆に、文法的な機能を果たす形式（前置詞、接続詞

など）は借用されにくいといえる。 

他に、「roupa（洋服）」、「cadeira（椅子）」、「bilhete（切符）」、「sapato（靴）」、「parede（壁）」、

                                                   
24 「okinawano」は名詞の男性形、「okinawana」はその女性形である。 
25 ここでは、「okinawano」は形容詞の男性形である。 
26 ここでは、「okinawana」は形容詞の女性形である。 
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「alho（にんにく）」などのポルトガル語の語彙が一世の琉球語と日本語（＝琉球クレオロイド）に

見られたが、やはり名詞に多いといえる。これらの名詞に相当する琉球語または日本語の語彙が存

在するにもかかわらず、日常的に周りで使用されている単語は無意識に借用されるのである。 

同じく、二世の場合も名詞が借用されやすく、「kenjinkai（県人会）」、「honbu（本部）」、「shibu

（支部）」、「shichouson（市町村）」、「hankachi（ハンカチ）」、「kifus（寄付の複数形）」、「senpai

（先輩）」、「kouhai（後輩）」、「yokyou（余興）」、「konshinkai（懇親会）」などの日本語が二世の

ポルトガル語にあらわれている。二世のポルトガル語に見られる日本語の語彙の借用は、日常的に

使用されている単語であるというよりも、日系・沖縄系以外のポルトガル語が話される環境で普段

使用しない単語がよく借用されるのである。 

 

第四節：不完全な習得（Imperfect learning）について 

Mackey（2006:434）は、“Second language learning refers to the process of acquiring a 

non-native language that is spoken by the community where the learner is living, while foreign 

language learning refers to the process of acquiring a non-native language that is not spoken by 

the surrounding community”のように「L2 習得」と「外国語習得」を区別している。この定義に

従えば、一世がブラジルで学ぶポルトガル語は L2 であり、二世が家庭内やコミュニティー内で学

ぶ琉球語と日本語（＝琉球クレオロイド）も L2 であるといえる。 

更に、Mackey は、“(… )a second language(L2) refers to any language learned after one’s first 

language(L1), no matter how many others have been learned.”と述べており、ポルトガル語の前

に既に琉球語または琉球クレオロイドを L2 として習得している琉球語・琉球クレオロイドバイリ

ンガル話者にとってもポルトガル語は L2 であるといえる。 

 前述したように、一世がポルトガル語を L2 として習得する過程で BOCP が発生する。また、二

世以降が琉球語を L2 として習得する過程で BOCR が発生し、日本語を L2 として習得する過程で

BOCJ が発生する。ブラジル沖縄コロニア語のそれぞれのタイプにおいて不完全な習得による誤用

が見られる。言語的な原因なしに言語が不完全に習得される場合と話者の L1 の影響が原因で言語

が不完全に習得される場合がある。次に、それぞれのタイプにおいて、その後者の例を見ていきた

い。 

 

第一項：ブラジル沖縄コロニア琉球語について 

（狭義の）BOCR は、二世が L2 として琉球語を習得する過程に L1（ポルトガル語）の影響を受

けて生じたブロークンな言語体系（Broken Ryukyuan）である。例えば、14 と 15 ではポルトガル

語の影響によって誤用が生じている。 
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14. ちぬー わったー まやーや まーちゃん。（昨日、うちのネコは死んだ） 

15. わんねー いーび ちっちぇーん。（私は指を切った） 

  

14 では、「まーちゃん」（＝死んだ）は「しじゃん」（＝死んだ）の間違いである。琉球語では、

「まーちゃん」は人間が死んだときにしか用いられないが、ポルトガル語には、人間と動物の死を

区別する動詞がないため、二世はこのような間違いをおかしてしまうことがある。 

15 では、「ちっちゃん」（＝切った）というべきところを話者は「ちっちぇーん」（＝切ってある）

と言っている。「ちっちぇーん」は、「切る」という動作を行ない、現在その効力が残っていること、

つまり＜現在パーフェクト＞をあらわす場合に用いられる。したがって、この用例は「私は意図的

に指を切って、今も指が切ってある」のような意味をあらわし、誤解を招いている。ポルトガル語

では、単純過去も現在パーフェクトも同じ動詞の形（完全過去形）であらわされるため、二世は琉

球語のこの使い分けを意識しないのである。 

 

第二項：ブラジル沖縄コロニア日本語について 

（狭義の）BOCJ は、二世が L2 として日本語を習得する過程に L1（ポルトガル語）の影響を受

けて生じたブロークンな言語体系（Broken Japanese）である。例えば、16 と 17 ではポルトガル

語の意味的な影響によって誤用が生じている。 

 

16. Bicicleta で歩くのはわからない。（自転車に乗ることはできない） 

17. ご飯を連れてこなくてもいい。（ご飯を持ってこなくてもいい） 

 

16 では、ポルトガル語の「andar de bicicleta」（＝自転車をこぐ／自転車に乗る）の「andar」

という動詞は基本的に「歩く」という意味をあらわすため、二世は「andar→歩く」のようにポル

トガル語の表現を日本語に直訳している。また、「わからない」という動詞によって能力可能があら

わされているが、この場合は「できない」が正しい。ポルトガル語では、「saber」という動詞が「知

識を持っている」と「能力がある」の両方の意味をあらわすことができ、話者はそれに影響されて、

「知識を持っている」の「わかる」と「能力がある」の「できる」を区別せずにこのような誤用を

おかしているのである。 

17 では、「ご飯を連れてくる」と言っているのは、ポルトガル語では、日本語の「モノを持って

くる」と「ヒトを連れてくる」のような使い分けがなく、モノでもヒトでも同じ動詞（trazer）で

あらわされるからである。 
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第三項：ブラジル沖縄コロニアポルトガル語について 

（狭義の）BOCP は、一世が L2 としてポルトガル語を習得する過程に L1（琉球語、琉球クレオ

ロイド）の影響を受けて生じたブロークンな言語体系（Broken Portuguese）である。例えば、18

～22 のように、ポルトガル語が堪能ではない高齢者の間では、ポルトガル語が TL であるにも関わ

らず L1 が構造的に影響し、語順が琉球語、琉球クレオロイドのままあらわれる現象がよく見られ

る。以下の用例は、表面的にはポルトガル語に見えるが、いずれも語順を成しているのは一世の L1

である。日本語の助詞（が、に、の）がポルトガル語の中にあらわれてくるのも話者が構造的に L1

に影響されていることを明確にしている。また、語彙の借用・混交も起きている。なお、語順がポ

ルトガル語に反しているため、これらの用例は、非文法的だと見なし、アスタリスク記号を記すこ

とにする。（グロスでは INF＝原形、PRES＝現在形、3SG＝3 人称単数形27の略語である） 

 

18. *Manhã  cedo  tudo  dia  ラジオ  escuta.  

朝    早く   毎   日         聴く:PRES:3SG 

 

標準ポルトガル語：Escuto rádio todos os dias de manhã cedo.（毎日、朝早くラジオを聴く） 

 

19. *Você が falar     não       tá                muito    entende. 

あなた  言う:INF  否定の副詞  いる:PRES:3SG  よく      理解する:PRES:3SG 

 

標準ポルトガル語：Não entendo muito o que você fala.（あなたが言うのは、あまりよく理解

できない） 

 

20. *Meio-dia に encontrar ね。 

正午    会う:INF  

 

標準ポルトガル語：Vamos encontrar ao meio-dia.（12 時に会いましょう） 

 

21. *Hoje  quarto の  limpar    した。 

今日   部屋    掃除する:INF  

 

標準ポルトガル語：Hoje limpei o quarto. （今日は部屋の掃除をした） 

 

                                                   
27 例 18 と例 19 では、主語が一人称であるのにも関わらず話者は動詞の三人称の形を使っている。これは、一世の

言語によく見られる現象であり、動詞の活用形において人称を区別しない琉球語及び日本語（＝琉球クレオロイド）

の影響だといえる。  
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第五節：言語維持（Language maintenance）、言語シフト（Language shift）、言語消滅（Language 

death）について 

上述のように、現在でも一世の L1 である琉球語も琉球クレオロイドも日常的に話されており、

若い世代にも継承されている。また、家庭だけではなく、「世界うちなーんちゅ大会」などのイベン

トをきっかけに一世の言語に対する若い世代の興味が増し、沖縄県人会が提供する語学講座（日本

語教室、うちなーぐちサークルなど）をはじめ、沖縄系人の様々な活動（琉球民謡、琉球舞踊）に

より、琉球語と日本語（琉球クレオロイド）は継承され、言語は維持されている（Language 

maintenance）。 

しかし、同時に、本章第一節で見たように、一世の言語から二世の言語へとコミュニティー内で

の言語シフト（Language shift）が進んでいることも事実である。3 人目の二世が沖縄県人会長を

務める現在、県人会の理事も二世の割合が多くなってきている。従来、日本語（琉球クレオロイド）

だけで行なわれていた理事の会議でもポルトガル語の使用頻度が高くなってきていると言う。 

一世のポルトガル語の習得状況と二世の琉球語、日本語の習得状況も変わりつつある。初期移民

と戦後移民（新移民）とでも差が見られるが、二世につづき現在六世まで誕生しているブラジルで

は、一世のポルトガル語のレベルは高くなっている。一方、二世と三世でも大きな差が見られるが、

家庭内で琉球語、琉球クレオロイドが話されなくなり、一世の言語は L2 ではなく外国語として習

得するようになりつつある。一世の高齢化が進むと、琉球語と琉球クレオロイド話者の数が減り、

一世の言語は消滅（Language death）する恐れがある。おそらく、今から 30 年後にはブラジルで

は琉球語が話されなくなっているだろう。 

社会変化と共に、言語が変化していくのは必然的な現象であろうが、言語はアイデンティティー

をあらわす一つの文化的要素であり、沖縄とブラジルの間で生活してきた沖縄系人の歴史を反映し

ている。そのため、今の若い世代にそのような機能を持つ言語（琉球語、琉球クレオロイド）が消

滅の危機に瀕していることを意識させ、言語を継承・維持する方法を考えることが重要である。 

 

第二章のまとめ 

本章では、まず、話者の言語の運用能力について述べた。話者の言語の運用能力は、世代、年齢

によって異なっており、一世から四世までの世代を比べると L1 とする言語、L2 の習得方法（家庭

内で習得したのか、コミュニティーで習得したのか）、L2 の運用能力は様々である。更に、同じ世

代でも年齢によって話者の言語の運用能力が異なり、一世の場合は、年齢が若いほどポルトガル語

の運用能力が高くなる。一方、ポルトガル語母語話者の二世以降の世代では、世代が若くなるにつ

れ、琉球語と日本語（琉球クレオロイド）の運用能力が低くなる。 

また、話し手と聞き手の言語の運用能力によって使用される言語コードの選択とその言語のあら

われる形（標準的な形、ブロークンな形、単純化された形）が異なることについて述べた。同じ母
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語話者同士では、標準的な形が用いられることが多い。聞き手に合わせて話し手自身が堪能ではな

い言語コードが選択される場合、ブロークンな形があらわれる。また、聞き手の言語の運用能力に

合わせて話し手が自らの L1（堪能な言語）を単純化して使用する場合がある。 

また、一世の琉球語、一世の琉球クレオロイド、二世のポルトガル語の用例を挙げながら語彙の

借用について述べたが、一般的に名詞が借用されやすいことがわかった。二世の BOCR、一世の

BOCJ と BOCP に見られる L1 の影響によって生じる誤用について述べたが、動詞の用法、動詞の

語彙的な意味、語順などにおいて不完全な習得が見られた。 

 最後に、沖縄系社会では、一世の言語（琉球語、琉球クレオロイド）が維持されているとはいえ

ども、同時にポルトガル語への言語シフトも進んでおり、一世の言語は消滅の危機に瀕しているこ

とについて述べた。 

 

第三章：接触言語のタイプとブラジル沖縄コロニア語の分類 

接触言語が発生した社会的な状況、接触言語の要素となる言語の数や系統、発生した言語のコミ

ュニケーション手段としての社会的な役割、母語話者がいるかいないかによって、世界の接触言語

は、ピジン、クレオール、準クレオール、中間言語、ネオ方言、コイネ、混合言語など様々なタイ

プに分類される。ロング（2010:2）は、接触言語の分類に関して、「接触する言語の数や類似性の

高さによって、違う結果になる（違う類の接触言語が生まれる）から、それぞれの場合に違う名称

が使われる」と述べている。 

接触する言語の数という点では、ブラジル沖縄コロニア語は、3 つ以上の言語の接触から生じる

「ピジン」の分類に当てはまり、2 つだけの言語の接触から生じる「混合言語」の分類から外れる

といえる28。また、類似性の高さを基準にすると、ブラジル沖縄コロニア語では「類似性の高い言

語」（琉球クレオロイド⇔本土日本語）と「類似性の低い言語」（琉球語⇔琉球クレオロイド／本土

日本語⇔ポルトガル語）が同時に接触しているため、タイプの判断が困難である。 

また、当該言語は沖縄系コミュニティー内で話される言語として見るのか、沖縄系コミュニティ

ーを超えて日系コミュニティーで話される言語として見るのか、更に、日系社会を超えてブラジル

社会で話される一つの言語として見るのかによって、それぞれの果たす社会的な役割が異なるため、

その分類も異なってくる。 

ロングは、「うちなーやまとぅぐち（琉球クレオロイド）」を接触言語の様々なタイプと比較して

どのタイプに当てはまるかを検証している。その結果、うちなーやまとぅぐちは従来報告されたも

ののいずれにも当てはまらず、新しい種類として新設すべきという結論に至っている。本論では、

ロングと同じ方法をとってブラジル沖縄コロニア語の分類を検証する。 

                                                   
28 ピジンは、2 つ以上の言語の接触から生じるという考え方もあるが、本論では、ロング（2010：5）に倣って、「言

語接触論の主流の考え方に沿って、狭義のピジンが形成されるには、最低 3 つ以上の言語が接触していなければな

らないという立場を取る」。 
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筆者が比較対象として選んだのは、接触言語の中でよく知られている「ピジン」と「クレオール」、

L2 の習得過程で生じるという「中間言語」、そして言語と言語が同等に近い状態で混ざりあう「混

合言語」の 4 種類である。結論からいえば、ブラジル沖縄コロニア語も完全に当てはまる接触言語

のタイプがない。しかし、分類ができなくても、他の接触言語のタイプと比較することによってブ

ラジル沖縄コロニア語とはどのような言語体系であるのかがわかり、これは有意義な試みだと思わ

れる。 

 

第一節：ピジンとブラジル沖縄コロニア語 

ロング（2010:5）によれば、「ピジンは複数の言語の話者がお互いの言語が理解できない状況で

集まるときに自然発生的に生じる単純化された言語体系である」。それに加え、

Thomason&Kaufman（1988）、Rickford&McWhorter（1998）、Holm（2010）の記述を参考にす

ると、ピジンの特徴として次のものが挙げられる。 

 

(A) 多言語社会で生じる。 

(B) 母語を異にする話者の間で生じる。 

(C) ピジンを話すことによって異なる母語を持つ相手と相互理解が図れる。 

(D) 語彙は社会的に優位にある言語（superstrate language29）に由来する。 

(E) 社会的に下位にある言語（substrate language（s）30）は音韻、文法に影響を及ぼす。 

(F) 語彙の数が少ないため使用されるドメインが限られている。 

(G) 文法的に単純化されている。 

(H) ピジンは話者の母語（native language）と併存する。 

 

ピジンは既にある L1 を持つ話者の間で新しく発生する言語であるため、ここでは、広義のブラ

ジル沖縄コロニア語に含まれる L1 の変容した形を検証から除外し、狭義の BOCR、BOCJ、BOCP

のみ取り上げて表 2 のように比較している。(A)～(H)に従えば、ブラジル沖縄コロニア語はピジン

として見なされるための要件を満たしていないことがいえる。ブラジル沖縄コロニア語が完全に当

てはまるのは、(A)と(H)の 2 つの条件だけである。 

 

 

 

 

                                                   
29 Rickford&McWhorter (1998:241)に従って、社会的に優位にある言語を superstrate language と呼ぶことにする。 
30 Rickford&McWhorter (1998:241)に従って、社会的に下位にある言語を substrate language と呼ぶことにする。 
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表 2．ピジンとブラジル沖縄コロニア語との比較31 

ピジン （狭義の）

BOCR 

（狭義の） 

BOCJ 

（狭義の）

BOCP 

(A)多言語社会で生じる 

 

〇 〇 〇 

(B)母語を異にする話者の間で生じる 

 

× × × 

(C)ピジンを話すことによって異なる母語を持

つ相手と相互理解が図れる 

× × × 

(D)語彙は社会的に優位にある言語（superstrate 

language）に由来する 

× × 〇 

(E) 社 会的 に下 位にあ る 言語 （ substrate 

languages）は音韻、文法に影響を及ぼす 

× × 〇 

(F)語彙の数が少ないため使用されるドメインが

限られている 

× × × 

(G)文法的に単純化されている 

 

△ △ △ 

H)ピジンは話者の母語（native language）と併

存する 

〇 〇 〇 

 

ブラジル沖縄コロニア語のどのタイプもブラジル、焦点を当てれば、沖縄系社会という多言語社

会で発生しているため、(A)の条件に当てはまるといえる。 

しかし、ピジンとは異なり、ブラジル沖縄コロニア語は、母語を異にする話者の間で発生した言

語ではなく、沖縄系社会内で作り上げられた言語体系である。そのため、当該言語を使用すること

によって、母語を異にする話者同士の相互理解が図れるとはいえない。したがって、(B)の条件にも

(C)の条件にも当てはまらない。 

BOCP というタイプを見た場合、語彙は社会的に優位にあるポルトガル語（superstrate 

language）に由来するため、(D)の条件に当てはまるといえる。しかし、BOCR と BOCJ を見た場

合、いずれも語彙的に substrate languages（前者は琉球語、後者は日本語）に由来するため、(D)

の条件に当てはまらない。 

音韻、文法の特徴に関して、一世の BOCP の場合、substrate language である琉球語と琉球ク

レオロイドの影響が見られるため、(E)の条件に当てはまるといえるが、BOCR と BOCJ では、

superstrate language であるポルトガル語が影響を及ぼしているため、この場合、(E)の条件に当て

はまらない。 

                                                   
31 表中の「○」は当てはまること、「×」は当てはまらないこと、「△」はある程度当てはまることを示す。 
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ブラジル沖縄コロニア語の使用は話し言葉に限られているが、どのタイプにおいてもその語彙の

数は少なくない。したがって、(F)の条件にも当てはまらない。 

文法の単純化に関して、一世の BOCP で見られるように、名詞、形容詞の男性形⇔女性形、名詞、

形容詞、動詞の単数形⇔複数形の区別がなくなり、単純化される例もあるが、全体的に見れば複雑

な文法体系が保たれている。したがって、(G)の条件にも当てはまらない。 

最後に、ブラジル沖縄コロニア語は琉球語、琉球クレオロイド、ポルトガル語と併存しているた

め、(H)の条件に当てはまるといえる。 

以上のことから、ブラジル沖縄コロニア語は、ピジンではないとの結論に至る。 

ただし、ブラジル社会全体で話される言語の一つのバラエティとして考えれば、移民初期の

BOCP は、一時的にピジンの条件を満たしていた可能性も考えられる。移民初期には、沖縄県人と

中国人、イタリア人、ドイツ人などの他の移民社会との接触があった。お互い異なる母語を持ち（A）、

(B）、意思の疎通を図るために(C)語彙がポルトガル語（superstrate language）に由来する言語の

バリエーション(D)を生み出した。その作り上げられた言語は、音韻と文法において、それぞれの

L1（substrate language）に影響されながらも（E）、移民社会のリンガフランカとして使用されて

いた。しかし、その言語は農園などの限られた場所で使用され、語彙も少なく(F)、文法も単純化さ

れていた（G）と考えられる。そして、家庭内ではそれぞれの L1 が使用されていた(H)。このよう

に、移民初期の BOCP はピジンの特徴を持っていたと考えられる。しかし、かつての（沖縄県人を

含む）日本人は、風習の違いによって他の外国人コミュニティーとは積極的に関わらず、接触する

場面がそれほど多くなかった。そのため、このようにピジンが生じたとしても、定着せず一時的に

しか存在しなかったと思われる。 

 

第二節：クレオールとブラジル沖縄コロニア語 

「クレオールは「ピジンの母語化による拡張」であり、子供たちによって創造されるクレオール

は（ピジンと違って）完全な言語体系を成している」（ロング 2010:14）。言い換えると、ピジンが

話される地域で生まれた子どもたちが親の世代で発生した言語をL1として習得するようになると、

その言語は日常生活のあらゆる事柄を表現するために使用されるようになり、語彙の数が増え、文

法も複雑になっていく。このプロセスはクレオール化（creolization）と呼ばれる。 

表 3 では、ピジンに関する記述と同様に、L1 の変容した形を除き、ロングがクレオールの特徴

として挙げているものを基準にして狭義の BOCR、BOCJ、BOCP にクレオールの性質があるのか

を検証している。 
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表 3．クレオールとブラジル沖縄コロニア語との比較 

クレオール （狭義の）

BOCR 

（狭義の）

BOCJ 

（狭義の）

BOCP 

(ア) それまでいなかった母語話者が誕生す

る 

△ △ × 

(イ) ピジン化段階で混ざった他接触要素が

残る（混交化） 

○ ○ × 

(ウ) 起点言語(source language)より単純化

されている 

△ △ △ 

(エ) 起点言語(source language)より合理化

されている 

× × × 

(オ) 内的拡張 

 

× × × 

 

（ア）一般的にいえば、二世はポルトガル語母語話者であり、BOCR、BOCJ、BOCP の母語話

者は存在しない。ただし、過去には子どもが親の言語（琉球語または琉球クレオロイド）を L1 と

して習得したケースもある。この場合は、BOCR と BOCJ の母語話者が誕生したといえる。しかし、

学校教育を受け始める時期（6～7 歳）になり、その子どものポルトガル語力は琉球語または日本語

の能力を上回り、BOCR または BOCJ は L2 として使用されるようになる。 

（イ）BOCR と BOCJ の場合、親の言語に混ざった他接触要素（この場合は、西日本方言の要素

が他接触要素だといえる）が二世の言語に受け継がれることがある。しかし、ポルトガル語の場合

は、二世が親の話す BOCP を受け継がれたとしても学校などで起こるブラジル人との付き合いによ

って早い段階で標準ポルトガル語に変わるため、他接触要素が残ることはない。 

（ウ）起点言語(source language)より単純化されているという点に関して、ブラジル沖縄コロニ

ア語のどのタイプにおいても単純化が起こる場合（例えば、二世の BOCJ では、助数詞の～枚、～

本、～個、～台は使用されず、モノであれば形を問わず全て「一つ、二つ、三つ……」と数えられ

る）もあるが、それは一般的ではない。 

（エ）ロングによれば、「合理化されている」とは「分析的、規則的である」という意味だが、ブ

ラジル沖縄コロニア語のどのタイプにおいても L1 の影響の違いや言語の運用能力の違いによる個

人差が見られ、起点言語(source language)より規則的であるとは言い難い。 

（オ）ロングによれば、「内的拡張」とは「接触によらない拡張」のことだが、ブラジル沖縄コロ

ニア語のどのタイプにおいても音韻変化や語彙の意味の拡張などの接触による現象が起きており、

内的拡張は起きていないと思われる。 

以上のことから、ブラジル沖縄コロニア語は、クレオールの分類に当てはまらないとの結論に至
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る。また、ブラジル沖縄コロニア語をクレオールの一種として分類するには、その前にピジンの特

徴を持ったブラジル沖縄コロニア語があったと見なさなければならない。しかし、前述したように、

ピジンとして考えられるのは、他の移民との間で発生した一世の BOCP だけであり、これが一時的

なものだとすればクレオール化が起こる可能性はない。 

 

第三節：中間言語とブラジル沖縄コロニア語 

中間言語は、L2 の習得過程で話者の母語と TL の間にできる言語体系である（ロング 2010:4）。

前述したように、一世の BOCP、二世の BOCR、BOCJ は L2 の習得過程で発生しており、TL の

不完全な習得が見られる（例 14～21）。したがって、狭義のブラジル沖縄コロニア語は、中間言語

であると見なすことができる。ただし、L1 の変容した形は中間言語ではないため、ブラジル沖縄コ

ロニア語が全体として中間言語だと言いきることはできない。 

ロングが中間言語の特徴として挙げる特徴を表 3 にまとめた。ここでは、世代差が重要であるた

め一世と二世とにわけて比較することにする。 

まず、琉球語の場合を考えると、一世にとって琉球語は L2 ではなく、L1（の変容した形）であ

る。二世の話す BOCR は、L2 の習得過程で L1（この場合は、ポルトガル語）の影響または不完全

な習得の結果として生じている（イ、ロ、ハ）。つまり、二世にとって L1 ではないといえる（ニ）。

また、一時的な現象である（ホ）、話者個人が作り上げる言語体系である（ヘ）、話者の頭の中に存

在する（ト）という点でも、二世の BOCR は、常に変化の過程にあり、一定の決まりはなく、個人

差も大きいため中間言語の分類に当てはまるといえる。 

同じく、日本語の場合を考えると、一世にとって日本語は L2 ではなく、L1（の変容した形）で

ある。二世の話す BOCJ は、L2 の習得過程で L1 の影響または不完全な習得の結果として生じてい

る（イ、ロ、ハ）。つまり、二世にとって L1 ではないといえる（ニ）。また、一時的な現象である

（ホ）、話者個人が作り上げる言語体系である（ヘ）、話者の頭の中に存在する（ト）という点でも、

二世の BOCJ は、常に変化の過程にあり、一定の決まりはなく、個人差も大きいため中間言語の分

類に当てはまるといえる。 

一方、ポルトガル語の場合を考えると、二世にとってポルトガル語は L2 ではなく、L1 である。

一世の BOCP は、L2 の習得過程で L1 の影響または不完全な習得の結果として生じており（イ、

ロ、ハ）、一世にとって L1 ではない（ニ）。また、一時的な現象である（ホ）、話者個人が作り上げ

る言語体系である（ヘ）、話者の頭の中に存在する（ト）という点でも、一世の BOCP は、中間言

語の分類に当てはまる。 

 以上のことを表 4 のようにあらわすことができる。 
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表 4．中間言語とブラジル沖縄コロニア語との比較 

中間言語 BOCR BOCJ BOCP 

一世 二世 一世 二世 一世 二世 

イ) L2 の習得過程で生じる  ○  ○ ○  

ロ) L1 の影響の結果として生じる  ○  ○ ○  

ハ) 不完全な習得の結果として生じる  ○  ○ ○  

ニ) L1 ではない  ○  ○ ○  

ホ) 一時的な現象である  ○  ○ ○  

ヘ) 話者個人が作り上げる言語体系である  ○  ○ ○  

ト) 話者の頭の中に存在する言語体系である  ○  ○ ○  

    

表からわかるようにブラジル沖縄コロニア語は中間言語の特徴を持つが、これは狭義のブラジル

沖縄コロニア語だけである。今後は、ブラジル沖縄コロニア語の中間言語としての特徴が薄れると

予測される。一世話者の数が減るものの、NHK 放送の普及、出稼ぎ現象、日本への留学の影響で

現在二世の BOCJ の標準日本語化が進んでいるのである。また、現在一世も完全にブラジル社会に

溶け込んでいるため、彼らのポルトガル語力は徐々に上がる傾向にあると思われる。 

 

第四節：混合言語とブラジル沖縄コロニア語 

ロング（2010:25）は、混合言語は「2 つだけの言語が接触するときに生じる接触言語である」と

している。この定義に従えば、ブラジル沖縄コロニア語はこの分類から外れる。しかし、他の特徴

ではブラジル沖縄コロニア語は混合言語と共通しており、ここではそれらを取り上げる。 

 

表 5．混合言語とブラジル沖縄コロニア語 

混合言語 BOCR BOCJ BOCP 

a)2 つだけの言語が接触する × × × 

b)（2 つの言語は）別系統の言語である ○ ○ ○ 

c)（2 つの言語が）単純化しないまま言語は絡み

合っている 

○ ○ ○ 

d)（2 つの言語が）同等に近い状態で混ざり合う × × × 

 

ロングは「混合言語」を Bakker（1994）が提案した Mixed Language の訳であると述べている。

ブラジル沖縄コロニア語は、4 言語以上が混合しているため、a)の条件を満たしていないことにな

るが、文字通りの Mixed Language で考えれば、ブラジル沖縄コロニア語は 2 つだけではないが、

言語が混合している意味で混合言語であると言ってもいいかもしれない。その場合は、狭義の

BOCR、BOCJ、BOCP だけでなく、ブラジル沖縄コロニア語全体が混合言語であるといえる。 



48 

また、前述したように、ブラジル沖縄コロニア語は「日本祖語」と「イベロ・ロマンス語」系統

の言語が接触しているため、b)の接触する言語が別系統である点では、混合言語と共通している。 

そして、c)の接触要素は、単純化しないまま絡み合っている点でも共通しているといえる。ピジ

ンとクレオールの項目でも述べたように、ブラジル沖縄コロニア語では複雑な体系が保たれている

し、単純化が起きる場合もあるが、それは一般的ではない。 

d)についていえば、ロング（2010:25）は「ピジン化の場合は語彙を提供する「上層言語」（1 つ）

とそれを習得しようとしている人々の母語である「基層言語」（2 つ以上）という役割分担が明確で

あるが混合言語の場合は、2 つの言語が同等に近い状態で混ざり合う」と述べている。ブラジル沖

縄コロニア語では、語彙を提供する言語とその他の言語で役割が分担される（例えば、BOCP では、

ポルトガル語が語彙を提供する言語である）ため、この点では混合言語の分類に当てはまらないと

いえる。 

 

第三章のまとめ 

本章では、ブラジル沖縄コロニア語をピジン、クレオール、中間言語、混合言語と比較した。繰

り返しになるが、ブラジル沖縄コロニア語には、①一世の琉球語の変容した形、②一世の琉球クレ

オロイドの変容した形、③二世のポルトガル語の変容した形、④一世が L2 としてポルトガル語を

習得する過程で発生した言語の形（BOCP）、⑤二世が L2 として琉球語を習得する過程で発生した

言語の形（BOCR）、⑥二世が L2 として日本語を習得する過程で発生した言語の形（BOCJ）とい

うバリエーションがある。①～⑥は、広い意味でのブラジル沖縄コロニア語であり、④、⑤、⑥は、

狭い意味でのブラジル沖縄コロニア語である。 

それぞれの接触言語のタイプと比較した結果、広義のブラジル沖縄コロニア語（①～⑥）を完全

に分類できる接触言語のタイプがないという結論に至った。しかし、それぞれのタイプと共通する

点があることがわかった。 

④、⑤、⑥は、多言語社会で生じた言語である、話者の L1 と併存する点では、ピジンに匹敵す

る。また、それまでにいなかった母語話者が誕生する（初期移民の二世）、起点言語より単純化され

ている点では、クレオールと共通する場合がある。④、⑤、⑥は、すべての条件で中間言語の分類

に当てはまる。また、接触する言語は別系統である、接触する言語は、単純化しないまま絡み合う

点では、①～⑥は、混合言語と匹敵する。 

 

本論第一部のまとめ 

本論第一部では、社会言語学、特に言語接触論の視点からブラジル沖縄コロニア語を分析した。

ブラジル沖縄コロニア語が発生した社会的な状況について記述し、「ブラジル沖縄コロニア語」の

定義を行なった。 



49 

ブラジル沖縄コロニア語は、広い意味では、沖縄系社会において話されている言語を意味し、

L1 の変容、そして L1 の影響による L2 の不完全な習得によって特徴づけられている。狭い意味

では、L2 の習得過程において新しく発生する言語変種を意味し、L1 の影響による L2 の不完全な

習得によって特徴づけられている。 

また、ブラジル沖縄コロニア語には、「ブラジル沖縄コロニア琉球語」、「ブラジル沖縄コロニア

日本語」、「ブラジル沖縄コロニアポルトガル語」という 3 つのタイプが存在する。語彙の借用や

不完全な習得の例を挙げてそれぞれのタイプのあらわれ方について述べた。 

言語的特徴及び社会的特徴から判断し、ブラジル沖縄コロニア語は、ピジン、クレオール、中

間言語、混合言語といった接触言語のどのタイプに分類できるのかを検証したが、その結果、狭

義のブラジル沖縄コロニア語は中間言語であるといえるが、広義のブラジル沖縄コロニア語を分類

できる接触言語のタイプがないという結論に至った。 
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本論第二部：アスペクト・テンス・ムード体系 

本論第二部では、ブラジル沖縄コロニア語の動詞のアスペクト・テンス・ムード体系について述

べる。ブラジル沖縄コロニア語のどのタイプもその起点言語（L1 が変容した場合）あるいは TL（L2

として習得された場合）である日本語、琉球語、ポルトガル語とは異なった特徴を持っている。ブ

ラジル沖縄コロニア語では、接触要素が互いに影響し合い、アスペクト・テンス・ムード形式の意

味が変容し、更に、TL の不完全な習得によって誤用が生じている。 

ここでは、まず、ブラジル沖縄コロニア語の要素となる標準日本語、西日本方言、琉球クレオロ

イド、琉球語、ポルトガル語のアスペクト・テンス・ムード体系について述べる。それぞれの構成

要素の体系を理解した上で、BOCJ、BOCR、BOCP の順に、ブラジル沖縄コロニア語のアスペク

ト・テンス・ムード体系全体を詳述していく。 

なお、言語接触が及ぼしている全ての現象を見るためにも本論では、ブロークンな形だけではな

く、広義のブラジル沖縄コロニア語を扱うことにし、特徴的な形式のみならず、起点言語あるいは

TL と共通している形式も取り上げて記述する。 

 

第一章：各構成要素の ATM 体系 

本章では、ブラジル沖縄コロニア語を構成する各接触要素のアスペクト・テンス・ムード体系に

ついて記述する。標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド、琉球語について、各節で示すよう

に先行研究に基づいて記述を行ない、ポルトガル語の体系については、理論的な概念や用語を日本

語と対応させながら記述を行なう。更に、言語と言語の体系を対比しやすいように、先行研究で提

示されているアスペクト、テンス、ムードの用語・概念を利用して、全ての接触要素の体系を同じ

観点から見ていく。本論で用いるその用語・概念をここで説明しておく。 

まず、動詞分類は、工藤（1995）に従っている。工藤は、日本語の動詞を「運動動詞」と「状態

動詞」に分類し、「運動動詞」を更に「主体動作動詞」、「主体動作客体変化動詞」、「主体変化動詞」

の 3 つのタイプに分類している。本論では、日本語（標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド）

だけではなく、琉球語とポルトガル語の動詞も同じように分類する。 

 

主体動作動詞：a）主体の動作をとらえる動詞である。ｂ）どこで中止されても動作が成立し

たといえる、必然的な終了限界のない＜非内的な限界動詞＞（atelic verb）である。（「食べ

る」、「見る」、「泳ぐ」など） 

主体動作客体変化動詞：a）主体の観点から動作を、客体の観点から変化をとらえる動詞であ

る。ｂ）そこに至れば運動が必然的に尽きるべき目標としての内的時間的限界のある＜内的

な限界動詞＞（telic verb）である。（「開ける」、「作る」、「切る」など） 
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主体変化動詞：a）主体の変化をとらえる動詞である。ｂ）そこに至れば運動が必然的に尽き

るべき目標としての内的時間的限界のある＜内的な限界動詞＞（telic verb）である。（「行く」、

「来る」、「死ぬ」など） 

 

そして、以下の記述では、アスペクト的な意味をあらわすものとして次の用語・概念を用いる。 

 

完成性：出来事を開始時から終了時まで一括して完成的に（ひとまとり的に）とらえるもので

ある。 

継続性：動作の継続、変化の結果の継続をとらえるものである。 

進行性：動作の進行＝継続、変化の進行＝継続をとらえるものである。 

結果性：主体の動作が客体にもたらす変化の結果の継続、主体の変化の結果の継続をとらえる

ものである。 

反復性：繰り返し起こる、ポテンシャルな運動（反復・習慣）をとらえるものである。 

パーフェクト性：ある基準時点における、以前の動作や変化の効力の現存をとらえるものであ

る。 

 

さて、次に標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド、琉球語、ポルトガル語の順に、各接触

要素の ATM 体系について述べていく。 

 

第一節：標準日本語の ATM 体系 

本節では、工藤（1995）に基づいて標準日本語のアスペクト・テンス・ムード体系について述べ

る。 

工藤（1995:37）は、「スル（シタ）とシテイル（シテイタ）によって表現される＜完成性－継続

性＞の対立が、現代日本語の最も基本的なアスペクト対立である」とし、「このアスペクト対立と相

関して、完成相のスルとシタは、基本的に＜未来・過去＞でテンス的に対立し、継続相のシテイル

とシテイタは、＜現在・未来－過去＞でテンス的に対立している」と述べている。言い換えると、

標準日本語では、完成性は、スルまたはシタによってあらわされ、継続性はシテイルまたはシテイ

タによってあらわされる。次に、形式ごとに用法を見ていくことにしよう。 

 

1.1 スル形式 

スルは、未来の動作や変化を「開始限界から終了限界まで全一的に」（工藤 1995:80）、つまり、

動作や変化をひとまとまりの出来事としてとらえる。 

主体動作動詞では、未来における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と
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＜開始限界達成性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、未来における動作の実

現をあらわし、＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、未来におけ

る変化の実現をあらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。 

 

主体動作動詞 

22. 明日プールで泳ぐ。 

主体動作客体変化動詞 

23. 太郎がケーキを作る。 

主体変化動詞 

24. 木が倒れる。 

 

1.2 シタ形式 

シタは、過去の動作や変化をひとまとまりの出来事としてあらわす。主体動作動詞では、過去に

おける動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限界達成性＞をあらわ

す場合とがある。主体動作客体変化動詞では、過去における動作の実現をあらわし、＜ひとまとま

り性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、過去における変化の実現をあらわし、＜

終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。 

 

主体動作動詞 

25. 昨日プールで泳いだ。 

主体動作客体変化動詞 

26. 太郎がケーキを作った。 

主体変化動詞 

27. 木が倒れた。 

 

1.3 シテイル形式 

シテイルは、継続過程にある現在または未来の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客

体変化動詞では、現在または未来における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では、

現在または未来における＜変化結果の継続＞をあらわす。 

 

主体動作動詞 

28. 子どもたちは、今プールで泳いでいる。 
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主体動作客体変化動詞 

29. 太郎は台所でケーキを作っている。 

主体変化動詞 

30. 木が倒れている。 

 

1.4 シテイタ形式 

シテイタは、継続過程にある過去の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞

では、過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では、過去における＜変化結

果の継続＞をあらわす。 

 

主体動作動詞 

31. 今朝、私はプールで泳いでいた。 

主体動作客体変化動詞 

32. 太郎は今朝台所でケーキを作っていた。 

主体変化動詞 

33. 木が倒れていた。 

 

また、工藤も指摘するように、スル、シタ、シテイル、シテイタという 4 つの形式は、派生的な

意味をもっている。工藤は、以下のように、それぞれの派生的な意味とその用例を挙げている。 

 

スル形式 

34. 彼は毎朝 5 時に起きる。＜反復性＞ 

35. 人は死ぬ。＜恒常的特性＞ 

シタ形式 

36. その本なら、もう読んだよ。＜パーフェクト性＞ 

37. あの人は、若い頃、毎朝 5 時に起きた。＜反復性＞ 

シテイル形式 

38. その本なら、一度読んでいるよ。＜パーフェクト性＞ 

39. あの子は、マンガばかり読んでいる。＜反復性＞ 

40. この道は、曲がっている。＜単なる状態＞ 

シテイタ形式 

41. 病院にかけつけた時、父は既に 30 分前に死んでいた。＜パーフェクト性＞ 

42. あの頃は、よく、人が結核で死んでいた。＜反復性＞ 
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43. 昔、このあたりには川が流れていた。＜単なる状態＞ 

  

工藤は、時間的限定性のある反復性とパーフェクト性は、アスペクト・テンス的意味があるもの

とし、時間の中での展開性を問題にしない＜恒常的特性＞と＜単なる状態＞は、アスペクト・テン

ス的意味がないものとしている。本論では、工藤に従って、アスペクト・テンス的意味がない＜恒

常的特性＞と＜単なる状態＞を分析の対象から除外し、各形式の基本的な意味に加えて反復性とパ

ーフェクト性という派生的な意味も取り上げてその他の構成要素のアスペクト･テンス･ムード体系

について述べていく。 

次の表 6 は、日本語の ATM 体系を構成する形式とその基本的な意味及び派生的な意味をまとめ

たものである。 

 

表 6．日本語の ATM 体系 

形式 意味 

スル 非過去・完成性、非過去・反復性 

シタ 過去・完成性、過去・反復性、非過去（現在）・パーフェクト性 

シテイル 非過去・継続性、非過去・反復性、非過去・パーフェクト性 

シテイタ 過去・継続性、過去・反復性、過去・パーフェクト性 

 

第二節：西日本方言の ATM 体系 

本節では、工藤（1995,2001,2004,2008）に基づいて西日本方言のアスペクト・テンス・ムード

体系について述べる。  

西日本方言では、完成性をあらわすスルの形と対立して、進行性をあらわすシヨルの形と結果性

をあらわすシトルの形がある。それぞれの意味で非過去と過去の対立があり、非過去のスル、シヨ

ル、シトルに対して、過去ではシタ、シヨッタ、シトッタが用いられる。次に、それぞれの形式に

ついて詳しく述べていく。 

 

2.1 スル形式 

スルは、標準日本語と同様に動作や変化をひとまとまりの出来事としてとらえる。主体動作動詞

では、未来における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限界達成

性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、未来における動作の実現をあらわし、

＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、未来における変化の実現を

あらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。ここでは、標準日本語と同じ用例を挙

げている。 
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主体動作動詞 

44. 明日プールで泳ぐ。 

主体動作客体変化動詞 

45. 太郎がケーキを作る。 

主体変化動詞 

46. 木が倒れる。 

 

また、標準日本語と同様に、スルは、現在における反復性をあらわすことができる。 

47. 彼は毎朝 5 時に起きる。 

 

2.2 シタ形式 

シタは、標準日本語と同様に過去の動作や変化をひとまとまりの出来事としてあらわす。主体動

作動詞では、過去における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限

界達成性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、過去における動作の実現をあら

わし、＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、過去における変化の

実現をあらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。ここでも、標準日本語と同じ用

例を挙げている。 

 

主体動作動詞 

48. 昨日プールで泳いだ。 

主体動作客体変化動詞 

49. 太郎がケーキを作った。 

主体変化動詞 

50. 木が倒れた。 

 

2.3 シヨル形式 

シヨルは、動作や変化の進行（進行性）をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞で

は、現在または未来における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では、現在または未

来における＜変化の進行＝継続＞をあらわす。以下、西日本方言の用例は、工藤から引用している。 

 

主体動作動詞 

51. 飛行機が飛びよる。（飛行機が飛んでいる） 
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主体動作客体変化動詞 

52. 子どもが蛇を殺しよる。（子どもが蛇を殺している） 

主体変化動詞 

53. 蛇が死による。（蛇が死につつある） 

 

また、派生的な意味として、シヨルは、現在における反復性をあらわすことができる。 

主体動作動詞 

54. この頃は毎日、歩きよる。（この頃は毎日歩く） 

主体変化動詞 

55. この頃交通事故で人がよう死による。（この頃交通事故で人がよく死ぬ） 

 

2.4 シヨッタ形式 

シヨッタは、過去における動作や変化の進行（進行性）をあらわす。主体動作動詞及び主体動作

客体変化動詞では、過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では、過去にお

ける＜変化の進行＝継続＞をあらわす。 

 

主体動作動詞 

56. 雨が降りよった。（雨が降っていた） 

主体動作客体変化動詞 

57. 子どもが金魚を殺しよった。（子どもが金魚を殺していた） 

主体変化動詞 

58. 金魚が死によった。（金魚が死につつあった） 

 

 また、工藤（2001:149）によれば、シヨッタは＜非実現・未遂＞、つまり「動作開始あるいは変

化完成の直前までいったが成立しなかったこと」をあらわし、ここでは「＜過去＞というよりも＜

話し手による不成立の確認＞というムード的な意味が前面化する」。 

 

主体動作動詞 

59. 私、もうちょっとで、人のお酒飲みよったぜ。（私はもうちょっとで人のお酒を飲むところだっ

た） 

主体変化動詞 

60. ［車が急ブレーキをかけて止まったのを確認した状況］あぶなや。あの子、車道に飛び出して

死によった。（あぶない。あの子、車道に飛び出して死ぬところだった） 
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2.5 シトル形式 

シトルは、現在または未来における＜変化の結果の継続＞（結果性）をあらわす。主体動作客体

変化動詞では、主体の動作が客体にもたらす変化の結果の継続（＝客体結果）をあらわし、主体変

化動詞では、主体の変化の結果の継続（＝主体結果）をあらわす。シヨルが＜終了限界達成前の段

階＞をあらわすのに対し、シトルは＜終了限界達成後の段階＞をあらわす。 

 

主体動作客体変化動詞 

61. 子どもがおもちゃ、出しとる。（子どもがおもちゃを出して、おもちゃが出してある） 

主体変化動詞 

62. お客さんが来とる。（お客さんが来ている） 

  

また、変化の概念を含まない主体動作動詞の場合は、シトルは＜形跡の残存性＞をあらわす。主

体動作客体変化動詞と主体変化動詞でもこの意味をあらわすことができる。痕跡に基づいて、話し

手が以前の出来事を推論する場合に用いられる。 

 

主体動作動詞 

63. ［足跡や靴の汚れを見て］子どもが畑の中、歩いとる。（子どもが畑の中を歩いたことを推論し

ている） 

主体動作客体変化動詞 

64. ［窓の汚れを見て］子どもが汚い手で窓、開けとる。（子どもが汚い手で窓を開けたことを推論

している） 

主体変化動詞 

65. ［荷物や靴跡を見て］留守の間に、誰か来とる。（留守の間に、誰かが来たことを推論している） 

 

そして、派生的な意味として、シトルは、基準時点においてそれ以前の動作や変化の効力が残っ

ていること、つまり、パーフェクト性をあらわす。 

 

主体動作動詞 

66. 私、この本なら、中学の時、読んどる。教えてあげる。（私、この本なら、中学の時、読んでい

る。教えてあげる） 

主体動作客体変化動詞 

67. あの人は 5 年前に金を盗んどる。そんで誰っちゃ信用せん。（あの人は 5 年前に金を盗んでい

る。それで誰も信用しない） 
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主体変化動詞 

68. あの子のお父さんは去年死んどる。そんで進学できん。（あの子のお父さんは去年死んでいる。

それで進学できない） 

 

工藤（2001:133）によれば、方言によって、文法変化が起こり、シトルが＜動作進行＞をあらわ

し、シヨルとの競合が起こる場合がある。また、＜個別具体的な動作進行＞をあらわすことと連動

して、反復性をあらわすこともある。 

 

＜動作進行＞ 

主体動作動詞 

69. ［子どもが畑の中を歩いている最中なのを見て］子どもが畑の中を歩いとる。（子どもが畑の中

を歩いている） 

主体動作客体変化動詞 

70. ［お母さんが窓を開けている最中を見て］お母さんが窓を開けとる。（お母さんが窓を開けてい

る） 

 

＜反復性＞ 

主体動作動詞 

71. この頃は、毎日、歩いとる。（この頃は、毎日、歩いている） 

主体変化動詞 

72. この頃交通事故で人がよう死んどる。（この頃交通事故で人がよく死ぬ） 

 

2.6 シトッタ形式 

シトッタは、過去における＜変化の結果の継続＞（結果性）をあらわす。主体動作客体変化動詞

では、主体の動作が客体にもたらす変化の結果の継続（＝客体結果）をあらわし、主体変化動詞で

は、主体の変化の結果の継続（＝主体結果）をあらわす。シヨッタが＜終了限界達成前の段階＞を

あらわすのに対し、シトッタは＜終了限界達成後の段階＞をあらわす。 

 

主体動作客体変化動詞 

73. 子どもがおもちゃ、出しとった。（子どもがおもちゃを出して、おもちゃが出してあった） 

主体変化動詞 

74. お客さんが来とった。（お客さんが来ていた） 
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また、すべての動詞のタイプにおいて、基準時よりも前に実現された動作や変化の効力が残って

いたこと、つまり、過去におけるパーフェクト性をあらわすことができる。主体動作動詞の場合は、

パーフェクト性をあらわすのと同時に過去における＜形跡の残存性＞をあらわし、痕跡に基づいて、

話し手が以前の出来事を推論する場合に用いられる（76 と 77 は、結果性をあらわしているともい

える）。 

 

主体動作動詞 

75. 教室に入ったら、子供らが、実験道具に触っとった。（子供らが実験道具に触った。その効力・

痕跡が残っていた） 

主体動作客体変化動詞 

76. 昨日の夜帰ってみたら、子供らがごはん作っとった。（子供らがごはんを作った。その効力が残

っていた） 

主体変化動詞 

77. 停留所に行ったら、バスが着いとった。（バスが着いた。その効力が残っていた） 

 

また、非過去のシトルでも見られるように、シトッタは過去の＜動作進行＞、また反復性をあら

わす用法が派生し、シヨッタとの競合が起こる。 

 

＜動作進行＞ 

主体動作動詞 

78. 子どもが畑の中を歩いとった。（子どもが畑の中を歩いていた） 

主体動作客体変化動詞 

79. お母さんが窓を開けとった。（お母さんが窓を開けていた） 

 

＜反復性＞ 

主体動作動詞 

80. あの頃は、毎日、歩いとった。（あの頃は、毎日、歩いていた） 

主体変化動詞 

81. あの頃交通事故で人がよう死んどった。（あの頃交通事故で人がよく死んだ） 

 

次の表 7 は、西日本方言の ATM 体系を構成する形式とその基本的な意味及び派生的な意味をま

とめたものである。 
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表 7．西日本方言の ATM 体系（※で示しているものは、一般的ではない） 

形式 意味 

スル 非過去・完成性、非過去・反復性 

シタ 過去・完成性、過去・反復性 

シヨル 非過去・進行性、非過去・反復性 

シヨッタ 過去・進行性、過去・反復性、非実現・未遂 

シトル 非過去・結果性、非過去・パーフェクト性 

※非過去・進行性、非過去・反復性  

シトッタ 過去・結果性、過去・パーフェクト性、 

※過去・進行性、過去・反復性 

 

第三節：琉球クレオロイドの ATM 体系 

本節では、高江洲 2004、工藤 2004 に基づいて琉球クレオロイドのアスペクト・テンス・ムード

体系について述べる。 

琉球クレオロイドでは、非過去・完成性はスルの形であらわされ、その過去形としてシタとシヨ

ッタの 2 つの形式がある。継続性は標準日本語と同様にシテイルが用いられるが、結果性をあらわ

すシテアルの形がある。それぞれの形式に非過去と過去の対立があり、琉球クレオロイドの ATM

体系は、非過去のスル、シヨル、シテイル、シテアルと過去のシタ、シヨッタ、シテイタ、シテア

ッタという 8 つの形式によって構成される。琉球クレオロイドの特徴的な形式は、琉球語の影響か

ら派生している。次に、それぞれの形式について述べていく。 

 

3.1 スル形式 

スルは、標準日本語と同様に未来の動作や変化をひとまとまりの出来事としてあらわす。主体動

作動詞では、未来における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限

界達成性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、未来における動作の実現をあら

わし、＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、未来における変化の

実現をあらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。以下、琉球クレオロイドの用例

は、高江洲から引用している。 

 

主体動作動詞 

82. うちは明日那覇まで歩く。 

主体動作客体変化動詞 

83. 母ちゃんは夕飯後、スイカ切る。 
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主体変化動詞 

84. おじーは、明日は畑に行くよ。 

 

また、標準日本語と同様にスルは、現在における反復性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

85. 父ちゃんはいつもここに座る。 

主体動作客体変化動詞 

86. 夏休みなってからあんたは毎日スイカ切るね。 

主体変化動詞 

87. おじーは毎日畑に行く。 

 

3.2 シタ形式 

シタは、標準日本語と同様に過去の動作や変化をひとまとまりの出来事としてあらわす。主体動

作動詞では、過去における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限

界達成性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、過去における動作の実現をあら

わし、＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、過去における変化の

実現をあらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。 

 

主体動作動詞 

88. 父ちゃんは昨日酒飲んだ。 

主体動作客体変化動詞 

89. うちはさっき指切った。 

主体変化動詞 

90. うちは昨日畑に行った。 

 

また、標準日本語と同様に、シタは、反復性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

91. うちはあの頃毎朝歩いた。 

主体動作客体変化動詞 

92. 太郎はいつも六時に窓開けた。 
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主体変化動詞 

93. あの頃、この店は毎朝九時に開いた。 

 

3.3 シヨル形式 

高江洲（2004:319）が指摘するように、シヨルは、琉球語に意味的に対応する形式がなく、後述

するシヨッタから発達しており、シヨッタと同様に、話し手の直接的な知覚を明示する形式である。 

高江洲（2004:317）は、琉球クレオロイドの「シヨル/シヨッタはアスペクト的な意味の対立を積

極的にあらわさず、＜話し手が直接目撃（知覚）した＞ことを明示する認識的なムードをあらわす

形になっている」と述べている。しかし、話し手の目の前に進行している出来事をあらわすという

意味では、シヨルは、アスペクト的な意味も積極的にあらしているといえる。シヨルは、主体動作

動詞、主体動作客体変化動詞では、＜動作開始直前＞または＜動作過程の進行＞をあらわし、主体

変化動詞では、現在知覚している＜変化過程の進行＞または＜達成直前＞をあらわす。 

 

主体動作動詞  

94. 赤ちゃんが歩きよる。（赤ちゃんが歩いている）（話し手の直接確認） 

主体動作客体変化動詞 

95. 母ちゃんが今台所でスイカ切りよる。（母ちゃんが今台所でスイカを切っている）（話し手の直

接確認） 

主体変化動詞 
96. おじーが畑に行きよる。（祖父が畑に行きつつある）（話し手の直接確認） 

 
ただし、高江洲（2004:319）が指摘するように、琉球クレオロイドのシヨルは、「世代によって

まったく使用しない場合もあり、あらわれ方にゆれが見られる」。 

 

3.4 シヨッタ形式 

琉球クレオロイドのシヨッタは、琉球語のシオッタ相当形式の影響によって派生している。ま

ず、シヨッタは、話し手がある出来事を直接確認32したことをあらわす場合に用いられる。工藤

（2004:38）は、「ウチナーヤマトゥグチのシヨッタ形式は、＜話し手の知覚による直接確認＞を

表す、主体的な認識的ムードであると考えることができよう。話し手が伝える情報のソースを明

示する形式であるという点で、一般言語学でいうところの evidentiality（エヴィデンシャリティ

ー、証拠性）を明示する形式であると言ってもよいであろう」と述べている。 

                                                   

32 直接確認は、視覚、聴覚、味覚、触覚といった話し手の知覚による直接的な出来事の認識のし方である。 
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これに対して、話し手がある出来事を直接確認したかどうか問題とされない場合、シタが用い

られる。話し手が直接確認したことをあらわすことから、シヨッタを用いる場合、主語は必ず一

人称以外のものでなければならない。 

 

主体動作動詞 

97. 次郎は昨日太鼓たたきよった。（次郎は昨日太鼓をたたいた）（話し手の直接確認） 

主体動作客体変化動詞 

98. 隣のおうちはゆーばんにさんま焼きよった。（隣の家は夕食にさんまを焼いた）（話し手の直接

確認） 

主体変化動詞 

99. 風が吹いてロウソクが消えよった。（風が吹いてロウソクが消えた）（話し手の直接確認） 

 

また、シヨッタは、過去における反復性をあらわすことができる。この場合は、人称の制限がな

くなる。 

 

主体動作動詞 

100. 俺は若い頃毎晩酒飲みよった。（俺は若い頃毎晩酒を飲んでいた） 

主体動作客体変化動詞 

101. 母ちゃんはあの頃毎日スイカ切りよった。（母ちゃんはあの頃毎日スイカを切っていた） 

主体変化動詞 

102. あの頃この店は毎朝九時に開きよった。（あの頃この店は毎朝九時に開いた） 

 

 また、西日本方言と同様に、シヨッタは＜非実現・未遂＞をあらわす。高江洲（2004:321）が指

摘するように、「多くは副詞「やがて」とむすびついて「もう少しで～するところだった」という意

味をあらわす。」 

 

主体動作動詞 

103. 俺はやがて酒飲みよった。（俺はもう少しで酒を飲むところだった） 

主体動作客体変化動詞 

104. やがて指切りよった。（もう少しで指を切るところだった） 

主体変化動詞 

105. 金魚がやがて死によった。（金魚がもう少しで死ぬところだった） 
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3.5 シテイル形式 

シテイルは、継続過程にある現在または未来の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客

体変化動詞では、現在または未来における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では現

在または未来における＜変化結果の継続＞をあらわす。高江洲の用例において、シテイルはその音

韻変化した形であるシテルであらわれている。 

 

主体動作動詞 

106. 朝から雨が降ってる。 

主体動作客体変化動詞 

107. うちは今スイカ切ってる。 

主体変化動詞 

108. 金魚が死んでる。 

 

 また、標準日本語と同様に、シテイルは、反復性及びパーフェクト性をあらわすことができる。 

 

＜反復性＞ 

主体動作動詞 

109. 最近毎日雨が降ってる。 

主体動作客体変化動詞 

110. 朝は毎日太郎が窓開けてる。 

主体変化動詞 

111. 最近は交通事故で毎日人が死んでる。 

 

＜パーフェクト性＞ 

主体動作動詞 

112. うちは昨日 5 キロも歩いてる。 

主体動作客体変化動詞 

113. 母ちゃんはもうたんすに冬物の洋服しまってる。 

主体変化動詞 

114. あの人の奥さんは 5 年前に死んでる。 

 

3.6 シテイタ形式 

シテイタは、継続過程にある過去の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞
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では、過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では、過去における＜変化結

果の継続＞をあらわす。高江洲の用例において、シテイタはその音韻変化した形であるシテタであ

らわれている。 

 

主体動作動詞 

115. 太郎は一時間泣いてた。 

主体動作客体変化動詞 

116. さっき誰かが窓開けてた。 

主体変化動詞 

117. 朝は電気が消えてた。 

 

また、標準日本語と同様に、シテイタは、過去における反復性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

118. うちはあの頃毎朝妹と歩いてた。 

主体動作客体変化動詞 

119. おばさんはいつも天ぷら作ってた。 

主体変化動詞 

120. うちはおばーの家に毎日行ってた。 

 

3.7 シテアル形式 

シテアルは、現在または未来における結果性をあらわす。主体動作客体変化動詞では、主体の動

作が客体にもたらす変化の結果の継続、つまり＜客体結果＞をあらわす。 

標準日本語では、主体動作客体変化動詞で＜客体結果＞をあらわす場合、その客体を主語にして

ガ格であらわし、動詞をシテアル形にする。また、はたらきかけた主体は問題にされないのが普通

である（お母さんが洗濯物を干した→洗濯物が干してある）。一方、琉球クレオロイドでは、121

のように、動作主体を主語として明示することができる。 

また、シテアルは、客体結果をあらわしているだけではなく、工藤（2004:39）が指摘してい

るように「シテアル形式は、客体結果・痕跡という客観的証拠の知覚に基づく、以前の動作・変

化の間接確認を表す認識的ムード（inferential evidentiality）である」。＜間接確認＞は、出来

事を知覚していないが、出来事が成立した後続時にその痕跡を確認したことをあらわし、話し手

の＜推論＞が絡んでくる。つまり、痕跡に基づいて先行時の動作の主体を推論する場合にこの形

が用いられる。この用法は、後述する琉球語のシテアル相当形式の影響によるものである。なお、
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高江洲は、シテアルの音韻的に変容した形であるシタールで用例を挙げているが、高江洲の用例

を借りてここではシテアルで用例を挙げる。 

 

主体動作客体変化動詞 

121. 弟がテレビ壊してある。（テレビが壊れている。それを見て、壊した主体を弟だと推論している） 

  

また、主体動作動詞と主体変化動詞でも、痕跡に基づいて先行時の動作や変化を推論する場合に

この形が用いられる。先行時の動作や変化をあらわす意味では、パーフェクト性があらわされてい

るが、推論が働かないパーフェクト性をあらわす場合、前述したシテイルが用いられる。 

 

主体動作動詞 

122. 夜中に雨が降ってある。（地面が濡れていることを証拠として、雨が降ったと推論している） 

主体変化動詞 

123. 猫はここで死んである。（血痕を証拠として、猫がここで死んだと推論している） 

 

3.8 シテアッタ形式 

シテアッタは、過去における結果性をあらわす。主体動作客体変化動詞では、過去における主

体の動作が客体にもたらした変化の結果の継続、つまり過去において＜客体結果＞が存在してい

たことをあらわす。また、その＜客体結果＞を基に話し手が動作主体を推論したこと、つまり＜

間接確認＞及び話し手の＜推論＞をあらわす。主体動作動詞と主体変化動詞では、過去において

＜痕跡＞が存在し、その＜痕跡＞を基に動作や変化とその主体を推論したこと、つまり、同じく

＜間接確認＞及び＜推論＞をあらわす。 

 

主体動作客体変化動詞 

124. 太郎が窓開けてあった。（窓が開けてあったのを見て、動作主体が太郎だと推論した） 

主体動作動詞 

125. 雨が降ってあった。（地面が濡れていたことから、雨が降ったと推論した） 

主体変化動詞 

126. おじーは畑に行ってあった。（農具がなかったことから、おじいさんが畑に行ったと推論した） 

 

また、高江洲では述べられてはいないが、シテアッタ相当形式は、過去に置かれた基準時点にお

いて、それ以前の動作や変化の効力が残っていたこと、つまり、過去におけるパーフェクト性をあ

らわすことができる。用例は、沖縄在住の琉球クレオロイド母語話者のインフォーマントから得ら
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れたものである。 

 

主体動作動詞 

127. そこは、別の先生が教えてあった。だから、私は教えなかった。（そこは、別の先生が教えてい

た。だから、私は教えなかった） 

主体動作客体変化動詞 

128. お母さんは、もうご飯を作ってあった。（お母さんはもうご飯を作っていた） 

主体変化動詞 

129. 役場にお父さんが行ってあった。だから、私は行かなかった。（役場にお父さんが行っていた。

だから、私は行かなかった。） 

 

次の表 8 は、琉球クレオロイドの ATM 体系を構成する形式とその基本的な意味及び派生的な意

味をまとめたものである。なお、「目撃中立過去」、「目撃明示過去」と示しているものは工藤（2008）

の定義に従っており、目撃中立過去は出来事を目撃した場合もしなかった場合も使えるが、目撃明

示過去は出来事を目撃した場合にしか使えないという意味をあらわしている。 

 

表 8．琉球クレオロイドの ATM 体系 

形式 意味 

スル 非過去・完成性、非過去・反復性 

シタ 過去・完成性（目撃中立過去）、過去・反復性 

シヨル 非過去・進行性（直接確認） 

シヨッタ 過去・完成性（目撃明示過去）、過去・反復性、非実現・未遂  

シテイル 非過去・継続性、非過去・パーフェクト性、非過去・反復性  

シテイタ 過去・継続性、過去・反復性 

シテアル 非過去・結果性（客体結果）（間接確認＋推論）、 

非過去・パーフェクト性（間接確認＋推論） 

シテアッタ 過去・結果性（客体結果）（間接確認＋推論）、過去・パーフェクト性 

 

第四節：琉球語の ATM 体系 

本節では、琉球語のアスペクト・テンス・ムード体系について述べる。琉球語の ATM は、方言

によって形式とその用法が異なっており、かりまた（2004）の具志川安慶名方言、島袋他（2009）

の今帰仁謝名方言、工藤他（2007）の首里方言などの研究がなされている。本論では、特にこの 3

つの先行研究に基づいて記述を行なう。なお、用例は先行研究から引用している。 

本論では、工藤に従って、琉球語の形式をシオル相当形式、シタ相当形式、シテオル相当形式、
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シテオッタ相当形式、シオッタ相当形式、シテアル相当形式、シテアッテアル相当形式、シテオッ

テアル相当形式、シオッテアル相当形式、シテアッタ相当形式と呼ぶことにする。次にそれぞれの

形式の意味について述べていく。 

 

4.1 シオル相当形式 

シオル相当形式は、形式的に西日本方言のシヨルに対応するが、琉球語にはスル相当形式がない

ため、この形は、意味的に標準日本語のスルに似ている。シオル相当形式は、主体動作動詞では、

未来における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞をあらわす場合と＜開始限界達成性＞を

あらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、未来における動作の実現をあらわし、＜ひと

まとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化動詞では、未来における変化の実現をあらわ

し、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。 

未来の動作や変化は、話の瞬間に直接確認することができないポテンシャルなものであり、実現

が確実な出来事である。また、一人称で未来の動作をあらわす場合には、話し手の意志が同時に表

明される場合がある。更に、シオル相当形式は、132 のように、動作や変化が開始直前にあること

をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

130. わんねー てぃんぷら かむん。（私は天ぷらを食べる） 

主体動作客体変化動詞 

131. あとぅから わーが かたじきーさ。うちょーけー。（後で俺が片付けるよ。置いておけ） 

主体変化動詞 

132. あみぬ ふいんどー。ふちぇーる ちん へーく いりれー。（雨が降るぞ。干してある着物

を早く入れろ） 

 

また、シオル相当形式は、未来における反復性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

133. いきがぬうやー めーにち さき ぬむん。（お父さんは毎日酒を飲む） 

主体動作客体変化動詞 

134. わんねー めーにち たむん わいん。（私は毎日薪を割る） 

主体変化動詞 

135. とぅないぬ ぎんこーや くじに あちゅん。（隣の銀行は 9 時に開く） 
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また、動作や変化の進行は基本的に後述するシテオル相当形式によってあらわされるが、シオル

相当形式もこの意味をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

136. ［今何をしているのかと聞かれて］ さんるーとぅ さき ぬむん。（三郎と酒を飲んでいる） 

主体動作客体変化動詞 

137. たるーが はしる あきーん。（太郎が雨戸を開けている） 

主体変化動詞 

138. わんねー なま ゆーず しが いちゅん。（私は今用事しに行きつつある） 

 

4.2 シタ相当形式 

シタ相当形式は、過去のある時点において実現されたアクチュアルな動作や変化をひとまとまり

の出来事としてあらわす。主体動作動詞では、過去における動作の実現をあらわし、＜ひとまとま

り性＞をあらわす場合と＜開始限界達成性＞をあらわす場合とがある。主体動作客体変化動詞では、

過去における動作の実現をあらわし、＜ひとまとまり性＞＝＜終了限界達成性＞である。主体変化

動詞では、過去における変化の実現をあらわし、＜終了限界達成性＞＝＜変化の達成性＞である。 

この形式は、後述するシオッタ相当形式（目撃明示過去）と対立して、直接的な知覚の有無を問

わず（目撃中立過去）、一人称でも使用される。 

 

主体動作動詞 

139. わんねー ちぬー てぃんぷら かだん。（私は昨日天ぷらを食べた） 

主体動作客体変化動詞 

140. たるーが はしる あきたん。（太郎が雨戸を開けた） 

主体変化動詞 

141. ちぬー わったー まやーぐゎーや しじゃん。（昨日、私たちの猫は死んだ） 

 

また、過去における反復性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

142. いきがぬうやー わかさる じぶのー さき ぬだん。（お父さんは若い頃は酒を飲んだ） 

主体動作客体変化動詞 

143. めーや やーぬ はしろー ちゃー わーが あきたん。（前は、家の雨戸はいつも私が開け

た） 
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そして、過去のある時点において実現された出来事が話の瞬間である現在においても引き続き関

わり、その効力が残っていること、つまり、現在におけるパーフェクト性をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

144. ［もうご飯を食べたのかと聞かれて］いー、なー かだん。（うん、もう食べた） 

主体動作客体変化動詞 

145. ［もう薪は割ったのかと聞かれて］いー、なー たむのー わたん。（うん、もう薪は割った） 

主体変化動詞 

146. ［もう役所に行ったのかと聞かれて］いー、なー んじゃんどー。（うん、もう行ったよ） 

 

4.3 シテオル相当形式 

シテオル相当形式は、継続過程にある現在または未来の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主

体動作客体変化動詞では、現在または未来における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動

詞では、現在または未来における＜変化結果の継続＞をあらわす。いずれもアクチュアルな出来事

をあらわしている。形式的には、西日本方言のシトルに相当するが、意味的には、標準日本語のシ

テイルに相当する。 

 

主体動作動詞 

147. わんねー なま てぃんぷら かどーん。（私は今天ぷらを食べている） 

主体動作客体変化動詞 

148. たるーが はしる あきとーん。（太郎が雨戸を開けている） 

主体変化動詞 

149. たかばしるぬ あちょーん。（高窓が開いている） 

 

また、現在における反復性をあらわすことができる。この意味では、シオル相当形式と競合する。 

 

主体動作動詞 

150. いきがぬうやー めーにち さき ぬどーん。（お父さんは毎日酒を飲んでいる） 

主体動作客体変化動詞 

151. わんねー めーにち たむん わとーん。（私は毎日薪を割っている） 

主体変化動詞 

152. わったー じなんや とぅかめーに ぴさー うってぃ めーにち びょーいんかい いじゅ

ん。（うちの次男は、十日前に足を折って毎日病院に行っている） 
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そして、シタ相当形式と同様に過去のある時点において実現された出来事が話の瞬間である現在

においても引き続き関わり、その効力が残っていること、つまり、現在におけるパーフェクト性を

あらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

153. ［もうご飯を食べたのかと聞かれて］あー、なー かどーん。（うん、もう食べている） 

 

4.4 シテオッタ相当形式 

シテオッタ相当形式は、継続過程にある過去の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客

体変化動詞では過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では過去における＜

変化結果の継続＞をあらわす。いずれもアクチュアルな出来事をあらわしている。形式的には、西

日本方言のシトッタに相当するが、意味的には、標準日本語のシテイタに相当する。 

 

主体動作動詞 

154. さんるーや てぃんぷら かどーたん。（太郎は天ぷらを食べていた） 

主体動作客体変化動詞 

155. はしろー たるーが あきとーたん。（雨戸は太郎が開けていた） 

主体変化動詞 

156. わったー まやーぐゎーや あまんじ しじょーたん。（私たちの猫はあそこで死んでいた） 

 

また、過去における反復性をあらわすことができる。この意味では、シタ相当形式と競合する。 

 

主体動作動詞 

157. いきがぬうやー わかさる じぶのー さき ぬどーたん。（お父さんは若い頃は酒を飲んで

いた） 

主体変化動詞 

158. わったー じなのー ひさ うーやーに せんしゅー めーなち びょーいんかい んじょー

たん。（うちの次男は足を折って先週毎日病院に行っていた） 

 

4.5 シオッタ相当形式 

シオッタ相当形式は、形式上、シオル相当形式の過去形である。しかし、これは単なる過去の出

来事をあらわすものではなく、話し手が直接確認した過去の出来事をあらわす（目撃明示過去）。こ

れに対して、話し手がある出来事を直接確認したかどうか問題とされない場合、シタ相当形式が用
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いられる（目撃中立過去）。話し手が直接確認したことをあらわすことから、シオッタ相当形式を用

いる場合、主語は必ず一人称以外のものでなければならない。 

 

主体動作動詞 

159. いきがぬうやー ちぬー さき ぬむたん。（お父さんは昨日酒を飲んだ）（話し手の直接確

認） 

主体動作客体変化動詞 

160. ゆーび ゆなかに たるーが はしる あきーたん。（夕べ夜中に太郎が雨戸を開けた）（話

し手の直接確認） 

主体変化動詞 

161. まやーぐゎーや くまんじ くるまんかい はにらってぃ しぬたん。（猫はここで車にはね

られて死んだ）（話し手の直接確認） 

 

また、シオッタ相当形式は、過去における反復性をあらわすことができる。この場合は、人称制

限がなくなる。 

 

主体動作動詞 

162. いきがぬうやー めーにち さき ぬむたん。（お父さんは毎日酒を飲んだ） 

163. わんねー めーにち さき ぬむたん。（私は毎日酒を飲んだ） 

主体動作客体変化動詞 

164. うざさーや わらびぬ すんねーし ぐー うちゅたん。（叔父は、子どもがするように碁を

打った） 

 

そして、実現の直前まで行ったが実現しなかったこと、つまり＜非実現・未遂＞をあらわすこと

ができる。この場合も人称制限がなくなる。 

 

主体動作動詞 

165. やがてぃ ぬむたん。（もう少しで飲むところだった） 

主体動作客体変化動詞 

166. いったー わらばー、やがてぃ てぃー ちーたん。（お宅の子は、もう少しで手を切ること

ろだった） 

主体変化動詞 

167. いゃーが かちみらんれー、わんねー うてぃーたん。（おまえがつかまえなければ、俺は落
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ちるところだった） 

 

4.7 シテアル相当形式 

シテアル相当形式は、現在または未来における結果性をあらわす。主体動作客体変化動詞では、

主体の動作が客体にもたらす変化の結果の継続、つまり＜客体結果＞をあらわす。客体が主語とし

てあらわれる標準日本語のシテアルと違って、琉球語のこの形式を用いる場合は、動作主体が主語

の位置にあらわれ、客体は目的語の位置にあらわれる。 

＜客体結果＞をあらわす場合には、人称制限はないが、＜客体結果＞と同時にその＜客体結果＞

（痕跡）に基づく動作主体の推論、つまり＜間接確認＋推論＞をあらわす場合（170）は、主語は

一人称以外のものでなければならない。 

 

主体動作客体変化動詞 

168. いなぐぬうやー くゎんとぅうい ちっちぇーん。（お母さんはスイカを切った。スイカが切っ

てある）（客体結果） 

169. かじ いりーるたみに、あまぬ はしろー わーが あきてーん。（風を入れるためにあの雨戸

は私が開けた。雨戸が開けてある）（客体結果） 

170. [木の葉が部屋に入っているのを見て]たーがなが また はしる あきてーん。（誰かがまた雨

戸を開けた。雨戸が開けてある）（客体結果）（間接確認＋推論） 

 

主体動作動詞及び主体変化動詞でも、シテアル相当形式は、＜間接確認＋推論＞をあらわすこと

ができる。動作や変化の間接的な結果である＜痕跡＞に基づいて以前の出来事とその主体を推論す

る場合に用いられる。推論しているため、この場合も一人称を主語にとることができない。 

 

主体動作動詞 

171. ［部屋が酒臭いのを感じて］ゆーび くまんじ さき ぬでーん。（夕べここで酒を飲んだと

推論している） 

主体変化動詞 

172. ［現在高窓は閉まっているが、その下が濡れているのを見て］たかばしるぬ あちぇーん。（高

窓が開いたと推論している） 

 

 また、シテアル相当形式は、以前の動作や変化の効力が話の瞬間においても引き続き関わり残っ

ていること、つまりパーフェクト性をあらわす。この場合は、シタ相当形式、シテオル相当形式に

言い換えることができる。 
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主体動作動詞 

173. ［昼ご飯を食べたのかと聞かれて］あー、なー かでーん。（うん、もう食べた） 

主体動作客体変化動詞 

174. うぬ おーぱや きっさ わーが あらてーんどー。しかーてぃん しみんどー。（その野菜

は、さっき私が洗ったよ。使ってもいいよ） 

主体変化動詞 

175. さちゅーし みーぶしぇーたしが、なー さちぇん。（咲くところを見たかったが、もう咲い

た） 

 

また、シテアル相当形式は、話し手にとって予想外の出来事の確認、つまり意外性をあらわす。

工藤によれば、＜意外な動作進行＞をあらわす場合にもこの形が用いられるが、かりまたや島袋で

は、＜意外な動作進行＞をあらわす用例は見られない。かりまたや島袋でシテアル相当形式が意外

性をあらわしている用例は、話の瞬間におけるそれ以前に実現された意外な出来事の間接確認、つ

まり、同時にパーフェクト性をあらわしている。 

 

＜意外な動作進行＞ 

主体動作動詞 

176. ［発話現場で太郎が酒を飲んでいるのを見て］たるーや ちゅーや ぬまんでぃ いーたるむ

ん ぬでーさやー。（太郎は今日は飲まないと言ったのに飲んでいるんだ！） 

主体動作客体変化動詞 

177. ［子どもなので無理だと思っていた孫が木を切る現場を見て］っあい！っやーがる ちっちぇ

ーさやー！（あれ！おまえが切っているんだ！） 

 

＜意外な出来事の間接確認＞ 

主体動作動詞 

178. ［朝起きて咲いている花を見て］ゆーび さちぇんやー。（昨夜咲いたんだね！） 

主体動作客体変化動詞 

179. ［思わぬところでおじいさんのタオルを見つけて］あい、ぷっぷーが てぬぐい うとぅちぇ

ん。（あれ、祖父がタオルを落としたんだ！） 

主体変化動詞 

180. ［弱って死にかけていた金魚が死んでいるのを見て］きんぎょーぬ しじぇん。（金魚が死ん

だんだ！） 

派生的な用法として、シテアル相当形式は、＜非実現・未遂＞をあらわすことができる。この場
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合は、シオッタ相当形式に言い換えることができる。なお、先行研究では、主体動作動詞の用例し

か挙げられていない。 

 

主体動作動詞 

181. ［お酒を飲みそうになったが、直前でとりやめた場面で］やがてぃ ぬむてーん。（もう少し

で飲むところだった） 

 

また、派生的な用法として、シテアル相当形式は、事実に反することを話し手が想定して述べる

こと、つまり＜反実仮想＞をあらわすことができる。この場合もシオッタ相当形式に言い換えるこ

とができる。 

 

主体動作動詞 

182. じんぬ あれー、わん やてぃん パソコン こーてーん。（お金があれば、私だってパソコ

ンを買っている） 

主体動作客体変化動詞 

183. やーが いらんれー、うぬ さいほー ふかんかい うちぇーん。（おまえが言わなければ、

その財布は外に置いていた） 

主体変化動詞 

184. ひこーきぬ とぅどーれー ひこーきから んじぇーん。（飛行機が飛んでいれば、飛行機で

行っている） 

 

シテアル相当形式の「アル」に相当する部分（助動詞）が、シオル相当形式、シテオル相当形式、

シテアル相当形式の連用形と共に、次に述べるシオッテアル相当形式、シテオッテアル相当形式、

シテアッテアル相当形式を形成し、その中には意外性をあらわす用法がある。 

 

4.8 シオッテアル相当形式 

シオッテアル相当形式は、シオル相当形式の連用形であるシオッテに「アル」が融合してできた

形であり、＜意外な能力・性質の発見＞をあらわす。意外性をあらわしているため、終助詞「さや

ー」が付加される。 

 

主体動作動詞  

185. たるーや さき ぬまんでぃ うむたしが、どぅしぬちゃーとぅ やれー ぬむてーさやー。

（太郎は酒を飲まないと思ったが、友だちとなら飲むんだね！） 
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主体動作客体変化動詞 

186. ［家事をしないと思っていた人に対して］っやーがん あきてーさやー。（おまえも開けるん

だね！） 

主体変化動詞 

187. やんでぃやーに あかんでぃ いーたるむん、くぬ まーこー あちゅてーさやー。（壊れて

開かないと言っていたのに、この幕は開くんだね！） 

 

4.9 シテオッテアル相当形式 

シテオッテアル相当形式は、シテオル相当形式の連用形であるシテオッテに「アル」が融合して

できた形であり、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では、意外な動作進行の直接確認、主体

変化動詞では、意外な主体の変化結果の直接確認をあらわす。この意味でも、終助詞「さやー」が

付加され、シテアル相当形式＋「さやー」に言い換えても良い。 

 

主体動作動詞 

188. ［飲まずに待っていると思ったのに飲み始めているのを見て］あい。なー ぬどーてーさやー。

（あれ！もう飲んでいるんだね！） 

主体動作客体変化動詞 

189. たるーがやーんでぃ うむれー じるーが あきとーてーさやー。（太郎だと思ったのに次郎

が開けているんだね！） 

主体変化動詞 

190. あい！くぬ はこー あちょーてーさやー。（あれ！この箱は開いているんだね！） 

 

4.10 シテアッテアル相当形式 

シテアッテアル相当形式は、シテアル相当形式の連用形であるシテアッテに「アル」が融合して

できた形であり、＜意外なことの間接確認＞をあらわす。主体動作動詞では、意外な過去の動作の

間接確認、主体動作客体変化動詞では、意外な客体結果、または意外な客体結果の間接確認による

過去の動作の推論をあらわす。また、主体変化動詞では、意外な過去の変化の結果の間接確認をあ

らわす。意外性をあらわしているため、終助詞「さやー」が付加され、いずれの場合もシテアル相

当形式＋「さやー」に言い換えても良い。 

 

主体動作動詞 

191. ［樋が落ちているのを見て］くねーだぬ あめー そーとー ふてーてーさやー。（この間の

雨は相当降ったと推論している） 
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主体動作客体変化動詞 

192. あい！くゎんとぅうえー たーがなが ちっちぇーてーさやー。（あれ！スイカは誰かが切っ

たんだ！スイカが切ってある）（客体結果） 

193. ししちりぼーちゃーさーに くゎんとぅうい ちっちぇーてーさやー。（スイカが切ってある。

肉を切る包丁でスイカを切ったと推論している）（客体結果）（間接確認＋推論） 

主体変化動詞 

194. ［座布団が温かいのを感じて］あい！たーがなが くまんかい いちぇーてーさやー。（あれ！

誰かがここに座っていたと推論している） 

 

4.11 シテアッタ相当形式 

シテアッタ相当形式は、シテアル相当形式の過去形であり、基本的に過去における結果性をあら

わす。主体動作客体変化動詞では、過去に置かれた基準時点においてそれよりも前に実現された主

体の動作によって客体に持たされた変化がアクチュアルに存在していたこと、つまり＜客体結果＞

をあらわす。客体が主語としてあらわれる標準日本語のシテアルと違って、琉球語のこの形式を用

いる場合は、動作主体が主語の位置にあらわれ、客体は目的語の位置にあらわれる。 

 

主体動作客体変化動詞 

195. ［過去時に雨戸が開いていたのを見たのを思い出して］たるーが はしる あきてーたん。（太

郎が雨戸を開けた。雨戸が開けてあった） 

 

また、主体の動作や変化の間接的な結果である＜痕跡＞が過去に存在していたこと、そして、そ

れに基づいて話し手がそれ以前の出来事を推論したこと、つまり、過去における＜間接確認＋推論

＞をあらわす。この場合は、一人称を主語にとることができない。 

 

主体動作動詞 

196. ［昨日空になったお皿を見たのを思い出して］ちぬーや たるーや かまんでぃ いーたるむ

ん かでーたん。（昨日は、太郎は食べないと言ったのに食べたと推論している） 

主体動作客体変化動詞  

197. ［雨戸は閉まっていたが、縁側が濡れていたのを思い出して］たるーが はしる あきてーた

ん。（雨戸が開けてあった。太郎が雨戸を開けたと推論している） 

 

そして、過去に置かれた基準時点においてそれよりも前に実現された動作や変化の効力が残って

いたこと、つまり、過去におけるパーフェクト性をあらわす。 
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主体動作動詞 

198. うまー びちぬ しんしーが ならーちぇーたん。やくとぅ、ならーさんたん。（そこは別の

先生が教えてあった。だから、（私は）教えなかった） 

主体変化動詞  

199. やくばんかい いちゅる ちむえー やたしが、 なー すーが んじぇーたん。（役場に行

くつもりだったが、もう父が行ってあった） 

 

また、シテアッタ相当形式は、過去における予想外の出来事の確認、つまり、過去における意外

性をあらわす。 

 

主体動作動詞 

200. たるーや わらばーたーとぅ とぅいばーけー っし かでーたん。（太郎は子どもたちと取

り合いをして食べたんだ！） 

主体動作客体変化動詞 

201. わっしてーんでぃ うみーたしが、ぷちゅくるかい いんてーたん。（忘れたと思ったが、ポ

ケットに入れていたんだ！） 

主体変化動詞 

202. くぬひゃーや たんめーが いみせーる とぅくまんかい いちぇーたん。（こいつはおじい

さんがお座りになるところに座っていたんだ！） 

 

 そして、シテアッタ相当形式は＜反実仮想＞をあらわすことができる。 

 

主体動作動詞 

203. ありが やーぬば、わぬや うぬ さきー むる ぬでーたん。（彼が言わなければ、私はそ

の酒を全部飲んでいた） 

主体動作客体変化動詞 

204. あみー ぷらぬば ぱしりじゃ むるー あきてーたん。（雨が降らなければ、戸は全部開け

ていた） 

主体変化動詞 

205. やーが あーさぬば、やすみでぃ わはらぬ がっこーち いじぇーたん。（君が教えなけれ

ば、休日だと知らずに学校に行っていた） 

 

次の表 9 は、琉球語の ATM 体系を構成する形式とその基本的な及び派生的な意味をまとめたも
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のである。 

 

表 9．琉球語の ATM 体系 

形式 意味 

シオル相当形式 非過去・完成性、非過去・反復性、非過去・進行性 

シタ相当形式 過去・完成性、過去・反復性、非過去（現在）・パーフェクト性 

シテオル相当形式 非過去・継続性、非過去・パーフェクト性、非過去・反復性 

シテオッタ相当形式 過去・継続性、過去・パーフェクト性、過去・反復性 

シオッタ相当形式 過去・完成性（目撃明示過去）、過去・反復性、非実現・未遂 

シテアル相当形式 非過去・結果性（客体結果）（間接確認＋推論）、非過去・パーフ

ェクト性、非過去・意外性、非実現・未遂、反実仮想 

シオッテアル相当形式 非過去・意外な能力、性質の発見 

シテオッテアル相当形式 非過去・継続性、意外性 

シテアッテアル相当形式 非過去・意外性（客体結果）（間接確認＋推論） 

シテアッタ相当形式 過去・結果性（客体結果）（間接確認＋推論）、過去・パーフェ

クト性、過去・意外性、反実仮想 

 

第五節：ポルトガル語の ATM 体系 

本節では、ポルトガル語のATM体系について述べる。ポルトガル語のアスペクト研究は、Castilho

（1968）によって開始された。その後、アスペクト研究は進化し、現在に至っては Travaglia（2006）

などの言語学者向けの文献には、比較的精密な分析がなされているが、基本的にその研究成果は一

般的な文法書には反映されていない。大半のポルトガル語の文法書には、アスペクト（Aspecto）

というカテゴリーの記述が見当たらず、時制（Tempo）、ムード（Modo）、動詞迂言表現（perífrases 

verbais）、助動詞（verbos auxiliares）の記述の中で間接的にアスペクト的用法を取り上げること

が一般的である。 

本節では、日本語におけるアスペクト、テンス的概念を用いてポルトガル語の体系について記述

する。特に、工藤（1995）が提示する【基本的なアスペクト・テンス体系】及び【拡大アスペクト・

テンス体系】に挙げられているアスペクト的概念（完成性、継続性、パーフェクト性、反復性）及

びテンス的概念（現在、未来、過去）に従ってポルトガル語の形式を紹介していく。そのためには、

まず、Travaglia（2006）のアスペクト用語を用いて、Aspecto Pontual, Aspecto Durativo, Aspecto 

Cursivo, Aspecto Resultativo, Aspecto Perfectivo, Aspecto Iterativo, Aspecto Habitual のように、

ポルトガル語の Aspecto に名称を与えている。日本語の用語とポルトガル語の用語を対応させると

表 10 のようになる。 
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表 10．日本語とポルトガル語 アスペクト・テンス的用語の対応 

日本語 ポルトガル語 

現在・継続性 Presente・Aspecto Durativo（Aspecto Durativo＋Cursivo／

Aspecto Durativo＋Resultativo） 

現在・パーフェクト性 Presente・Aspecto Perfectivo 

現在・反復性 Presente・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual 

未来・完成性 Futuro・Aspecto Pontual 

未来・継続性 Futuro・Aspecto Durativo（Aspecto Durativo＋Cursivo／

Aspecto Durativo＋Resultativo） 

未来・パーフェクト性 Futuro・Aspecto Perfectivo 

未来・反復性 Futuro・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual 

過去・完成性 Passado・Aspecto Pontual 

過去・継続性 Passado・Aspecto Durativo（Aspecto Durativo＋Cursivo／

Aspecto Durativo＋Resultativo） 

過去・パーフェクト性 Passado・Aspecto Perfectivo 

過去・反復性 Passado・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual 

 

次にこれらのアスペクト・テンス的概念に沿って、日本語と対応しながらポルトガル語の形式に

ついて述べていく。 

 

5.1 現在・継続性（Presente・Aspecto Durativo） 

現在における継続性をあらわす日本語のシテイルに対して、ポルトガル語では、次の A）～C）

の形式がよく用いられる33。  

 

A) 現在形 

B) Estar（現在形）＋現在分詞 

C) Estar（現在形）＋過去分詞 

 

以下、(T)で記した用例は、Travaglia から引用したものであり、その他の用例は、筆者の作例で

ある。 

 

主体動作動詞 

206. O paciente respira bem agora. (T) （患者は今無事に息をしている）-A) 

                                                   
33 以下の A)～HH）の用法に関して、Travaglia を参照されたい。 
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主体動作客体変化動詞 

207. Estamos fazendo um bolo para mamãe. (T)（私たちは、ママのためにケーキを作っている）

-B) 

主体変化動詞 

208. Esta parede está rachando.（この壁はひび割れつつある）-B) 

209. As árvores estão tombadas. （木が倒れている）-C) 

 

日本語において、継続性は＜動作の進行＝継続＞または＜変化結果の継続＞をあらわす。主体動

作動詞及び主体動作客体変化動詞では、シテイルは＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動

詞では、変化後の＜結果の継続＞をあらわす。本論では、前者を Aspecto Durativo＋Cursivo と呼

び、後者を Aspecto Durativo＋Resultativo と呼ぶことにする。Aspecto Durativo＋Cursivo には、

継続性と進行性が複合しており、Aspecto Durativo＋Resultativo には、継続性と結果性が複合し

ている。 

 以上の用例では、206～208 が Aspecto Durativo＋Cursivo をあらわしている。A)の形式は、意

味的に B)の形式と同じであるが、フォーマルな話し言葉、または、書き言葉で用いられやすい。

B)の形式は、207 のように＜動作の進行＝継続＞をあらわしたり、208 のように「変化の進行＝継

続」をあらわしたりすることができる。どちらの意味になるかは、動詞の語彙的な意味による。日

本語のシテイルは、＜変化の進行＝継続＞をあらわすことができず、これは両言語間で大きく異な

る点である。 

209 は、Aspecto Durativo＋Resultativo をあらわしている。ポルトガル語には、日本語における

主体変化動詞などのような動詞の分類がないため、Travaglia はこのことについて述べてはいない

が、C)の形式は、変化後の結果の継続をあらわすため変化の概念を含まない動詞（主体動作動詞）

では用いられにくい。 

 

5.2 現在・パーフェクト性（Presente・Aspecto Perfectivo）  

工藤は、パーフェクトとは、＜ある限定された時点において、それよりも前に実現された運動が

ひきつづき関わり、効力を持っていること＞としている。Travaglia は、“O perfectivo é 

caracterizado por apresentar uma situação como completa”（Perfectivo は、シチュエーションを

完成的にとらえるものである）としており、効力があるかどうかについては問題にしておらず、特

に未来と過去の場合に Aspecto Pontual（完成性）との区別が曖昧になっている（現在は、完成性

がないため特に問題にならない）。混同を防ぐために、本論では、工藤との対応を考え、パーフェク

ト性をあらわすものを Aspecto Perfectivo と呼び、完成性をあらわすものを Aspecto Pontual と呼

ぶことにする。 
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現在におけるパーフェクト性をあらわす日本語のシタ、シテイルに対して、ポルトガル語では、

次の D）の形式がよく用いられる34。 

 

D) 完全過去形   

 

主体動作動詞 

210. Você já estudou para o concurso? (T）（あなたはもう試験のために勉強したのか）-D) 

211. Uma vez eu falei com o Papa. (T)（私は一度ローマ法王と話している）-D) 

主体変化動詞 

212. Ele morreu em janeiro. (T)（彼は、1 月に死んでいる）-D) 

 

210～212 の用例は、Aspecto Perfectivo をあらわしている。210 において、D)の形式は日本語の

シタに対応しており、パーフェクト性をあらわすには、já（もう）などの副詞が必要になる。副詞

がなければ、効力が現存するかどうかは問題にならない単なる過去の出来事（完成性）をあらわす

ことになる。また 211、212 において、D)の形式は、日本語のシテイルに対応している。シテイル

は、厳密に言えば、前者では「経験」、後者では「記録」をあらわしているが、ポルトガル語でも同

じである。 

 

5.3 現在・反復性（Presente・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual）  

現在における反復性をあらわす日本語のスルまたはシテイルに対して、ポルトガル語では、次の

E)～I) の形式がよく用いられる。 

 

E) Ter（現在形）＋過去分詞 

F) Andar（現在形）＋現在分詞 

G) Estar（現在形）＋現在分詞 

H) 現在形 

I) Viver（現在形）＋現在分詞 

                                                   
34 スペイン語では、「haber+ 過去分詞」（He viajado dos veces a Kyoto）、英語では、「have+過去分詞」（I have 

traveled to Kyoto twice）のように現在パーフェクトをあらわすことができるが、ポルトガル語には、*Hei viajado 

duas vezes a Kyoto. のように haver が現在形であらわれる動詞迂言表現は存在しない。ポルトガル語には、【Ter

（現在形）＋過去分詞】からなる「複合過去形」の形式があるが、少なくともブラジルでは、この形式はパーフェ

クト性をあらわさず、Aspecto Iterativo（反復性）をあらわす形式に移行している。 
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用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

213. Ele tem jantado às 17 horas. （彼は、（最近）17 時に夕飯を食べている）-E) 

214. Celina anda perguntando por você. (T)（セリーナは（最近よく）あなたのことについて聞く）

-F) 

215. José está caminhando de manhã. (T)（ジョゼは、朝 散歩している）-G） 

216. Ele janta às 17 horas. (T)（彼は、17 時に夕飯を食べる）-H) 

217. Celina vive perguntando por você. （セリーナは、（いつも）あなたのことについて聞く）-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

日本語のスルとシテイルがあらわす反復性は、反復的な出来事及び習慣的な出来事を包括する。

一方、ポルトガル語では、＜反復＞をあらわす形式と＜習慣＞をあらわす形式が異なっており、こ

の二つの概念を区別する必要がある。Travaglia は、それぞれ Iterativo（反復的）と Habitual（習

慣的）35と呼んでいる。以上の用例では、213～215 が Aspecto Iterativo をあらわしており、216

と 217 が Aspecto Habitual をあらわしている。 

Aspecto Iterativo をあらわす用例を比べてみよう。いずれもある過去の時点から現在にかけて反

復的に行なわれてきた出来事をあらわしている。しかし、E)と F)の形式には、近い
´ ´

過去
´ ´

（最近
´ ´  

）か

ら現在にかけての出来事であるというニュアンスが含まれる。そのため、日本語訳では、「最近」、

「最近よく」という副詞でその意味を補っている。更に、E)と F)を比べると、前者は、話し言葉で

も書き言葉でも用いられるが、後者は、どちらかといえば、話し言葉で用いられやすい。G)は、本

来 Aspecto Cursivo（進行性）をあらわす形式であり、215 の de manhã（朝）のような副詞がなけ

れば、反復性ではなく、進行性をあらわすことになる。 

Aspecto Habitual をあらわす用例を比べると、216 のように H)の形式が用いられる場合、副詞

がなければ「習慣」の意味をあらわすことにはならないが、217 では、I)の形式自体がその意味を

担っていることがわかる。日本語訳では、「いつも」という副詞でその意味を補っている。 

 

5.4 未来・完成性（Futuro・Aspecto Pontual） 

Travaglia は、“o aspecto pontual é caracterizado por apresentar a situação como pontual, ou 

seja, como não tendo duração”（Aspecto pontual は、出来事を完成的、つまり、継続期間のない

ものとしてとらえるものである）としているが、これは、日本語の完成相と同じく、出来事をひと

まとまりとしてとらえるものである。未来における完成性をあらわす日本語のスルに対して、ポル

                                                   
35 Travaglia は、O iterativo se caracteriza por apresentar uma situação como tendo duração descontínua 

limitada(p.81)、そして、o habitual é o aspecto que apresenta a situação como tendo duração descontínua 

ilimitada(p.82)と区別している。 
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トガル語では、次の J)～M)の形式がよく用いられる。 

 

J) 現在形 

K) 未来形 

L) Ir（現在形）＋原形 

M) Ir（未来形）＋原形 

 

用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

218. Amanhã compro o livro para você.(T)（明日、あなたのために本を買う）-J) 

主体動作客体変化動詞 

219. Plantaremos muitas árvores no quintal. (T)（私たちは、庭に木をたくさん植える）-K） 

220. Nós vamos plantar muitas árvores no quintal.（私たちは、庭に木をたくさん植える）-L) 

221. Nós iremos plantar muitas árvores no quintal.（私たちは、庭に木をたくさん植える）-M) 

 

218～221の用例は、いずれも未来におけるAspecto Pontualをあらわしている。しかし、J)の形式

には、話し手がある出来事を未来に実現すると発話時の「今」決心したというモーダルな意味が含ま

れている。Da Silva（1998）36も指摘するように、この形式は、運動動詞（verbos de ação）で用い

られやすく、主語が一人称であらわれることが多い。218がその例である。 

219～221 を比べると、形式はそれぞれ異なっているが、意味的には同じだといえる。本来、L)

は「近接未来」をあらわす形式だったが、現在ブラジルでは、特に話し言葉では、K)と M)はほと

んど用いられることなく、「単純未来」も「近接未来」も L によってあらわされる37。したがって、

K)、L)、M)は、丁寧さのレベル38だけが異なり、L が最も一般的な形式だといえる。テレビのニュ

                                                   
36 Da Silva（1998）は、未来の出来事をあらわす Presente を Presente Futuro と呼び、この形式があらわす a 

relevância do presente psicológico（心理的現在の重要性）、a certeza（確信）、a determinação（決心）というモー

ダルな意味について論じている。 

37 Almeida（2009:1）は、このことについて、O Português Brasileiro vem apresentando consideráveis mudanças 

no que concerne ao uso do tempo futuro. É claramente perceptível, pelo menos na língua oral, que a forma 

verbal composta, formada por Ir+Infinitivo, tem substituído a forma de futuro simples, passando a expressar, 

em seu lugar, a futuridade. O futuro sintético tem aparecido quase que, exclusivamente, em textos escritos. と

述べている。 

38 K と M はフォーマルな話し言葉や書き言葉で用いられやすく、L より丁寧さのレベルが高いといえるだろう（K
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ースや政治家のスピーチでもこの形式は頻繁に用いられる。 

 

5.5 未来・継続性（Futuro・Aspecto Durativo） 

未来における継続性をあらわす日本語のシテイル形式に対して、ポルトガル語では、次の N)～

Q)の形式がよく用いられる。 

 

N) Estar（未来形）＋現在分詞 

O) Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞 

P) Estar（未来形）＋過去分詞 

Q) Ir（現在形）＋Estar（原形）＋過去分詞  

 

用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

222. Estará chovendo quando chegarmos ao Rio.(T)（私たちがリオに着く頃には雨が降っている）

-N) 

223. Vai estar chovendo quando chegarmos ao Rio. （私たちがリオに着く頃には雨が降っている）

-O) 

主体変化動詞 

224. No domingo à noite eu estarei voltando da praia.（日曜日の夜には私は海から帰りつつある）

-N) 

225. No domingo à noite eu vou estar voltando da praia.(日曜日の夜には私は海から帰りつつある) 

-O) 

226. Depois da cirurgia o seu filho estará curado. （手術後には、息子さんは治っている）-P) 

227. Depois da cirurgia o seu filho vai estar curado. （手術後には、息子さんは治っている）-Q) 

主体動作客体変化動詞 

228. Daqui a vinte minutos a roupa estará lavada. （20 分後には、洗濯物は洗われている）-P) 

229. Daqui a vinte minutos a roupa vai estar lavada. （20 分後には、洗濯物は洗われている）-Q) 

 

222～225 は、Aspecto Durativo＋Cursivo（継続性＋進行性）をあらわしており、226～229 は、

Aspecto Durativo＋Resultativo（継続性＋結果性）をあらわしている。 

                                                                                                                                                                    

＝M>L）。 
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まず、Aspecto Durativo＋Cursivo の用例を比べると、222 と 223 が＜動作の進行＝継続＞をあ

らわしているのに対し、224 と 225 は＜変化の進行＝継続＞をあらわしている。話し言葉では、O）

の形式が N)の形式より多く用いられる。また、ここで注目したいのは、（）内の日本語訳にもある

ように、シテイルは＜動作の進行＝継続＞しかあらわせないが（222、223）、ポルトガル語の N)

と O)は、共に＜動作の進行＝継続＞も＜変化の進行＝継続＞もあらわすことができる点である。 

Aspecto Durativo＋Resultativo の用例を見ると、226～229 は、変化後の＜結果の継続＞をあら

わしている。現在における Aspecto Durativo＋Resultativo と同様に、これらの形式は、変化後の

結果の継続をあらわすため、変化の概念を含まない動詞では用いられにくい。また、変化を伴う場

合でも、主体の変化がある主体変化動詞（226、227）では、Aspecto Durativo＋Resultativo が前

面化するが、主体が働きかけた客体の変化がある主体動作客体変化動詞の場合（228、229）では、

Aspecto Durativo＋Resultativo が次に述べる Aspecto Perfectivo（パーフェクト性）と重なる面を

持つ。 

 

5.6 未来・パーフェクト性（Futuro・Aspecto Perfectivo） 

未来におけるパーフェクト性をあらわす日本語のシテイルに対して、ポルトガル語では、次の R)

～T)の形式がよく用いられる。 

 

R) Ter（未来形）＋過去分詞 

S) Ir（現在形）＋Ter（原形）＋過去分詞 

T) Haver（未来形）＋過去分詞 

用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

230. Quando eles voltarem, já terei comido o lanche.（彼らが帰ってくる頃には、私は既にサンド

イッチを食べている）-R) 

231. Quando eles voltarem, já vou ter comido o lanche. （彼らが帰ってくる頃には、私は既にサン

ドイッチを食べている）-S) 

主体動作客体変化動詞 

232. Quando eles voltarem, já terei lavado a roupa.（彼らが帰ってくる頃には、私は既に洗濯物を

洗っている）-R) 

233. Quando eles voltarem, já vou ter lavado a roupa.（彼らが帰ってくる頃には、私は既に洗濯物

を洗っている）-S) 
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主体変化動詞 

234. Até o mês que vem, os ipês terão florescido. （来月までには、イペは咲いている）-R) 

235. Até o mês que vem, os ipês vão ter florescido. （来月までには、イペは咲いている）-S) 

 

主体動作動詞 

236. Se você não impedir, em algumas horas Pedro haverá comprado o carro. （あなたが止めな

かったら、数時間後にはペドロは車を買っている）-T) 

主体動作客体変化動詞 

237. Quando chegarmos, Marina haverá picado a carne.（私たちが着く頃には、マリーナは（既に）

肉を刻んでいる）-T) 

主体変化動詞 

238. Seu primo haverá chegado, quando voltarmos à fazenda. (T)（私たちが農場に帰る頃には、

あなたのいとこは着いている）-T) 

 

 230、232、234 では、R)の形式が用いられており、いずれも未来のある基準時点においてそれよ

りも前に実現された出来事（comer：食べる、lavar：洗う、florescer：咲く）の効力が残っている

ことをあらわしている。231、233、235 にあらわれる S)の形式は、R)の形式と同じ意味をあらわ

し、「Ir（現在形）＋原型」（L の形式）からなる動詞迂言表現のように、話し言葉で用いられやす

い形式である。前述した Aspecto Durativo＋Resultativo の用例と比べると、232～235 は、226～

229 と同様に変化後の結果の継続をあらわしているが、ここでは、状態が継続していることよりも、

効力
´ ´

が残っていることが重視されている。そのため、P)と Q)の形式には、変化の概念を含まない動

詞では用いられにくいという制限があったが、R)と S)の形式は、どのタイプの動詞でも用いられる。 

 また、236～238 にあらわれる T)の形式は、R)と S)と同じ意味をあらわすが、話し言葉ではほと

んど用いられない。この形式は、書き言葉の形式であるため、「Ir（現在形）＋Haver」ではあらわ

れにくく、(?)Pedro vai haver comprado o carro、(?)Marina vai haver picado a carne、(?)Seu primo 

vai haver chegado というと、少し不自然に聞こえる。 

 

5.7 未来・反復性（Futuro・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual） 

未来における反復性をあらわす日本語のスルに対して、ポルトガル語では、次の U)～W)の形式

がよく用いられる。未来においては、Aspecto Iterativo と Aspecto Habitual は、同じ形式によっ

てあらわされる。 
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U) 未来形 

V) Ir（現在形）＋原形 

W) Ir（未来形）＋原形 

 

用例を比較してみよう。 

 

主体変化動詞 

239. Eles atravessarão o rio várias vezes. (T)（彼らは、何度も川を渡る）-U) 

240. Eles vão atravessar o rio várias vezes. （彼らは、何度も川を渡る）-V) 

241. Eles irão atravessar o rio várias vezes. （彼らは、何度も川を渡る）-W) 

主体動作動詞 

242. Aos domingos passearemos pelos campos.(T)（日曜日は、野原を散歩する）-U) 

243. Aos domingos vamos passear pelos campos. （日曜日は、野原を散歩する）-V) 

244. Aos domingos iremos passear pelos campos. （日曜日は、野原を散歩する）-W) 

 

239～241 の用例は、未来における Aspecto Iterativo をあらわしている。意味的には、U)、V)、

W)の形式は同じであるが、V)が話し言葉で最も一般的であり、U)と W)は、フォーマルな話し言葉

や書き言葉で用いられやすい。 

242～244 の用例は、未来における Aspecto Habitual をあらわしており、ここでも、U)、V)、

W)の形式は意味的には違いを持たず、V)が話し言葉で最も一般的であり、U)と W)は、フォーマル

な話し言葉や書き言葉で用いられやすい。 

なお、現在の Aspecto Iterativo で説明した「Ter+過去分詞」、「Andar+現在分詞」、「Estar+現在

分詞」は、未来の形をとっても Aspecto Iterativo をあらわさない。「Ter+過去分詞」の未来形39は、

245 のように Aspecto Perfectivo をあらわし、「Andar+現在分詞」の未来形40はそもそも用いられ

ず、Travaglia は 246 を非文法的なものとして挙げている。また、「Estar+現在分詞」の未来形は、

247 のように未来における Aspecto Durativo＋Cursivo をあらわす場合に用いられる。 

 

主体動作動詞 

245. Ele terá jantado às 17 horas.（17 時には、彼は既に夕飯を食べている）-R) 

                                                   
39 疑問文の中では、「Ter＋過去分詞」の未来形が「Terá ele chegado às 17 horas?（彼は 17 時に着いただろうか）」

のように過去の出来事の推量をあらわすことがある。この場合は、主語が Ter と過去分詞の間にあらわれるのが一

般的である。 
40「Andar+現在分詞」の未来形は平叙文では用いられないが、疑問文の中では「Andará chovendo em São Paulo?

（サンパウロは雨が降っているだろうか）」のように、現在の仮定をあらわす形式として働く。 
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246. *Andará chovendo no Rio, quando chegarmos lá.(T) 

247. José estará caminhando amanhã de manhã. （明日の朝は、ジョゼは、散歩している）-N) 

  

また、現在の Aspecto Habitual をあらわす「Viver＋現在分詞」は、未来の形をとっても Aspecto 

Habitual をあらわさず、Viver という助動詞は、本動詞（Viver＝暮らす）として働き、現在分詞

は副詞的な役割を果たす。例えば、Travaglia は、次の例を挙げている。 

 

主体動作動詞 

248. Você viverá pedindo esmolas. (T)（あなたは、施しを乞いながら暮らす） 

249. Viveremos esperando que você volte. (T)（私たちは、あなたが帰ってくるのを待ちながら暮ら

す） 

 

5.8 過去・完成性（Passado・Aspecto Pontual） 

過去における完成性をあらわす日本語のシタに対して、ポルトガル語では、次の X)の形式がよく

用いられる。 

 

X) 完全過去形 

 

用例を見てみよう。 

 

主体動作動詞 

250. Ele correu cinco horas. (T)（彼は五時間走った）-X) 

251. José leu o livro.(T)（ジョゼは、本を読んだ）-X) 

 

 これらの用例は、過去において実現された出来事をあらわしている。現在・パーフェクト性をあ

らわす 210～212 とは異なり、250 と 251 では、過去の出来事は現在と関係づけられていない。つ

まり、過去に実現された出来事が現在において効力を持っているかどうかは問題にならない。この

ような過去は、aoristo41 とも呼ばれる。 

 

5.9 過去・継続性（Passado・Aspecto Durativo） 

過去における継続性をあらわす日本語のシテイタに対して、ポルトガル語では、次の Y)～AA)の

形式がよく用いられる。 

                                                   
41 Vargas（2001:19） 
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Y) 不完全過去形 

Z) Estar（不完全過去形）＋現在分詞  

AA) Estar（不完全過去形）＋過去分詞 

 

用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

252. Ricardo estudava há três dias. (T)（ヒカルドは、三日間勉強していた）-Y） 

主体変化動詞 

253. Quando o filho chegou, o pai saía para trabalhar. （息子が着いたとき、父親は仕事に出かけ

つつあった）-Y） 

主体動作動詞 

254. Ele estava nadando desde as 6 horas da manhã. (T)（彼は、朝の 6 時から泳いでいた）-Z） 

主体変化動詞 

255. Quando você me ligou eu estava voltando da praia. （あなたが私に電話したとき、私は海か

ら帰りつつあった）-Z） 

256. A árvore estava tombada.（木が倒れていた）-AA) 

主体動作客体変化動詞 

257. O bolo estava fatiado. (ケーキが切られていた) -AA) 

 

 過去においても日本語の継続性に対応してポルトガル語では Aspecto Durativo＋Cursivo と

Aspecto Durativo＋Resultativo が区別される。 

Aspecto Durativo＋Cursivo は、252～255 のように Y)または Z)の形式によってあらわされる。

いずれも、過去における＜動作の進行＝継続＞または＜変化の進行＝継続＞をあらわすことができ

る。252 と 254 は、＜動作の進行＝継続＞をあらわし、253 と 255 は、＜変化の進行＝継続＞をあ

らわしている。話し言葉では、Z)が一般的であり、Y)は、書き言葉で用いられることが多い。 

Aspecto Durativo＋Resultativo は、AA)の形式によってあらわされる。現在と未来と同様に、過

去においても、Aspecto Durativo＋Resultativo は、256 と 257 のように、変化後の＜結果の継続

＞をあらわすため、変化の概念を含まない動詞（主体動作動詞）では用いられにくい。また、変化

を伴う場合でも、主体の変化がある主体変化動詞では、Aspecto Durativo＋Resultativo が前面化

するが、主体が働きかけた客体の変化がある主体動作客体変化動詞の場合では、Aspecto Durativo

＋Resultativo が Aspecto Perfectivo（パーフェクト性）と重なる面を持つ。 
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5.10 過去・パーフェクト性（Passado・Aspecto Perfectivo）   

過去におけるパーフェクト性をあらわす日本語のシテイタに対して、ポルトガル語では、次の BB)

～DD)の形式がよく用いられる。 

 

BB) 大過去形 

CC) Ter（不完全過去形）＋過去分詞 

DD) Haver（不完全過去形）＋過去分詞 

 

用例を比較してみよう。 

 

主体動作動詞 

258. Quando a mãe chegou, Rafael comera todo o doce. （お母さんが着いた時、ハファエルはお菓

子を全部食べていた）-BB) 

主体変化動詞 

259. Quando chegamos, Valdir já tinha saído. （私たちが着いたとき、ヴァウジールは、既に出か

けていた）-CC) 

主体動作客体変化動詞 

260. Quando cheguei, Marina havia picado a carne. (T)（私が着いたとき、マリーナは（既に）肉

を細かく切っていた）-DD) 

 

過去における Aspecto Perfectivo は、過去に置かれた基準時点においてそれよりも前に実現され

た出来事の効力が残っていたことをあらわす。意味的には、BB)、CC)、DD)の形式は、同じである

が、BB)の形式は、話し言葉でほとんど用いられず、最も一般的なのは CC)の形式である。DD)の

形式は、話し言葉でも用いられるが CC)の形式ほど使用頻度は高くない。 

 

5.11 過去・反復性（Passado・Aspecto Iterativo／Aspecto Habitual） 

過去における反復性をあらわす日本語のシタ、シテイタに対して、ポルトガル語では次の EE)～

HH)の形式がよく用いられる。 

 

EE) 完全過去形 

FF) Andar（完全過去形）＋現在分詞 

GG) 不完全過去形 

HH)Viver（不完全過去形）＋現在分詞 
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用例を比較してみよう。 

 

261. Ela me acenou várias vezes.(T)（彼女は、何度も私に手を振った）-EE) 

262. A sua tia andou espalhando fofocas.（あなたのおばさんは、（何度も）噂話を広めた）-FF) 

263. Todos os domingos, mamãe fazia biscoitos.（毎週日曜日には、母はビスケットを作っていた）

-GG) 

264. A minha avó vivia tomando remédio para enxaqueca.（私の祖母は、（いつも）頭痛薬を飲ん

でいた）-HH) 

 

過去においても、日本語の反復性に対して、ポルトガル語では、Aspecto Iterativo と Aspecto 

Habitual にわけて形式が使い分けられる。 

 まず、Aspecto Iterativo をあらわすには、261、262 のように、EE)または FF)の形式が用いられ

る。EE)は副詞と共に反復性をあらわし、副詞がなければ Aspecto Pontual（完成性）をあらわす

ことになる。一方、FF)は副詞がなくても反復性をあらわすことができる。わかりやすいように、

262 の日本語訳では「何度も」という副詞でその意味を補っている。 

また、FF)の形式 Andar が、不完全過去形の形をとる場合がある。この場合は、例えば、Há um 

tempo atrás, eu andava esquecendo muito as coisas. （以前、私はよく物忘れをしていた）のよう

に、出来事が起こった時点は、離れた過去にあり、更にその反復期間が長かった場合に用いられや

すい。これは＜習慣＞に近いものだといえる。 

Aspecto Habitual をあらわすには、263 と 264 のように、GG)または HH)の形式が用いられる。

GG)は過去の Aspecto Durativo＋ Cursivo をあらわす形式と同一のものであり、263 の「todos os 

domingos」（毎週日曜日）のような副詞がなければ「習慣」の意味をあらわすことにはならない。

一方、HH）は副詞がなくても習慣の意味をあらわすことができる。264 の日本語訳では、「いつも」

という副詞で「習慣」の意味を補っている。 

次の表 11 は、ポルトガル語の ATM 体系を構成する形式とその基本的な意味をまとめたものであ

る。 
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表 11．ポルトガル語の ATM 体系 

形式 意味 

現在形 現在・継続性＋進行性、現在・反復性（習慣）、未来・

完成性 

Estar（現在形）＋現在分詞 現在・継続性＋進行性、現在・反復性（反復） 

Estar（現在形）＋過去分詞 現在・継続性＋結果性 

完全過去形  現在・パーフェクト性 

Ter（現在形）＋過去分詞 現在・反復性（反復） 

Andar（現在形）＋現在分詞 現在・反復性（反復） 

Viver（現在形）＋現在分詞 現在・反復性（習慣） 

未来形 未来・完成性、未来・反復性（反復・習慣） 

Ir（現在形）＋原形 未来・完成性、未来・反復性（反復・習慣） 

Ir（未来形）＋原形 未来・完成性、未来・反復性（反復・習慣） 

Estar（未来形）＋現在分詞 未来・継続性（進行性） 

Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞 未来・継続性（進行性） 

Estar（未来形）＋過去分詞 未来・継続性（結果性） 

Ir（現在形）＋Estar（原形）＋過去分詞 未来・継続性（結果性） 

Ter（未来形）＋過去分詞 未来・パーフェクト性 

Ir（現在形）＋Ter（原形）＋過去分詞 未来・パーフェクト性 

Haver（未来形）＋過去分詞 未来・パーフェクト性 

完全過去形 過去・完成性、過去・反復性（反復） 

不完全過去形 過去・継続性（進行性）、過去・反復性（習慣） 

Estar（不完全過去形）＋現在分詞  過去・継続性（進行性） 

Estar（不完全過去形）＋過去分詞 過去・継続性（結果性） 

大過去形 過去・パーフェクト性 

Ter（不完全過去形）＋過去分詞 過去・パーフェクト性 

Haver（不完全過去形）＋過去分詞 過去・パーフェクト性 

Andar（完全過去形）＋現在分詞 過去・反復性（反復） 

Viver（不完全過去形）＋現在分詞 過去・反復性（習慣） 
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第一章のまとめ及び考察 

第一章では、標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド、琉球語、ポルトガル語の ATM 体系

について述べた。表 12 では、この 5 つの体系を並べているが、これらが後述するブラジル沖縄コ

ロニア語の ATM 体系の資源となるものである。 

 

表 12.ブラジル沖縄コロニア語の資源となる 5 つの ATM 体系 

 

日本語（計 4 形式） 西日本方言（計 6 形式）  ポルトガル語（計 26 形式） 

スル 非過去・完成性、

非過去・反復性 

スル 非過去・完成性、非

過去・反復性 

現在形 現在・継続性＋進行性、

現在・反復性（習慣）、

未来・完成性 

シタ 過去・完成性、

過去・反復性、

非過去（現在）・

パーフェクト性 

シタ 過去・完成性、過

去・反復性 

Estar（現在形）＋現

在分詞 

現在・継続性＋進行性、

現在・反復性（反復） 

シ テ イ

ル 

非過去・継続性、

非過去・反復性、

非過去・パーフ

ェクト性 

シヨル 非過去・進行性、非

過去・反復性 

Estar（現在形）＋過

去分詞 

現在・継続性＋結果性 

シトル 非過去・結果性、非

過去・パーフェクト

性  

※非過去・進行性、

非過去・反復性  

シ テ イ

タ 

過去・継続性、

過去・反復性、

過去・パーフェ

クト性 

シヨッタ 過去・進行性、過

去・反復性、非実

現・未遂 

完全過去形  現在・パーフェクト性 

シトッタ 過去・結果性、過

去・パーフェクト

性、 

※過去・進行性、過

去・反復性 

琉球クレオロイド（計 8 形式） Ter（現在形）＋過去

分詞 

現在・反復性（反復） 

スル 非過去・完成性、非過去・反復

性 

Andar（現在形）＋

現在分詞 

現在・反復性（反復） 

シタ 過去・完成性（目撃中立過去）、

過去・反復性 

Viver（現在形）＋現

在分詞 

現在・反復性（習慣） 

シヨル 非過去・進行性（直接確認） 未来形 未来・完成性、未来・反

復性（反復・習慣） 

シヨッタ 過去・完成性（目撃明示過去）、

過去・反復性、非実現・未遂  

Ir（現在形）＋原形 未来・完成性、未来・反

復性（反復・習慣） 
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シテイル 非過去・継続性、非過去・パー

フェクト性、非過去・反復性  

Ir（未来形）＋原形 未来・完成性、未来・反

復性（反復・習慣） 

シテイタ 過去・継続性、過去・反復性  Estar（未来形）＋現

在分詞 

未来・継続性（進行性） 

シテアル 非過去・結果性（客体結果）（間

接確認＋推論）、 

非過去・パーフェクト性（間接

確認＋推論） 

Ir（現在形）＋Estar

（原形）＋現在分詞 

未来・継続性（進行性） 

シテアッタ 過去・結果性（客体結果）（間接

確認＋推論）、過去・パーフェク

ト性 

Estar（未来形）＋過

去分詞 

未来・継続性（結果性） 

琉球語（計 10 形式） Ir（現在形）＋Estar

（原形）＋過去分詞 

未来・継続性（結果性） 

シオル相当形式 非過去・完成性、非過去・反復

性、非過去・進行性 

Ter（未来形）＋過去

分詞 

未来・パーフェクト性 

シタ相当形式 過去・完成性、過去・反復性、

非過去（現在）・パーフェクト

性 

Ir（現在形）＋Ter（原

形）＋過去分詞 

未来・パーフェクト性 

シテオル相当形式 非過去・継続性、非過去・パー

フェクト性、非過去・反復性 

Haver（未来形）＋過

去分詞 

未来・パーフェクト性 

シテオッタ相当形式 過去・継続性、過去・パーフェ

クト性、過去・反復性 

完全過去形 過去・完成性、過去・反

復性（反復） 

シオッタ相当形式 過去・完成性（目撃明示過去）、 

過去・反復性 

不完全過去形 過去・継続性（進行性）、

過去・反復性（習慣） 

シテアル相当形式 非過去・結果性（客体結果）（間

接確認＋推論）、非過去・パーフ

ェクト性、非過去・意外性、非

実現・未遂、反実仮想 

Estar（不完全過去

形）＋現在分詞  

過去・継続性（進行性） 

シオッテアル相当形式 非過去・意外な能力、性質の発

見 

Estar（不完全過去

形）＋過去分詞 

過去・継続性（結果性） 

シテオッテアル相当形式 非過去・継続性、意外性  大過去形 過去・パーフェクト性 

シテアッテアル相当形式 非過去・意外性（客体結果）（間

接確認＋推論） 

Ter（不完全過去形）

＋過去分詞 

過去・パーフェクト性 

シテアッタ相当形式 過去・結果性（客体結果）（間

接確認＋推論）、過去・パーフ

ェクト性、過去・意外性、反実

仮想 

Haver（不完全過去

形）＋過去分詞 

過去・パーフェクト性 

Andar（完全過去形）

＋現在分詞 

過去・反復性（反復） 

Viver（不完全過去

形）＋現在分詞 

過去・反復性（習慣） 
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これらの接触要素を比較すると、まず、それぞれ形式の数が異なっていることがわかる。標準日本

語は 4 形式、西日本方言は 6 形式、琉球クレオロイドは 8 形式、琉球語は 10 形式、ポルトガル語

は 26 形式によって ATM 体系が構成されている。 

完成性、継続性、パーフェクト性、反復性をあらわすアスペクト形式が存在する点ですべての接

触要素は共通している。標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイドは、完成性をあらわす形式（ス

ル／シタ）が同じである。ただし、この中で、完成性と同時に直接確認というムード的な意味をあ

らわす形式（シヨッタ）が存在するのは、琉球クレオロイドのみである。これは、琉球語の影響に

よって派生した用法である。 

継続性をあらわす形式（シテイル／シテイタ）が＜動作進行＞と＜変化結果の継続＞をあらわす

意味で標準日本語、琉球クレオロイド、琉球語は共通している。これらに対して、西日本方言は、

＜進行性＞をあらわす形式（シヨル／シヨッタ）と＜結果性＞をあらわす形式（シトル／シトッタ）

が異なる。＜進行性＞をあらわす形式と＜結果性＞をあらわす形式を区別する点で西日本方言とポ

ルトガル語は共通している。西日本方言の形式とポルトガル語の形式は、次のように対応している。 

 

＜進行性＞ 

シヨル⇔Estar（現在形）＋現在分詞（男が歩きよる。／O homem está andando. ） 

 

シヨッタ⇔Estar（完全過去形）＋現在分詞（男が歩きよった。／O homem estava andando. ） 

 

＜結果性＞ 

シトル⇔Estar（現在形）＋過去分詞（木が倒れとる。／A árvore está tombada. ） 

 

シトッタ⇔Estar（完全過去形）＋過去分詞）（木が倒れとった。／A árvore estava tombada. ） 

 

過去におけるパーフェクト性をあらわす琉球クレオロイドのシテアッタ、琉球語のシテアッタ相

当形式、ポルトガル語の「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」は、意味的にも形式的にも対応して

いる。 

 

過去における＜パーフェクト性＞ 

琉球クレオロイド：花子はその本読んであった。 

琉球語：はなこや うぬ ほん ゆでーたん。 

ポルトガル語： Hanako tinha lido esse livro.  
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また、琉球語と琉球クレオロイドには、標準日本語、西日本方言、ポルトガル語に存在しないム

ード的な用法（直接確認、間接確認、推論、意外性などの認識的なムード）がある。 

 

＜直接確認＞ 

琉球語：はなこや がっこーんかい いちゅたん。 

琉球クレオロイド：花子は学校に行きよった。 

＜間接確認＋推論＞ 

琉球語： ［子どもの足跡を見て］またん わらばーが はるから あっちぇーさやー。 

琉球クレオロイド：［子どもの足跡を見て］子どもがまた畑の中歩いてある。 

 

＜意外性＞ 

琉球語：［来ないと思っていた人が来ているのを見て］あい！ちぇーさやー。 

 

一方、ポルトガル語にあり、その他の接触要素にない特徴がある。ポルトガル語では、非過去は、

現在をあらわす形式と未来をあらわす形式が異なる。 

 

現在・進行性：Paulo está estudando na sala ao lado. （パウロは隣の部屋で勉強している） 

未来・進行性：No ano que vem Paulo estará estudando/vai estar estudando no Japão. （パウロ

は、来年日本で勉強している） 

 

現在・結果性：Este peixe está estragado. （この魚は腐っている） 

未来・結果性：Amanhã provavelmente este peixe estará estragado/vai estar estragado.（明日は

おそらくこの魚は腐っている） 

 

反復性は、標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド、琉球語では同じ形式で＜反復＞と＜習

慣＞をあらわすことができるが、ポルトガル語では現在と過去において＜反復＞と＜習慣＞をあら

わす形式がそれぞれ異なる。更に、ポルトガル語では、他の接触要素と比べて、それぞれの意味を

あらわす形式の数が多い。 

この中で、標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド、琉球語と形式的に対応しているのは、

現在では「Estar（現在形）＋現在分詞」及び現在形、過去では完全過去形及び不完全過去形であ

る。 
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現在の＜反復＞          

Ter（現在形）＋過去分詞        標準日本語：スル、シテイル 

Andar（現在形）＋現在分詞       西日本方言：スル、シヨル 

Estar（現在形）＋現在分詞  琉球クレオロイド：スル、シテイル 

現在の＜習慣＞    琉球語：シオル相当形式、シテオル相当形式 

現在形      

Viver（現在形）＋現在分詞 

 

過去の＜反復＞ 

完全過去形    標準日本語：シタ、シテイタ 

Andar（完全過去形）＋現在分詞  西日本方言：シタ、シヨッタ 

過去の＜習慣＞    琉球クレオロイド：シタ、シヨッタ、シテイタ 

不完全過去形    琉球語：シタ相当形式、シオッタ相当形式、 

Viver（不完全過去形）＋現在分詞      シテオッタ相当形式 

  

次に、上記の共通点及び相違点を踏まえた上で、単純化、形式の併存、L1 の影響による誤用、

L1 と L2 または TL の対応関係による習得の容易さなどの言語的現象について述べつつ、BOCJ、

BOCR、BOCP の体系を詳しく見ていく。  

 

第二章：ブラジル沖縄コロニア日本語の ATM 体系 

本章では、自然談話及び面接調査で得られた用例を分析しつつ、日本語の変種として使用される

ブラジル沖縄コロニア語、つまりブラジル沖縄コロニア日本語（以下、BOCJ）の ATM 体系につ

いて述べる。なお、狭義のブラジル沖縄コロニア語、つまり、L2 の不完全な習得によって発生する

言語体系（二世の BOCJ）の特徴的な形式だけでなく、一世の BOCJ も取り上げて、広義の BOCJ

における複数の接触要素の併存、L1 の影響による誤用の発生、形式の意味の変容について述べる。 

 

第一節：完成性をあらわす動詞の形 

BOCJ の完成性をあらわす形式には、スル、シタ、シヨッタがある。スルは非過去・完成性をあ

らわし、シタとシヨッタは過去・完成性をあらわす。シヨッタは話し手がある出来事を直接確認し

たことを明示する。BOCJ の完成性をあらわす形式は、基本的に琉球クレオロイドと同じである。 

 

第一項：スル形式 

BOCJ のスルは、未来におけるひとまとまりの動作や変化の実現をあらわす。主体動作動詞及び
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主体動作客体変化動詞では、未来におけるひとまとまりの動作の実現をあらわし、主体変化動詞で

は未来におけるひとまとまりの変化の実現をあらわす。この用法は、同形式を持つ標準日本語、西

日本方言、琉球クレオロイドと同じである。 

スルは、動詞の最も基本的な形であり、ポルトガル語にも対応する形式があるため（未来・完成

性をあらわす諸形式）、二世の言語においても L1 の影響による習得の問題が生じることなく、265

～268 のような用例は、一世及び二世の言語に見られる。 

なお、265 のように、ポルトガル語の動詞の原型（-ar,-er,-ir で終わる infinitivo の形）に日本語

のスルを膠着させて、「ポルトガル語＋日本語」の組み合わせからできた様々なスル動詞を作り出し

ているが、これは、日系社会全体で見られるコロニア日本語の特徴である。 

 

主体動作動詞 

265. テレビ見てから、tomar banho する。（tomar banho スル＝シャワーを浴びる） 

主体動作客体変化動詞 

266. 今から quintal 洗う。（quintal＝家の外の部分、庭や小農園があるところ） 

主体変化動詞 

267. 私、今日早く帰らんと、友達が家に来る。 

268. 明日は僕の titio の visita しに病院に行く。（titio＝おじさん、visita＝見舞い） 

 

第二項：シタ形式 

BOCJ のシタは、過去におけるひとまとまりの動作や変化の実現をあらわす。主体動作動詞及び

主体動作客体変化動詞では、過去におけるひとまとまりの動作の実現をあらわし、主体変化動詞で

は過去におけるひとまとまりの変化の実現をあらわす。 

このシタの用法は、同形式を持つ標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイドと同じであり、更

に、琉球クレオロイドのシタと同様にシヨッタと対立して直接確認の有無を問わない＜目撃中立過

去＞をあらわす形式である。ポルトガル語にも対応する形式があるため（完全過去形）、二世の言語

においても L1 の影響による習得の問題は生じることなく、269～278 のような用例は、一世及び

二世の言語に見られる。 

 

主体動作動詞 

269. 彼は日本語で尋ねたが、yo はポルトガル語で答えた。（yo＝私42） 

                                                   
42 「Yo」は、スペイン語の Yo（＝私）と似ており、スペイン語の単語が借用されているとも言われるが、これは、

ポルトガル語の単語 eu（＝私）の「e」と「u」の二つの母音が融合し、「yo」と発音される音韻変化が起きている

と思われる。ブラジルには、スペイン語圏であるアルゼンチンやボリビアから再移住した人もいるが、それは、戦

後の場合が多く、「yo」は、戦前から再移住者ではない一世も使用しているため、スペイン語からの借用であるとは
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270. Ônibus から43帰ってくるとき強盗に会った。（Ônibus＝バス） 

 

主体動作客体変化動詞 

271. メガネ壊した。 

272. 父さんが車を磨いた。 

273. マリアはこの草履でゴキブリを殺した。 

274. ペドロはあの壁に車をぶつけた。 

 

主体変化動詞 

275. 主人、去年、事故で亡くなった。 

276. わしマチュピチュ行ったよ、ペルー。 

277. 今朝 yo の filho 車で出たよ。（yo＝私、filho＝息子） 

278. 猫はあの角で死んだ。  

 

第三項：シヨッタ形式 

BOCJ のシヨッタは、琉球クレオロイドと同様に、話し手がある出来事を直接確認したことをあ

らわす場合に用いられる。これに対して、話し手がある出来事を直接確認したかどうかは問題とさ

れない場合、シタが用いられる。話し手が直接確認したことをあらわすことから、シヨッタを用い

る場合、主語は必ず一人称以外のものでなければならない。ポルトガル語には、動詞の形で直接確

認をあらわすムード的な用法がないため、二世以降では、シヨッタはあらわれにくい。279～283

は、一世の用例である。 

 

主体動作動詞 

279. ［孫を話題にして］dois ano のときからよ、三歳、その三歳のときからもうアサドゥヤーユン

ター覚えてすぐ歌いよった、一人で。（dois ano（正しくは、dois anos）＝二歳、アサドゥヤ

ーユンター＝琉球民謡の曲名、歌いよった＝歌った） 

280. そうしたら、あの、戦前移民の方がね、もうネクタイしてね、背広着て、ネクタイして、その

まま通りよった、行きよった。（通りよった＝通った） 

 

主体動作客体変化動詞 

281. マリアはこの草履でゴキブリ殺しよった。（殺しよった＝殺した） 

                                                                                                                                                                    
考え難い。 
43 「Ônibus から来る」は、「バスで来る」という意味をあらわしており、カラ格によって「移動の手段」をあらわ

すのは琉球クレオロイドの特徴である。 
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282. ペドロはあの壁に車をぶつけよった。（ぶつけよった＝ぶつけた） 

 

主体変化動詞 

283. そうしたら、あの、戦前移民の方がね、もうネクタイしてね、背広着て、ネクタイして、その

まま通りよった、行きよった。（行きよった＝行った） 

 

第四項：その他の用法 

 琉球クレオロイドと同様に、BOCJ のシヨッタは、＜非実現・未遂＞をあらわすことができる。

BOCJ でも、多くは副詞「やがて」とむすびついて「もう少しで～するところだった」という意味

をあらわす。この形式は、一世の言語に見られるが、二世以降の言語では、使用されなくなりつつ

ある。 

 

主体動作動詞 

283. やがて財布忘れよった。（もう少しで財布を忘れるところだった） 

主体動作客体変化動詞 

284. やがて指切りよった。（もう少しで指を切るところだった） 

主体変化動詞 

285. やがて転びよった。（もう少しで転ぶところだった） 

 

二世以降の BOCJ では、＜非実現・未遂＞をあらわすのにシナカッタが用いられている例が見ら

れた。ポルトガル語では、＜非実現・未遂＞をあらわすには、「Quase（ほとんど）＋完全過去形」

または「Por pouco（もう少しで）＋完全過去・否定形）」という 2 つの方法があるが、シナカッ

タは後者の影響を受けたものである。 

以下、286～289 では、L1 の影響による誤用が発生している。また、286～288 の「もう少し」

は、「もう少しで」の間違いであり、これらは三世の用例である。そして、289 は、二世の用例で

あり、「やがて」は、琉球クレオロイドのように「あやうく」の意味で使用されている。L1 の影響

による新しい用法（誤用）を生み出すと同時に、親に受け継がれた言語の特徴も保持するのは、琉

球語及び琉球クレオロイド（移民の言語）を L1 とする一世とポルトガル語（現地語）を L1 とする

三世の中間にある二世の特徴だといえる。 

 

主体動作動詞 

286. もう少し本当のことを言わなかった。（言わなかった＝言うところだった） 
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主体動作客体変化動詞 

287. もう少しお茶をこぼさなかった。（こぼさなかった＝こぼすところだった） 

 

主体変化動詞 

288. もう少しすべらなかった。（すべらなかった＝すべるところだった） 

289. やがて転ばなかった。（やがて＝あやうく、転ばなかった＝転ぶところだった） 

 

第二節：継続性をあらわす動詞の形 

BOCJ の継続性をあらわす形式には、基本的に標準日本語と琉球クレオロイドと同様にシテイル

とシテイタが用いられるが、西日本方言のシヨル、シヨッタ、シトル、シトッタの使用も見られる。

複数の言語の形式が併存しているだけでなく、二世の BOCJ では、L1 の影響による誤用の発生、

形式の意味の変容が見られる。 

 

第一項：シテイル形式 

BOCJ のシテイルは、継続過程にある現在の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体

変化動詞では現在における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では現在における＜変

化結果の継続＞をあらわす。これは、標準日本語、琉球クレオロイドと同じである。 

しかし、二世以降の BOCJ では、シテイルに＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生してお

り、同じ形式によって＜変化結果の継続＞（298、299）と＜変化の進行＝継続＞（300～304）の

両方の意味をあらわすことができる。この用法は、＜動作の進行＝継続＞と＜変化の進行＝継続＞

を同じ形式であらわすポルトガル語の影響によるものであり、従来＜動作の進行＝継続＞しかあら

わさないシテイルは、二世以降の BOCJ では＜変化の進行＝継続＞もあらわす形式に変容している。 

 

主体動作動詞 

290. 看護婦さんが注射してる。 

291. 本読んでる。 

292. 杖ついて道歩きしてる。 

293. 事務所の人と話ししてる。 

294. 熱測ってる。 

295. 彼は今日よく歌ってるね。（よく＝上手に44） 

 

                                                   
44 ここでは、「よく」は、「よく海外旅行をする」などのように「頻度」をあらわすものではなく、「上手に」と

いう意味をあらわしている。これは、「bem（上手に）」というポルトガル語の副詞が「いい」という意味もあら

わし、二世話者は、日本語の「いい」を「よく」という副詞の形にして「上手に」という意味で使っている。これ

は、コロニア語の用法である。 
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主体動作客体変化動詞 

296. 新しい家立ててる。 

297. Cozinha で皿洗ってる。（Cozinha＝台所） 

 

主体変化動詞 

＜変化結果の継続＞ 

298. 木が倒れている。 

299. バナナが腐っている。 

＜変化の進行＝継続＞ 

300. 見て、木は倒れている。（倒れている＝倒れつつある） 

301. 果物が腐れている。（腐れている＝腐りつつある45） 

302. 気をつけて、その箱は落ちている。（落ちている＝落ちつつある） 

303. ペンキはまだ乾いている46。（乾いている＝乾きつつある） 

304. 壁はひび入っている。（ひび入っている＝ひびが入りつつある） 

 

第二項：シテイタ形式 

BOCJ のシテイタは、継続過程にある過去の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体

変化動詞では過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では過去における＜変

化結果の継続＞をあらわす。これは、標準日本語、琉球クレオロイドと同じである。 

また、二世以降の BOCJ では、シテイタに＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生しており、

同じ形式によって＜変化結果の継続＞（307、308）と＜変化の進行＝継続＞（309、310）の両方

の意味をあらわすことができる。この用法は、＜動作の進行＝継続＞と＜変化の進行＝継続＞を同

じ形式であらわすポルトガル語の影響によるものであり、従来＜動作の進行＝継続＞しかあらわさ

ないシテイタは、二世以降の BOCJ では、＜変化の進行＝継続＞もあらわす形式に変容している。 

 

主体動作動詞 

305. 本読んでた。 

 

                                                   
45 ここでは、「くされる（腐る）」という琉球クレオロイドの第二変化動詞が用いられている。「腐れている」は、標

準日本語の「腐る」（第一変化動詞）のシテイル形である「腐っている」に相当する。 

46 標準日本語では不自然であるが、「乾いている」は、＜変化の進行＝継続＞をあらわしているため、「まだ」とい

う副詞との共起が可能になる。  
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主体動作客体変化動詞 

306. Cozinha で皿洗ってた。（cozinha＝台所） 

 

主体変化動詞 

＜変化結果の継続＞ 

307. 木が倒れていた。 

308. 洗濯物は乾いていた。 

＜変化の進行＝継続＞ 

309. ペンキはまだ乾いていた。（乾いていた＝乾きつつあった） 

310. 壁はひび入っていた。（ひび入っていった＝ひびが入りつつあった） 

 

第三項：シヨル形式 

BOCJ のシヨルは、継続過程にある現在の出来事をあらわす。これは、西日本方言の用法であり、

一世も二世もこの形式を使用している。琉球クレオロイドでもこの用法が見られ、同様に西日本方

言の影響によるものであるが、BOCJ は、琉球クレオロイドよりも使用頻度が高いため、移民後に

他府県出身の移民の影響を多く受けて取り入れられたものだと考えられる。また、戦前には、沖縄

系二世と他府県系二世同士の接触・交流があり、互いに日本語（ブロークンな日本語の場合もある）

でコミュニケーションをとることもあったが、若い世代の二世（戦後移民の一世の子ども）の言語

にシヨルがあらわれる場合は、直接的に他府県系人との接触で影響を受けたものではなく、一世の

言語を経由して二世の言語に取り入れられた用法だと考えられる。 

調査では、＜変化の進行＝継続＞をあらわす主体変化動詞の用例が確認された。主体動作動詞と

主体動作客体変化動詞では、つまり＜動作の進行＝継続＞をあらわす場合、シテイルが用いられた。

シテイルは、＜変化の進行＝継続＞をあらわすことができないため、話者はその代わりにシヨルを

使用するのである。 

前述したように、＜動作の進行＝継続＞と＜変化の進行＝継続＞を同じ形式によってあらわす点

で西日本方言（シヨル）とポルトガル語（「Estar（現在形）＋現在分詞」）は共通しており、二世

にとってシヨルの用法は理解しやすく、西日本方言話者との接触がない場合でも維持されやすいの

である。 

 

主体変化動詞 

311. 箱に猫が入りよるよ。（入りよる＝入りつつある） 

312. 壁が rachar しよる。（rachar しよる＝割れつつある） 

313. 今は会社に行きよる。（行きよる＝行きつつある） 
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314. 先生はバスで来よる。（来よる＝来つつある） 

 

第四項：シヨッタ形式 

BOCJ のシヨッタは、前節で述べたように、基本的に琉球クレオロイドと同様に直接確認された

過去の出来事をあらわすが、西日本方言のように過去における＜継続性＞をあらわしている例も確

認された。315 は、一世の用例である。 

 

主体動作動詞 

315. ちょうど雨が降りよった。雨が降りよったもんだから、雨靴履いていった。（降りよった＝降っ

ていた） 

 

第五項：シトル形式 

BOCJ のシトルは、西日本方言と同様に、主体動作動詞では＜動作の進行＝継続＞、つまり、進

行性をあらわし（前述したように、西日本方言ではこれは派生的な用法である）、主体変化動詞では

＜変化結果の継続＞、つまり、結果性をあらわす。ただし、この形式は、継続性（主体動作動詞及

び主体動作客体変化動詞の場合は継続性＝進行性、主体変化動詞の場合は、継続性＝結果性）をあ

らわすシテイルほど使用頻度が高くない。 

なお、西日本方言では、シトルが主体動作客体変化動詞で結果性（客体結果）をあらわすが、BOCJ

では、この用法は見られず、＜客体結果＞をあらわすには、後述する琉球クレオロイドのシテアル

が用いられる。 

316～321 のような用例は、一世及び二世の言語で確認されており、二世の場合は、一世を経由

して取り入れられた西日本方言の用法だと考えられる。 

 

主体動作動詞 

316. 男の人が女みたいに歩いとる。（歩いとる＝歩いている） 

317. 男の人が女みたいに走っとる。（走っとる＝走っている） 

318. 日本語少し（話している）porque あの、踊り習っとるから。（porque＝理由をあらわす「から」、

習っとる＝習っている） 

 

主体変化動詞 

319. 木は倒れとる。（倒れとる＝倒れている） 

320. うちのおばあちゃんはまだ寝とるよ。（寝とる＝寝ている） 

321. 男の子はカーテンの後ろに隠れとるわ。（隠れとる＝隠れている） 
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第六項：シトッタ形式 

BOCJ のシトッタは、西日本方言のように、基本的に過去における＜変化結果の継続＞、つまり、

結果性をあらわす。次の用例は、過去におけるパーフェクト性（＜過去パーフェクト＞）をあらわ

しているともいえる。しかし、確認できたのは、この 1 例のみであり、主体動作動詞と主体動作客

体変化動詞の用例は確認できなかった。 

 

主体変化動詞 

322. 雑巾はもうすでにぬれとったわ。（ぬれとった＝濡れていた） 

 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形 

BOCJ のパーフェクト性をあらわす形式には、シタ、シテイル、シテイタ、シテアル、シテアッ

タがある。 

 

シタ：現在パーフェクト 

シテイル：現在パーフェクト 

シテイタ：過去パーフェクト 

シテアル：現在パーフェクト、未来パーフェクト 

シテアッタ：過去パーフェクト 

 

標準日本語と同様に、現在におけるパーフェクト性（＜現在パーフェクト＞）をあらわすにはシ

テイル、＜過去パーフェクト＞をあらわすにはシテイタが使用されることもあるが、調査ではいず

れもあらわれにくく、琉球クレオロイドのシテアルとシテアッタが多く用いられた。また、BOCJ

では、シテアルとシテアッタの＜間接確認＋推論＞をあらわすムード的な用法が失われ、単純化が

起きているようである。 

 

第一項：シタ形式 

 BOCJ のシタは、現在に置かれた基準時点において先行時の動作や変化の効力が残っていること、

つまり＜現在パーフェクト＞をあらわす。これは、標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイドと

同じである。そして、これは、完全過去形を用いて＜現在パーフェクト＞をあらわすポルトガル語

の用法と対応しており、二世の間でも問題なくこの形式が用いられている。323～325 のような用

例は、一世及び二世の言語に見られる。「もう」という副詞との共起によって、パーフェクト性の意

味があらわされ、現在と関係づけれらないアオリスト過去と文の意味が区別される。 
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主体動作動詞 

323. ［もう薬を飲んだのかと聞かれて］もう飲んだよ。 

主体動作客体変化動詞 

324. 髪は、もう洗ったよ。 

主体変化動詞 

325. お父さんはもう会社に行った。 

 

第二項：シテイタ形式 

BOCJ のシテイタは、過去に置かれた基準時点において先行時の動作や変化の効力が残っていた

こと、つまり＜過去パーフェクト＞をあらわす。しかし、後述するシテアッタより使用頻度が低く、

調査で確認されたのは、次の 2 例だけである。特に二世の間では、シテイタは、その基本的な用法

である過去における継続性をあらわす形式として用いられることが多く、＜過去パーフェクト＞を

あらわすものとしてはほとんどあらわれない。 

 

主体動作動詞 

326. 私はあなたが来る前に食べていた。 

327. 私は電気が停電する前に（シャワーを）浴びていた。 

 

以下の図 17 は 326、図 18 は 327 を例にとって主体動作動詞における＜過去パーフェクト＞の意

味をあらわしたものである。なお、図では、t（time）は「時間軸」、ET（event time）は「出来事

時」、RT（reference time）は「設定時」、ST（speech time）は「発話時」の意味をあらわしてい

る。 

 

図 17．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

私は食べた     あなたが来た      今 

 

326 は、発話時である「今」より前にある設定時の（あなたが来たとき）において、それよりも

前に実現された動作（私は食べた）の効力が残っていたことをあらわしている。 
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図 18．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

私は（シャワーを）浴びた    停電した        今 

 

327 は、発話時である「今」より前にある設定時（停電したとき）において、それよりも前に実

現された動作（私は（シャワーを）浴びた）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

第三項：シテアル形式 

BOCJ のシテアルは、琉球クレオロイドと同様に、現在に置かれた基準時点において先行時の動

作や変化の効力が残っていること、つまり＜現在パーフェクト＞をあらわす。 

主体動作客体変化動詞では、パーフェクト性をあらわすと同時に＜客体結果＞をあらわす。しか

し、琉球クレオロイドで見られる＜痕跡に基づく過去の動作や変化の推論＞（＜間接確認＋推論＞）

をあらわすムード的な用法は、BOCJ では失われ、用法の単純化が起きているようである。これは、

二世の言語だけでなく、一世の言語でもそうである。この用法は、移民する前から一世の言語から

消滅していたとも考えられるが、二世の場合は、このような用法を持たないポルトガル語の影響が

単純化の主な原因として考えられる。 

標準日本語では、シテアルは、基本的に主体動作客体変化動詞において＜客体結果＞をあらわす

形式であるが、BOCJ では、琉球クレオロイドの＜現在パーフェクト＞をあらわす用法が採用され

ている。二世も同じ意味でこの形式を使用している。ポルトガル語にはシテアルに対応する形式は

ないが、＜過去パーフェクト＞をあらわすシテアッタがポルトガル語の形式（「Ter（不完全過去形）

＋過去分詞」）と対応しているため、シテアルも維持されやすいのである。 

なお、パーフェクト性をあらわす意味でシテアルが用いられた主体変化動詞の用例は確認されな

かった。 

 

主体動作動詞 

328. そのことはもう彼に話してあるよ。（話してある＝話した） 

主体動作客体変化動詞 

329. Mamãe 着物さげたーるよ。47（Mamãe＝お母さん、さげたーる＝提げた） 

330. 小使いさんは野菜をもう洗ってある。（洗ってある＝洗った） 

                                                   
47 これは、二世による用例であるが、興味深いことに標準日本語に形式的に似たシテアルではなく、その音韻変化

した形である琉球クレオロイドのシタールが用いられている。 
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第四項：シテアッタ形式 

BOCJ のシテアッタは、シテアルと対立して、過去に置かれた基準時点において、それよりも前

に実現された動作や変化の効力が残っていたこと、つまり＜過去パーフェクト＞をあらわす。主体

動作客体変化動詞では、過去におけるパーフェクト性をあらわすと同時に＜客体結果＞をあらわす。

また、ここでも、＜痕跡に基づく推論＞をあらわすムード的な用法が失われている。 

標準日本語では、シテアッタは基本的に主体動作客体変化動詞において＜客体結果＞をあらわす

形式として用いられるが、BOCJ では、琉球クレオロイドのパーフェクト性をあらわす用法が採用

され、動詞の 3 つのタイプにおいてシテアッタが用いられている。 

二世の間でもそうであるが、それは、シテアッタがポルトガル語でパーフェクト性をあらわす

「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」と形式的・意味的に似ているからである。ポルトガル語では

琉球クレオロイドと同様に主体動作客体変化動詞でシテアッタが用いられる場合、動作主体が主語

の位置にあらわれ、客体は目的語の位置にあらわれる。この対応性のため、二世の間では、標準日

本語のシテイタよりもシテアッタの方が受け継がれやすくなっている。 

 

主体動作動詞 

331. あなたが来たときにそうめんを食べてあった。（食べてあった＝食べた） 

332. お父さんは病院に行く前に牛乳を飲んであった。（飲んであった＝飲んだ） 

333. 大学入る前に日本語を勉強してあった。（勉強してあった＝勉強した） 

334. マリアはお客さんが来ない前48に掃除してあった。（掃除してあった＝掃除した） 

 

以下の図 19 は、331 を例にとって主体動作動詞における＜過去パーフェクト＞の意味をあらわ

したものである。332～334 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができる。 

 

図 19．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

そうめんを食べた    あなたが来た       今 

 

331 は、発話時である「今」より前にある設定時（あなたが来たとき）において、それよりも前

に実現された動作（そうめんを食べた）の効力が残っていたことをあらわしている。 

                                                   
48 「来ない前」は、「来る前」という意味をあらわす琉球クレオロイドである。琉球語の「くーらんまーる」（来な

い前）の影響を受けたものである。 
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主体動作客体変化動詞 

335. 去年の夏に髪を切ってあった。（切ってあった＝切った） 

336. ペドロは車を売る前に洗ってあった。（洗ってあった＝洗った） 

337. ペドロは家から出かける前に窓を開けてあった。（開けてあった＝開けた） 

 

以下の図 20 は、335 を例にとって主体動作客体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意味

をあらわしたものである。336、337 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことがで

きる。 

 

図 20．過去パーフェクト（主体動作客体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

髪を切った      去年の夏        今 

 

335 は、発話時である「今」より前にある設定時（去年の夏）において、それよりも前に実現さ

れた動作（髪を切った）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

主体変化動詞 

338. マリアは私と知り合う前に結婚してあった。（結婚してあった＝結婚していた） 

339. 日本に勉強する前に三回遊びに行ってあった。（日本に勉強する前＝勉強するために日本へ行く

前）、行ってあった＝行っていた） 

  

以下の図 21 は、338 を例にとって主体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意味をあらわ

したものである。339 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができる。 

 

図 21．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

マリアは結婚した    私と知り合った      今 

 

338 は、発話時である「今」より前にある設定時（私と知り合ったとき）において、それよりも
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前に実現された変化（マリアは結婚した）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

第四節：反復性をあらわす動詞の形 

 BOCJ の反復性をあらわす形式には、標準日本語のスル、シタ、シテイル、シテイタ、西日本方

言のシヨル、シトッタ、そして、琉球クレオロイドのシヨッタが用いられている。過去における反

復性をあらわすには、他の接触要素より琉球クレオロイドの形式が最もあらわれやすかった。 

 

第一項：スル形式 

BOCJ のスルは、現在における反復性をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では

現在において反復的、習慣的に行なわれる動作をあらわし、主体変化動詞では現在において反復的、

習慣的に行なわれる変化をあらわす。これは、標準日本語と琉球クレオロイドと同じである。 

 

主体動作動詞 

340. なんでシランチュがこんな、あれこれ聞くのかね。（シランチュ＝知らない人） 

主体動作客体変化動詞 

341. ［家族の食習慣を話題にして］私一人で食べるときには、ゴーヤーをうんと厚く切るの。 

342. （ゴーヤーチャンプルーは）子どもたちが食べるときには卵入れる。  

主体変化動詞 

343. また、domingo は、domingo はね、こっち帰ってくる。（domingo＝日曜日） 

 

第二項：シタ形式 

BOCJ では、標準日本語と同様に、過去における反復性をあらわすにはシタも用いられるが、調

査ではシヨッタの方があらわれやすかった。特に、過去・完成性をあらわす形式（完全過去形）と

過去の習慣（不完全過去形）をあらわす形式を区別するポルトガル語母語話者の二世の間では、基

本的に完成性をあらわす形式であるシタは使用頻度が低い。 

 

主体動作動詞 

344. 子どもの頃、よく自転車で遊んだ。 

主体動作客体変化動詞 

345. 昔は、よくあそこで髪切った。 

主体変化動詞 

346. 昔は、クリスマスは、いつもおばあちゃんの家に行った。 
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第三項：シテイル形式 

BOCJ のシテイルは、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では現在において反復的、習慣的

に行なわれる動作をあらわし、主体変化動詞では現在において反復的、習慣的に行なわれる変化を

あらわす。ポルトガル語では、シテイルに形式的に対応する「Estar（現在形）＋現在分詞」で反

復性をあらわすことができるため、二世の間でもシテイルの誤用の問題は生じない。 

 

主体動作動詞 

347. Yo はリベルダーデで日本語を習っている。（yo＝私、リベルダーデ＝地名） 

348. ヤマトゥンチュあんまり。（私は）ウチナーンチュばかし ajuda してる。沖縄の人ね。（ヤマ

トゥンチュ＝日本人、ウチナーンチュ＝沖縄の人、ajuda してる＝助けている） 

349. 日本語ナマ、ウチナーグチ、ナマ沖縄会館、宮城さんター、沖縄会館、青年ター、ムルアツマ

トーティ、みんなこんな教えてる49。（ナマ＝今、ウチナーグチ＝沖縄語、ター＝達、ムルア

ツマトーティ＝みんな集まっていて） 

主体変化動詞 

350. 私はリベルダーデで学校行っている。（リベルダーデで学校に行っている＝リベルダーデの学校

に行っている） 

 

第四項：シテイタ形式 

BOCJ でもシテイタによって過去における反復性をあらわすことができるが、調査では後述する

シヨッタの方があらわれやすく、得られたのは次の 1 例のみである。 

 

主体動作動詞 

351. 昔は quase 三十年 tomate 売りを feira でやっていた。（quase＝ほぼ、tomate＝トマト、feira

＝市場） 

 

第五項：シヨル形式 

BOCJ では、西日本方言と同様に、シヨルは、現在における反復性をあらわすことができる。た

だし、これは、一般的ではなく、以下、352～354 の用例は、すべて同じ一世の話者から得られた

ものである。 

 

主体動作動詞 

352. （子どもたちは）うちには（親に対しては）ね、全部うちなーぐちか日本語で言いよる。（言い

                                                   
49 この用例では、日本語と琉球語とのコード混合が起きている。 
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よる＝言う） 

353. 普通の caipira が言うのほとんどわかる。しかし、政治家とかね、ああいうえらい人らが言う

のは、ちょっと難しい言葉使いよるから、それはちょっと理解しにくいところがある。（caipira

＝田舎者、使いよる＝使う） 

354. ［ブラジルと日本における式典の違いを話題にして］（日本では）例えば、壇上に上げるとか、

そういう時は、司会者が何さん何さんであるもんね。しかし、こちらでは（ブラジルでは）そ

うはいかんよね、何回そっちにいる人（が挨拶を）やりよるから。（やりよる＝やる） 

 

第六項：シヨッタ形式 

BOCJ のシヨッタは、琉球クレオロイドと同様に、過去における反復性をあらわす。特に、一世

の間では、標準日本語のシタ、シテイタよりもこの形式がよく用いられる。そして、前述したよう

に、二世の間では、反復性をあらわすには、基本的に完成性をあらわすシタよりもシヨッタがよく

用いられる。それは、過去の完成性をあらわす形式と過去の反復性をあらわす形式を区別するポル

トガル語の影響だと考えられる。ただし、ポルトガル語の影響があるとはいえども、三世以降の場

合は、一世の琉球クレオロイドとの直接的な接触がない限り、シヨッタは受け継がれにくい。 

 

主体動作動詞 

355. 全部アメリカの映画ばかりしよった。（（映画）しよった＝映画を上映した） 

356. ブラジルに来て当時ね、ボリビアではそう、そうもいわなかったんだが、ブラジルに来て当時、

子どもダに全部日本語使いよった。（子どもダ＝子どもたち50、使いよった＝使っていた） 

357. そのために、この、もうボリビアから長女から até caçula、全部日本語教えよった。（até caçula

＝末っ子まで、教えよった＝教えていた） 

358. 来て当時ね、うちは feira やって、Praça Sé の方に、あの、うちはお菓子売りしていたからね。

Praça Clóvis の後ろの方に、あの、あれがあったの、あの、おろし商がね。会社で、その会社

の窓口でまた売りよった。（来て当時＝来た当時、feira＝露天商、Praça Sé＝セー広場、Praça 

Clóvis＝クロヴィス広場、売りよった＝売っていた） 

359. こっちに来て、ほとんどアメリカ映画見よった。（見よった＝見ていた） 

 

主体動作客体変化動詞 

360. 方言禁止言ってね、これ（方言札）渡しよった。（渡しよった＝（人から人へと何度も）渡した） 

 

                                                   
50 「子どもダ」は「子ども」という名詞に複数の意味をあらわす接尾の「等」が膠着し、音韻的に琉球語の影響を

受け「ら」が「だ」と発音されているものである。 
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主体変化動詞 

361. うちに帰るとき抱っこよ、抱っこして帰ってきよった。（帰ってきよった＝帰ってきた） 

362. そっちに買いに行くとき、ぞうりで行きよった。（行きよった＝行った） 

363. うちなんかもう車、下の方に止めて、mercadoに、それから歩いて、担いでいきよった。（mercado

＝市場、担いでいきよった＝担いでいった） 

 

第七項：シトッタ形式 

BOCJ でも、西日本方言と同様に、従来過去における＜変化結果の継続＞（結果性）をあらわす

シトッタが、反復性をあらわすことがある。次の例は、過去における反復的な、習慣的な変化をあ

らわしている。しかし、調査で確認されたのは、この 1 例のみである。 

 

主体変化動詞 

364. só que ブラジル学校行っとったね。ブラジル、日本語とブラジル学校、小さいとき。（só que

＝しかし、行っとった＝行っていた） 

 

第二章のまとめ 

本章で述べた BOCJ の ATM 体系を構成する形式を表 13 のようにまとめることができる。 

 

表 13．BOCJ の ATM 体系 

 完成性 継続性 パーフェクト性 反復性 

非過去 スル シテイル 

シヨル 

シトル 

シタ 

シテイル 

シテアル 

スル 

シテイル 

シヨル 

過去 シタ 

シヨッタ 

シテイタ 

シヨッタ 

シトッタ 

シテイタ 

シテアッタ 

シタ 

シテイタ 

シトッタ 

シヨッタ 

 

まず、完成性は、琉球クレオロイドと同様に、非過去をあらわすスルに対して、シタとシヨッタ

の二種類の過去形がある。シタ（目撃中立過去）は、話し手が出来事を直接確認したかどうかは問

題にしないのに対し、シヨッタ（目撃中立過去）は話し手がある出来事を直接確認したことをあら

わす。スルとシタは、ポルトガル語に対応する形式があるため、二世も問題なく使用しているが、

シヨッタは、＜直接確認＞をあらわす用法を持たないポルトガル語の影響によって、二世の言語で

はあらわれにくい。また、シヨッタには＜非実現・未遂＞をあらわす用法があるが、これも二世の
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言語では見られない。このことから、二世の BOCJ では、完成性をあらわす形式の数が少なくなっ

ているといえる。 

継続性をあらわすには、標準日本語と琉球クレオロイドのシテイル、シテイタ、西日本方言のシ

ヨル、シヨッタ、シトル、シトッタが用いられる。複数の接触要素が併存しているわけだが、これ

は、単純に言語接触の結果として起きることではない（つまり、接触したことだけが併存の原因で

はない）。西日本方言のシヨルは、一世だけではなく、二世の言語でも使用されているが、これは、

シヨルが進行性をあらわすポルトガル語の「Estar（現在形）＋現在分詞」と対応しているからで

ある。日本語のシテイルが＜変化の進行＞をあらわすことができないため、二世は L1 に似た西日

本方言の形式を使用するのである。また、同じくポルトガル語の影響によって、二世の BOCJ では

シテイルとシテイタに＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生している。 

パーフェクト性をあらわすには、標準日本語のシタ、シテイル、シテイタ、そして、琉球クレオ

ロイドのシテアルとシテアッタが用いられる。しかし、よく用いられるのは、琉球クレオロイドの

形式である。これは、一世の言語だけではなく、二世の言語でもそうである。二世の場合は、シテ

アッタがポルトガル語の形式（「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」）と対応しているため、シテア

ルとシテアッタが維持されやすくなる。ただし、BOCJ では、琉球クレオロイドに見られる＜間接

確認＋推論＞をあらわすシテアルとシテアッタのムード的な用法が失われている。特に二世の場合

は、これは＜間接確認＋推論＞をあらわすムード的な用法を持たないポルトガル語の影響だといえ

る。 

逆に、シテアルに対して、シテイルの使用頻度が低いのもポルトガル語の影響だといえいる。シ

テイルは、同じく継続性をあらわすポルトガル語の形式（「Estar（現在形）＋現在分詞」）と対応

しているため、二世の BOCJ ではパーフェクト性をあらわすものとしてはあまり用いられない。パ

ーフェクト性をあらわす用例の分析を通して、L1（この場合は、ポルトガル語）は、特定の形式（こ

の場合は、琉球クレオロイドのシテアル、シテアッタ）を維持しやすくしている反面、特定の用法

（この場合は、シテアル、シテアッタの＜間接確認＋推論＞、シテイルの＜現在パーフェクト＞）

が消滅する原因にもなっていることがわかった。 

反復性をあらわすには、基本的に標準日本語のスル、シタ、シテイル、シテイタ、そして、琉球

クレオロイドのシヨッタが用いられるが、西日本方言のシヨル、シトッタの使用も見られた。ただ

し、よく用いられるのは、琉球クレオロイドの形式であり、特に一世の間では過去・反復性をあら

わすにはシヨッタがよく用いられる。 

二世の BOCJ ではシタで過去・反復性（特に過去の習慣の場合）をあらわすことはあまりない。

なぜなら、ポルトガル語では過去・完成性をあらわす形式（完全過去形）と過去の習慣（不完全過

去形）をあらわす形式が区別されるため、二世は、基本的に完成性をあらわすシタを過去の習慣を

あらわすものとしては使用しない。一方、シテイルに形式的に対応する「Estar（現在形）＋現在
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分詞」で反復性をあらわすことができるため、シテイルは二世の BOCJ でよく使用されている。L1

との対応があるか否かで、話者は使用する形式を選択するのである。 

 

第三章：ブラジル沖縄コロニア琉球語の ATM 体系 

本章では、自然談話及び面接調査で得られた用例を分析しつつ、琉球語の変種として使用される

ブラジル沖縄コロニア語、つまりブラジル沖縄コロニア琉球語（以下、BOCR）の ATM 体系につ

いて述べる。なお、狭義のブラジル沖縄コロニア語、つまり、L2 の不完全な習得によって発生する

言語体系（二世の BOCR）の特徴的な形式だけでなく、一世の BOCR も取り上げて、広義の BOCR

における複数の接触要素の併存、L1 の影響による誤用の発生、形式の意味の変容について述べる。 

 なお、本章で挙げる用例には、琉球諸方言の差が見られる。例えば、「かむん（食べる）」という

動詞のシタの形は、「カダン」であらわれたり、「カラン」であらわれたりする。これは、アスペ

クト形式ではなく、方言間に見られる音韻上の違いである。また、継続性をあらわすには「ソーン」

が用いられる地域（読谷村、北谷村など）と「シチュン」が用いられる地域（今帰仁村、糸満市な

ど）があるが、いずれも同じアスペクト的な意味をあらわしているため、本論では両方をシテオル

相当形式のバリアントとして扱う。また、読谷村の「ちゅん（来る）」と糸満市の「きん（来る）」

などの動詞の語源に見られる違いも本論では問題にしない。ただし、形式の違いで誤解を招くおそ

れがある場合は、脚注でその違いを取り上げて説明する。 

 

第一節：完成性をあらわす動詞の形 

BOCR の完成性をあらわす形式には、シオル相当形式、シタ相当形式、シオッタ相当形式がある。

シオル相当形式は非過去・完成性をあらわし、シタ相当形式、シオッタ相当形式は過去・完成性を

あらわす。シオッタ相当形式は話し手がある出来事を直接確認したことを明示する。BOCR の完成

性をあらわす形式は、基本的に琉球語と同じである。 

 

第一項：シオル相当形式 

BOCR のシオル相当形式は、琉球語と同様に、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では未来

における動作の実現をあらわし、主体変化動詞では未来における変化の実現をあらわす。その未来

の動作や変化は、話の瞬間に直接確認することができない、ポテンシャルなものであり、実現が確

実な未来の出来事である。 

また、直後の未来の出来事をあらわすことがあり、以下、365、367 では、動作の達成直前、369

～371 では、変化の達成直前があらわされている。そして、366 のように一人称で未来の動作をあ

らわす場合には、話し手の意志が同時に表明される場合がある。 

シオル相当形式は、ポルトガル語にも対応する形式があり（未来・完成性をあらわす諸形式）、二
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世の言語においても L1 の影響による習得の問題が生じることなく、365～372 のような用例は、

一世及び二世の言語に見られる。 

 

主体動作動詞 

365. なま あみ ふいんどー。（今雨が降るよ） 

366. わんや てんぷら かむん（私は天ぷらを食べる） 

 

主体動作客体変化動詞 

367. たるーが はく あきゆん。（太郎が箱を開ける） 

368. あちゃーぬ ろくじんじ51 あきーん。（明日の 6 時に開ける） 

 

主体変化動詞 

369. ゆー わかし。うまりんどー。（お湯を沸かして。生まれるよ） 

370. わんねー なー くゎいしゃーんかい いんじゆんど。（私はもう会社に出るよ） 

371. わんねー なー くゎいしゃーんかい いきんど。（私はもう会社に行くよ） 

372. うぬ せんせー きゅー きーんどー。（その先生は、今日来るよ） 

 

第二項：シタ相当形式 

BOCR のシタ相当形式は、過去の動作や変化をひとまとまりの出来事としてあらわす。主体動作

動詞及び主体動作客体変化動詞では過去における動作の実現をあらわし、主体変化動詞では過去に

おける変化の実現をあらわす。 

シタ相当形式は、ポルトガル語にも対応する形式があり（完全過去形）、二世の言語においても

L1 の影響による習得の問題が生じることなく、373～385 のような用例は、一世及び二世の言語に

見られる。 

 

主体動作動詞 

373. わんねー ちぬ てんぷら かだん。（私は昨日天ぷらを食べた） 

374. わんや ちんぬ てんぷらー からん52。（私は昨日天ぷらを食べた） 

375. わんや ちんぬ さき ぬだん。（私は昨日酒を飲んだ） 

                                                   
51 「ろくじんじ」は、日本語の「6 時」に琉球語の「んじ」（＝所格）が膠着しているものであるが、正しい助詞

は「に」（＝与格）である。これは二世に見られた誤用である。 
52 「かむん（食べる）」という動詞の過去形は、373 では「かだん」、374 では「からん」とあらわれているが、

これは方言差によるものである。ブラジルでは、琉球諸方言の接触も起きており、同じ家庭内で二つの異なる形式

が混在することもよく見られる。 
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376. ちぬ ゆなかに あみ ふたん。（昨日、夜中に雨が降った） 

377. ゆーびぬ ゆなか あみが ふたん。（夕べの夜中、雨が降った） 

 

主体動作客体変化動詞 

378. こんな 大きな cobra くまんかい 首 くるちゃん わんが。（こんな大きな蛇、ここから、

首、殺した、私が） 

379. たるーが はく あきたん。（太郎が箱を開けた） 

380. かじ いりんでぃち あまぬ まど わんが あきたん。（風を入れるためにあそこの窓は私が

開けた） 

 

主体変化動詞 

381. ちぬ くぬ まちやや くじに あちゃん。（昨日、この店は九時に開いた） 

382. きんぎょーや しじゃん。（金魚は死んだ） 

383. まやーや くまうてぃ くるまに はにらってぃ しじゃん。（猫はここで車にはねられて死ん

だ） 

384. ちぬ わったー まやや まーちゃん53。（昨日、うちのネコは死んだ） 

385. あれー さく んじち けーたん。（彼は癇癪が出て（＝怒って）帰った） 

 

第三項：シオッタ相当形式 

BOCR のシオッタ相当形式は、琉球語と同様に話し手が直接確認した過去の出来事をあらわす。

これに対して、話し手がある出来事を直接確認したかどうか問題とされない場合、シタ相当形式が

用いられる。話し手が直接確認したことをあらわすことから、シオッタ相当形式を用いる場合、主

体は必ず一人称以外のものでなければならない。 

また、ポルトガル語には、このような認識的なムードをあらわす形式がないため、二世の間では

シオッタ相当形式はあらわれにくく、過去のひとまとまりの出来事は、常に目撃中立過去のシタ相

当形式であらわされる傾向が見られる。以下の 386～397 の用例は、一世と準二世から得られたも

のである。 

 

主体動作動詞 

386. ありが くさりとーる ぎゅーにゅー ぬむたん。（彼が腐った牛乳を飲んだ）（直接確認） 

                                                   
53 「まーちゃん」（死んだ）は「人が死んだ」ときにしか用いられない動詞であるが、これは、「人の死」と「動物

の死」を表現する動詞を区別しないポルトガル語の影響を受けた二世の例である。 
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387. ありが わんが ちゅくてーる てんぷら むる かむたん。（彼が私の作った天ぷらを全部

食べた）（直接確認） 

388. ありが わらびぬ ぐとぅし なちゅたん。（彼が子どものように泣いた）（直接確認） 

389. おとーや ちんぬ さき ぬむたん。（お父さんは昨日酒を飲んだ）（直接確認） 

 

主体動作客体変化動詞 

390. ありが くぬ ぞーりし とーびーらー くるすたん。（彼がこの草履でゴキブリを殺した）（直

接確認） 

391. ありが くぬ はさんし かび ちーたん。（彼がこのはさみで紙を切った）（直接確認） 

392. ぬするが くるま ちちくゎーすたん。（泥棒が車をぶつけた）（直接確認） 

393. ぬするが いし なぎやーま ガラスまどぅ わいたん。（泥棒が石を投げてガラス窓を割っ

た）（直接確認） 

 

主体変化動詞 

394. まやーや ちんぬ くまんじ くるまんかい はにらってぃー しぬたん。（猫は昨日ここで車

にはねられて死んだ）（直接確認） 

395. かんないし でんきぬ ちゃーいたん。（雷で電気が消えた）（直接確認） 

396. バスが くまんかい とぅまいたん。（バスがここに止まった）（直接確認） 

397. ぬするが あまから ひんぎーたん。（泥棒があそこから逃げた）（直接確認） 

 

また、琉球語と同様に BOCR のシオッタ相当形式には＜非実現・未遂＞をあらわす派生的な用法

があり、一世の言語に次の用例が確認された。 

 

主体動作動詞 

398. やがて ぬむたん。（もう少しで飲むところだった） 

 

第四項：その他の形式（誤用の発生） 

二世の間で完成性をあらわす意味でシテアル相当形式が用いられた例がある。基本的にシテアル

は、完成性をあらわすことができず、結果性（客体結果）やパーフェクト性をあらわす場合に用い

られる。したがって、次の 399 の用例は、シテアルが用いられていることで主体が「指を切る」と

いう動作を行ない、「指を切った」ことの効力が残っているというパーフェクト性の意味をあらわし

ている。パーフェクト性をあらわしているため「主体が意図的に指を切った」というニュアンスま

でが含まれてしまう。これは、形式の誤用だと見なされる。ポルトガル語では、同じ形式によって
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過去の完成性もパーフェクト性もあらわすことができるため、おそらく話者は、琉球語での区別が

わからず、シテアル相当形式を単なる過去の出来事をあらわす形式として認識していることが誤用

の原因だと考えられる。 

そして、なぜあえてシテアル相当形式を使用するかというと、これは一世の言語ではシテアル相

当形式の使用頻度が高く、二世は普段聞きなれているこの形式を無意識に選択しているだけである

と考えられる。 

 

399. ?わんね いーび ちっちぇん。（?私は指を切ってある） 

 

また、話し手が直接確認していない出来事をあらわすのに直接確認をあらわすシオッタ相当形式

（目撃明示過去）が用いられた例がある。以下の用例では、痕跡に基づいて過去の出来事を推論し

ているため、本来ならば、シタ相当形式、またはシテアル相当形式を用いるべきである。しかし、

推論しているにもかかわらず、直接確認をあらわすシオッタ相当形式が用いられている。これも形

式の誤用だと見なされる。ポルトガル語には、直接確認をあらわす形式がなく、おそらく話者は、

シオッタ相当形式を単純に過去の出来事をあらわす形式として認識していることが誤用の原因だと

考えられる。 

 

400. ［太郎は一人でおじさんの家に行けないと思っていたが、おじさんの家からもらってきた野菜

があるのを見て］  

?あきさみよー ひるまさん たろーが どぅーちゅいし おじさんぬ やんかい はいたん。

（あら、めずらしい、太郎が一人でおじさんの家に行った） 

 

第二節：継続性をあらわす動詞の形 

BOCR の継続性をあらわすには、基本的に非過去ではシテオル相当形式、過去ではシテオッタ相

当形式が用いられる。琉球語では、シオル相当形式によって＜動作の進行＝継続＞をあらわすこと

ができるが、BOCR ではその用法は見られなかった。また、特徴的なのは、二世以降の BOCR で

シテオル相当形式に＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生しているところである。 

 

第二項：シテオル相当形式 

BOCR のシテオル相当形式は、琉球語と同様に継続過程にある現在の出来事をあらわす。主体動

作動詞及び主体動作客体変化動詞では現在における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動

詞では現在における＜変化結果の継続＞をあらわす。 

しかし、二世以降の BOCR では、シテオル相当形式に＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発
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生しており、同じ形式によって＜変化結果の継続＞（415～419）と＜変化の進行＝継続＞（420、

421）の両方の意味をあらわすことができる。この用法は、＜動作の進行＝継続＞と＜変化の進行

＝継続）を同じ形式であらわすポルトガル語の影響によるものであり、従来＜動作の進行＝継続＞

しかあらわさないシテオル相当形式は、二世以降の BOCR では＜変化の進行＝継続＞をもあらわす

形式に変容している。 

また、終助詞の＜さやー＞が共起している 407～410、418、419 では継続性の意味に＜意外性＞

の意味が加わり、＜意外な継続性＞があらわされている。 

 

主体動作動詞 

401. わんね なま てんぷら かどーん。（私は今天ぷらを食べている） 

402. わったー いんぐゎー なま くゎとーん。（うちの犬は今喰っている） 

403. わったー わらばーたー なま garage54んじ あしろーん。（うちの子どもたちは今ガレージ

で遊んでいる） 

404. うれー にほんうた あびとーっさ。（その人は日本の歌を歌っている） 

405. さぶろーとぅ さき ぬろーん。（三郎と酒を飲んでいる）.  

406. なー ぬろーるばい。（もう飲んでいるのか） 

407. ［飲まずに待っていると言った友だちが飲んでいるのを見て］まっちぇー うらん。 なー ぬ

ろーさやー。（待ってはいない。もう飲んでいるんだ！） 

408. ［飲まずに待っていると言った友だちが飲んでいるのを見て］あきじゃみよー なー ぬどー

さやー。（あら、もう飲んでいるんだ！） 

409. ［今日は酒を飲まないと言った太郎が飲んでいるのを見て］たろーや ちゅーや ぬまんでぃ 

いーたるむん ぬどーさやー。（太郎は今日飲まないと言ったのに、飲んでいるんだ！） 

410. ［今日は酒を飲まないと言った太郎が飲んでいるのを見て］たるーや ちゅー ぬまんでぃち 

いちょーしが ぬどーさやー。（太郎は今日飲まないと言っているが、飲んでいるんだ！） 

 

主体動作客体変化動詞 

411. たるが はく あきとーん。（太郎が箱を開けている） 

412. わんねー さら あらとーん。（私は皿を洗っている） 

413. わんねー むん あちらっちゅん55。（私はご飯を温めている） 

414. ［子どもだからスイカを切れないと思ったが、スイカを切っているのを見て］あぎじゃみよー 

                                                   
54 「garage＝車庫」（正しくは、garagem）は、ポルトガル語の名詞の借用である。 
55 これは糸満市系二世話者の用例である。 
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やーがる ちっちょーんな。（あら、あなたが切っているの？） 

 

主体変化動詞 

＜変化結果の継続＞ 

415. はくや あちょーん。（箱は開いている） 

416. ありが うじゃさーが ゐる とぅくるんかい ゐちょーん。（彼がおじさんの座るところに座

っている） 

417. うぬ きーや けーりとぅん56。（その木は倒れている） 

418. しちゃんかい んじょーさやー。（下に行っているんだ！） 

419. ［来ないと思っていた人が来ているのを見て］ちょーさやー。（来ているんだ！） 

＜変化の進行＝継続＞ 

420. ［戸が開きつつあるのを見て］はしるが あちょーん。（戸があきつつある） 

421. わんね ゆーずしが いちょーん57。（私は用事をしに行きつつある） 

 

第三項：シテオッタ相当形式 

BOCR のシテオッタ相当形式は、継続過程にある過去の出来事をあらわす。主体動作動詞及び主

体動作客体変化動詞では過去における＜動作の進行＝継続＞をあらわし、主体変化動詞では過去に

おける＜変化結果の継続＞をあらわす。 

なお、シテオッタ相当形式の非過去の形であるシテオル相当形式では、形式の意味の変容が起こ

り、主体変化動詞では＜変化の結果の継続＞と＜変化の進行＝継続＞の両方の意味をあらわすこと

ができるが、調査では、シテオッタが＜変化の進行＝継続＞をあらわしている用例は見られなかっ

た。しかし、BOCJ の場合は、シテイルとシテイタで＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生

しているため、おそらく BOCR でもシテオル相当形式だけではなくシテオッタ相当形式でも形式の

意味の変容が起こり、＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が発生していると思われる。 

 

主体動作動詞 

422. さぶろー てんぷら かろーたん。（三郎は天ぷらを食べていた） 

423. たるーや わらびんちゃーとぅ とりあいさーに かどーたん。（太郎は子どもたちと取り合い

をして食べていた） 

                                                   
56 これは糸満市系二世話者の用例である。 

57 「行っている」に相当する正しい動詞の形は「んじょーん」だが、話者は間違って「いちょーん」と言っている。

二世にとって（日本語よりも不規則的である）琉球語の動詞の活用形は難しいものである。 
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424. さぶろーや さきぐゎー ぬろーたん。（三郎は酒を飲んでいた） 

 

主体動作客体変化動詞 

425. はく たるーが あきとーたん。（箱を太郎が開けていた） 

 

主体変化動詞 

426. Família くまんかい ちょーたんど。（家族はここに来ていたよ） 

427. ちぬや くぬ はくや あちょーたん。（昨日はこの箱は開いていた） 

428. あぎじゃみよ たーが くまんかい いちょーたがやー。（誰がここに座っていたのかな） 

 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形 

BOCR のパーフェクト性をあらわす形式には、次の形式が用いられる。 

 

シタ相当形式：現在パーフェクト 

シテオル相当形式：現在パーフェクト 

シテオッタ相当形式：過去パーフェクト 

シテアル相当形式：現在パーフェクト 

シテアッタ相当形式：過去パーフェクト 

 

この中では、シテアル相当形式、シテアッタ相当形式が最もあらわれやすかった。後述するよう

に、二世の BOCR でもシテアッタがよく用いられるのは、ポルトガル語のパーフェクト性をあらわ

す形式と対応しているからである。ただし、BOCR のシテアルとシテアッタは、琉球語に見られる

＜間接確認＋推論＞や＜意外性＞をあらわすムード的な用法が失われる場合があり、形式の用法が

単純化している。 

 

第一項：シタ相当形式 

BOCR のシタ相当形式は、現在に置かれた基準時点において先行時の出来事の効力が残っている

こと、つまり、＜現在パーフェクト＞をあらわす。この用法は、完全過去形を用いて＜現在パーフ

ェクト＞をあらわすポルトガル語の用法と対応しており、この形式は、二世の間でも問題なく使用

されている。429、430 のような用例は、一世及び二世の言語に見られる。 

用例では、「なー」（もう）という副詞との共起によって、パーフェクト性の意味が現在と関係づ

けられないアオリスト過去と区別される。調査では、主体動作動詞と主体動作客体変化動詞の用例

が確認された。 
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主体動作動詞 

429. ［もうご飯を食べたのかと聞かれて］なー からん。（もう食べた） 

主体動作客体変化動詞 

430. ［もう卵を割ったのかと聞かれて］いー、なー わたん。（うん、もう割った） 

 

第二項：シテオル相当形式 

BOCR のシテオル相当形式は、現在に置かれた基準時点において先行時の出来事の効力が残って

いること、つまり、＜現在パーフェクト＞をあらわす。調査では、主体動作動詞の 2 例しか確認で

きず、使用頻度が低いといえる。その代り、よく用いられるのは、後述するシテアル相当形式であ

る。 

また、シテオル相当形式と形式的に対応するポルトガル語の形式（「Estar（現在形）＋現在分詞」）

では、パーフェクト性をあらわすことができないため、このシテオル相当形式の用法は、二世に受

け継がれにくく、一世よりも使用頻度が低くなる。調査では、二世の用例を得ることができなかっ

た。 

 

主体動作動詞 

431. ［もうご飯を食べたのかと聞かれて］なー かどーん。（もう食べた） 

432. ［もうご飯を食べたのかと聞かれて］ちゅふぁーら かどーん。（たくさん食べた） 

 

第三項：シテオッタ相当形式 

BOCR のシテオッタ相当形式は、琉球語と同様に過去に置かれた基準時点においてそれよりも前

に実現された動作や変化の効力が残っていたこと、つまり、＜過去パーフェクト＞をあらわす。調

査では、主体動作動詞と主体変化動詞の例が確認された。 

 

主体動作動詞 

433. ちぬ たるや まーがらうてぃ かどーたさ。（昨日、太郎はどこかで食べていた） 

 

以下の図 22 は、433 を例にとって主体動作動詞における＜過去パーフェクト＞の意味をあらわ

したものである。 
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図 22．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

かだん        ちぬ（のある時点）   今 

（食べた）      （昨日） 

 

433 は、発話時である「今」より前にある設定時（ちぬ（のある時点））において、それよりも前

に実現された動作（かだん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

主体変化動詞  

434. うぬ みかんぬ あみ ふーらん まーる むる うてぃとぅたん58。（そのみかんは雨が降る

前に全部落ちていた） 

435. くじや なー わんねー やーから んじとぅたん59。（9 時には私はもう家から出ていた） 

 

以下の図 23 は 434、図 24 は 435 を例にとって主体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意

味をあらわしたものである。 

 

図 23．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

みかんぬ うてぃたん    あみ ふたん      今 

（みかんが落ちた）    （雨が降った） 

 

434 は、発話時である「今」より前にある設定時（あみ ふたん）において、それよりも前に実

現された変化（みかんぬ うてぃたん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

 

 

                                                   
58 これは糸満市系二世話者の用例である。 
59 これは糸満市系二世話者の用例である。 
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図 24．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

やーから んじたん    くじ            今 

（家から出た）     （9 時） 

 

435 は、発話時である「今」より前にある設定時（くじ）において、それよりも前に実現された

変化（やーから んじたん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

第四項：シテアル相当形式 

BOCR のシテアル相当形式は、琉球語と同様に＜現在パーフェクト＞をあらわす。主体動作動詞

及び主体動作客体変化動詞では現在に置かれた基準時点において先行時の動作の効力が残っている

ことをあらわし、主体変化動詞では現在に置かれた基準時点において先行時の変化の効力が残って

いることをあらわす。また、主体動作客体変化動詞の場合は、439～444 のようにパーフェクト性

をあらわすと同時に＜客体結果＞もあらわす。 

 

主体動作動詞   

436. ［昼ごはんを食べたのかと聞かれて］なー かでーん。（もう食べた） 

437. ［えさがなくなっているのを見て］えさ いってーたるむん。なー かでーん。（餌を入れたの

に。もう食べた） 

438. ［えさがなくなっているのを見て］わーぬ むん くゎてーさ。（豚の餌を食った） 

 

主体動作客体変化動詞 

439. たろーが うぬ はく きぬ あきてーん。（太郎がその箱を昨日開けている。箱が開けてある） 

440. わんねー うぬ まろー かじ いりーんでぃち、あきてーん。（私は、その窓は、風を入れる

ために開けた。窓が開けてある） 

441. ［窓が開いているのを見て］たーがらが また まどぅ あきてーさ。（誰かがまた窓を開けた。

窓が開けてある） 

442. ［切られているスイカを見て］すいくゎ たーがらが ちっちぇん。（スイカを誰かが切った。

スイカが切ってある） 
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443. たーがてぃ うぬ すいか きっちぇーさ！60（誰かそのスイカを切った！スイカが切ってあ

る） 

444. みちこが すいくゎ ちっちぇん。（みち子がスイカを切った。スイカが切ってある） 

 

そして、すべての動詞のタイプにおいて＜間接確認＋推論＞をあらわすことができる。主体動作

動詞及び主体動作客体変化動詞では痕跡に基づく以前の動作の推論、主体変化動詞では痕跡に基づ

く以前の変化の推論をあらわす。主体動作客体変化動詞の場合は、＜客体結果＞が痕跡になり、そ

れに基づいて＜動作主体＞を推論する。義務的ではないが、＜推論＞をあらわす場合は終助詞「さ

やー」が付加されることが多い。  

 

主体動作動詞 

445. ［皿が空になっているのを見て］たろーや かまんでぃ いーたるむん かでーさやー。（太郎

は食べないと言ったのに食べたと推論している） 

446. ［空き瓶を見て］おとーや ちんぬ さき ぬれーさやー。（父は昨日酒を飲んだと推論してい

る） 

447. ［部屋が酒臭いのを感じて］ゆーび くまんじ さき ぬれーさやー。（夕べここで酒を飲んだ

と推論している） 

448. ［なかなか起きてこないので部屋を覗いたところ、太郎と三郎が寝ているのを見て］あったー 

たいぐりー さき ぬでーさ。（あの二人は酒を飲んだと推論している） 

449. ［樋が落ちているのを見て］くねーだぬ あみや そーとー ふてーさやー。（この間の雨は相

当降ったと推論している） 

 

主体動作客体変化動詞 

450. ［スイカが肉臭いのを感じて］しし ちっちぇーる ほーちゃーし すいくゎ ちっちぇーさ

やー。（肉を切った包丁でスイカを切ったと推論している） 

451. ［スイカが肉臭いのを感じて］うぬ すいくゎー あじ かわとーんや。ししかじゃー すっ

さ。しし きっちぇーる ほーちゃーし きっちぇーさ。（このスイカは味が変わっているね。

肉の匂いがする。肉を切った包丁でスイカを切ったと推論している） 

 

主体変化動詞 

452. ［おじさんの家からもらってきた野菜があるのを見て］たろーや おじさんぬ やんかい ん

じぇーさ。（太郎はおじさんの家に行ったと推論している） 

                                                   
60 これは糸満市系二世話者の用例である。 
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453. ［窓は今閉まっているが、木の葉が部屋に入っているのを見て］うぬ まろー あちぇーさ。

（その窓は開いたと推論している） 

 

 次の 454 と 455 もパーフェクト性をあらわしている。痕跡はないが、話し手はこれまでの経験や

状況を基に過去の出来事を推論している。 

 

454. ［食いしん坊の太郎が食べようとしないのを見て］たろーや まちげー ねーらん まーがら

んじ かでーさ。（太郎は間違いなくどこかで食べたに違いない）  

455. ［いつもだったら食べるのに食べようとしない人たちを見て］くったーや almoço かまんで

ーさんむん restaurante まーがらんじ かでーさ。（こいつらは昼ご飯を食べようとしないも

の、レストラン、どこかで食べたに違いない） 

 

次の用例では、＜間接確認＋推論＞と同時に＜意外性＞の意味があらわされている。先行時の出

来事の痕跡が残っており、それを基に話し手は過去の出来事を推論し、更に、その出来事は話し手

にとって意外なことであるということがあらわされている。 

 

主体動作動詞 

456. ［太郎は食べないと思っていたが、空になった皿を見て］うぬ たろーや むぬ かまんでぃ 

いーしが、むる うちゅかれーん。（太郎のやつは、ご飯食べないと言うが、全部食べたんだ！） 

457. ［太郎は食べないと思っていたが、空になった皿を見て］かまんでぃ いちょーたしが、うち

かでーさ。（食べないと言っていたが、全部食べたんだ！） 

458. ［酒に触らないように言ったのに、酒が減っているのを見て］さきんかい さーらんでぃち い

ちょーしが ありが ぬでーん。（酒に触らないと言っていたが、彼が全部飲んだんだ！） 

459. ［酒に触らないように言ったのに、酒が減っているのを見て］さんじゅーねん ないる さき 

やぐとぅ くれー さーんなよでぃ いちぇーたるむん くったーや ちんぬ ぬでーさ。（三

十年の酒だから、これは触るなと言ってあったのに、こいつらは昨日飲んだんだ！） 

460. ［晴れだと思って干したのに洗濯物が濡れているのを見て］あみ ふらんでぃ うむいたるむ

ん あみ ふてーさやー。（雨は降らないと思ったのに、降ったんだ！） 

 

主体変化動詞 

461. ［生きていると思っていた猫が死んでいるのを見て］とぅないぬ まややー しじぇーさやー。

（隣の猫は死んだんだ！） 

462. ［生きていると思っていた魚が死んでいるのを見て］いよー けーしじぇーん。（魚は死んだん
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だ！） 

463. ［太郎は一人でおじさんの家に行けないと思っていたが、おじさんの家からもらってきた野菜

があるのを見て］あり、ひるましーむん たろーや どぅーちゅい おじさんぬ やーかい ん

じぇーさやー。（あれ、めずらしい、太郎は一人でおじさんの家に行ったんだ！） 

464. ［太郎は一人でおじさんの家に行けないと思っていたが、おじさんの家からもらってきた野菜

があるのを見て］あれ ひるまさる たろーや どぅーちゅい おじさんやんかい んじぇー

さやー。（あれ、めずらしい、太郎は一人でおじさんの家に行ったんだ！） 

 

次の 465 では、パーフェクト性及び意外性の意味があらわされている。 

 

465. ［来ないと思っていた人が来ているのを見て］ちぇーさや。（来たんだ！） 

 

琉球語のシテアル相当形式には＜意外性＞をあらわすムード的な用法があり、パーフェクト性の

意味が含まれない場合（例えば、意外な動作進行）でもシテアル相当形式が用いられる。以下、466

～468 に挙げているように BOCR でもこの用法は確認された。しかし、これは一般的ではなく、多

くの話者は、パーフェクト性の意味がなければこの形式を用いることはできず、「シテアル相当形式

は過去のことしか言えない」とこの形式の意味を理解している。 

 

主体動作動詞 

466. ［太郎が飲んでいるのを見て］ちゅーや さき ぬまんでぃち いちょーるむぬ また ぬれ

ーさやー。（今日は酒を飲まないと言っているが、また飲んでいるんだ！） 

467. ［飲まずに待っていると言った友だちが飲んでいるのを見て］またんよーく なー ぬれーさ

やー。（待たないで、もう飲んでいる！） 

468. ［天ぷらが嫌いな太郎が天ぷらを食べているのを見て］たろーや てんぷら すかんたるむん 

わらばーたーとぅ けーとぅばーけーし かでーさ。（太郎は、天ぷらは好きじゃないのに子ど

もたちと取り合いをして食べているんだ！）  

 

主体動作客体変化動詞 

469. ［子どもだからスイカを切れないと思ったが、スイカを切っているのを見て］くぬ すいか っ

やー わらばーる やるむんぬ ちっちぇーさやー。（このスイカ、おまえは子どもなのに切っ

ているんだ！） 
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また、パーフェクト性をあらわすものではないが、琉球語と同様に BOCR のシテアル相当形式

には＜非実現・未遂＞をあらわす派生的な用法があり、一世の言語では次の用例が確認された。 

 

主体動作動詞 

470. あい！やがて ぬむてーさ。 （あ！もう少しで飲むところだった）  

 

＜現在パーフェクト＞をあらわすには、シタ相当形式とシテオル相当形式よりシテアル相当形式

の方が使用頻度は高いと前述した。本節で挙げた用例は、一世及び二世の話者から得られたもので

あり、やはり二世でもシテアル相当形式はよく用いられている。インフォーマントとなった二世話

者（糸満市系二世話者、50 代）は、家庭内で琉球語を習得し、日常的に琉球語を話す話者である。

一方、琉球語の運用能力が低くなった話者の場合は、シテアル相当形式の使用頻度が低くなり、パ

ーフェクト性をあらわすには、シタ相当形式の方があらわれやすい。これは、シタ相当形式がポル

トガル語でパーフェクト性をあらわす完全過去形と形式的に対応しているからだと考えられる。 

 

第五項：シテアッタ相当形式 

BOCR のシテアッタ相当形式は、シテアル相当形式と対立して、過去に置かれた基準時点におい

て、それよりも前に実現された動作や変化の効力が残っていたこと、つまり＜過去パーフェクト＞

をあらわす。主体動作客体変化動詞では、過去パーフェクトをあらわすと同時に＜客体結果＞もあ

らわす。 

工藤は、琉球語のシテアッタ相当形式は、主体動作動詞と主体変化動詞ではあまり使用されない

としているが、BOCR ではどのタイプの動詞でも＜過去パーフェクト＞をあらわす意味でこの形式

がよく用いられている。これは、BOCJ で琉球クレオロイドの用法が採用され、動詞のどのタイプ

においてもシテアッタが用いられていることと似ている。 

また、BOCJ のシテアッタのように、シテアッタ相当形式は、ポルトガル語の＜過去パーフェク

ト＞をあらわす「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」と形式的・意味的に似ているため、二世の間

でもこの形式は維持されやすく、受け継がれている。 

 

主体動作動詞 

471. （亡くなる前に）しんしゃ こーてーたんど。（新車を買っていたよ） 

472. やーが きーねー むぬ うちゅかれーたん。（あなたが来たときご飯を全部食べていた） 

473. っやーが くーらん まーるうてぃ わんねー なー うぬ そーみん うちゅかれーたん。

（おまえが来る前に私はもうそのそうめんを全部食べていた） 

474. わったー おとーや いしゃんかい いかん まーるうてぃ ミルク うちゅぬれーたん。（私
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のお父さんは、医者に行く前にミルクを全部飲んでいた） 

475. うぬ ドラマ はじまらん まーるうてぃ わんねー なー あみてーたん。（そのドラマが始

まる前に私は既にシャワーを浴びていた） 

 

以下の図 25 は 471、図 26 は 472 を例にとって主体動作動詞における＜過去パーフェクト＞の意

味をあらわしたものである。473～475 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことが

できる。 

 

図 25．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

しんしゃ こーたん    （亡くなったとき）    今 

（新車を買った）     

 

471 は、発話時である「今」より前にある設定時（亡くなったとき）において、それよりも前に

実現された動作（しんしゃ こーたん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

図 26．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

むる うちゅからん    やーが きーねー     今 

（ぜんぶ食べた）    （あなたが来たとき） 

 

472 は、発話時である「今」より前にある設定時（やーが きーねー）において、それよりも前

に実現された動作（むる うちゅからん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

主体動作客体変化動詞 

476. くじゅ わんねー なー かーじり きちぇーたん。（去年、私は既に髪を切っていた） 

477. Maria っちゅが くーらん まーるうてぃ やーや むる すすてーたん。（マリアは、人が

来る前に家を全部掃除していた） 

478. Pedro くるまー うらん まーるうてぃ むる あらてーたん。（ペドロは、車を売る前に全
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部洗っていた） 

479. Pedro やーから んじらん まーるうてぃ まる あきてーたん。（ペドロは、家から出る前

に既に窓を開けていた） 

 

以下の図 27 は 476 を例にとって主体動作客体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意味を

あらわしたものである。477～479 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができ

る。 

 

図 27．過去パーフェクト（主体動作客体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

かーじり きちゃん     くじゅ         今 

（髪を切った）       （去年） 

 

476 は、発話時である「今」より前にある設定時（くじゅ）において、それよりも前に実現され

た動作（かーじり きちゃん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

主体変化動詞 

480. バスが とぅーたいねー わんねー なー だいがくんかい んじぇーたん。（バスが通ったと

き私はもう大学に行っていた） 

481. くじや なー わんねー やーから んじてーたん。（9 時には私はもう家から出ていた） 

482. やーが ちゃいねー マリア なー はてーたん。（あなたが来たとき、マリアはもう去ってい

た） 

483. うぬ みかんぬ あみ ふーらん まーるうてぃ むる うてぃてーたん。（そのみかんは、雨

が降る前に全部落ちていた） 

 

以下の図 28 は 480、図 29 は 481 を例にとって主体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意

味をあらわしたものである。482、483 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことが

できる。 
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図 28．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

わんねー だいがくんかい    バスが とぅーたいねー   今 

んじゃん（私は大学に行った）  （バスが通ったとき） 

 

480 は、発話時である「今」より前にある設定時（バスが とぅーたいねー）において、それよ

りも前に実現された変化（わんねー だいがくんかい んじゃん）の効力が残っていたことをあら

わしている。 

 

図 29．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

わんねー やーから んじたん    くじや        （今） 

（私は家から出た）        （9 時には） 

 

481 は、発話時である「今」より前にある設定時（くじや）において、それよりも前に実現され

た変化（わんねー やーから んじたん）の効力が残っていたことをあらわしている。 

次の 484～490 の用例は、過去パーフェクトをあらわすと同時に＜間接確認＋推論＞をあらわし

ている。つまり、過去のある時点に確認された痕跡に基づいて、それよりも前の出来事を推論した

ことをあらわしている。例えば、484 では、太郎が食べるところを見てはいないが、太郎が近くに

いたなどの状況から食べたのが太郎だと空になった皿を見て推論したことを述べている。 

 

主体動作動詞 

484. ［昨日空になった皿を見たのを思い出して］ちぬ たるーや かまんでぃ いちょーたしが 

かでーたん。（昨日太郎は食べないと言っていたが食べたと推論している） 

485. ［昨日空になった皿を見たのを思い出して］きぬ たろーや かまんでぃち あいたーしが、

かれーたん。（昨日太郎は食べないと言っていたが食べたと推論している） 

486. ［昨日食べようとしない太郎がいたのを思い出して］あ、きぬー ふかうてぃ かれーたん。（昨

日よそで食べたと推論している） 
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主体動作客体変化動詞 

487. ［窓は閉まっていたが、縁側が濡れていたの見たのを思い出して］たるーが まどぅ あきて

ーたさやー。（太郎が窓を開けたと推論している） 

488. ［過去時に箱が開いていたのを見たのを思い出して］たろーが うぬ はく あきてーたん。

（太郎がその箱を開けてあった） 

 

主体変化動詞 

489. ［木の葉が部屋に入っていたのを思い出して］まどぅ あちぇーたさやー。（窓は開いていたと

推論している） 

490. ［過去時に太郎が持ってきたおみやげを見たのを思い出して］たろー うまんかい ちぇーた

ん。（太郎がここに来ていたと推論している） 

 

 次の 491 の用例では、過去における＜間接確認＋推論＞と同時に＜意外性＞の意味があらわされ

ている。過去に置かれた時点において先行時の出来事の痕跡（空になった皿）が残っており、それ

を基に話し手はそれ以前の出来事（太郎が食べたこと）を推論した。そして、その出来事は話し手

にとって意外なことであったという意味があらわされている。 

 

主体動作動詞 

491. ［太郎は食べなかったと思っていたが、昨日空になったお皿を見たのを思い出して］ちんぬぬ 

ゆーる たろーや かまんでぃ いーたるむん かでーたん。（昨日の夜太郎は食べないと言っ

たのに食べていたんだ！） 

 

第四節：反復性をあらわす動詞の形 

BOCR の反復性をあらわす動詞の形には、シオル相当形式、シテオル相当形式、シタ相当形式、

シオッタ相当形式、シテオッタ相当形式がある。シオル相当形式とシテオル相当形式は現在におけ

る反復性をあらわし、シタ相当形式、シオッタ相当形式、シテオッタ相当形式は、過去における反

復性をあらわす。これは、基本的に琉球語と同じである。過去における反復性をあらわすにはシオ

ッタ相当形式が最も使用頻度が高かった。 

 

第一項：シオル相当形式 

BOCR のシオル相当形式は、現在における反復性をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体変

化動詞では現在において反復的、習慣的に行なわれる動作をあらわし、主体変化動詞では現在にお

いて反復的、習慣的に行なわれる変化をあらわす。 
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スル相当形式は、同じく反復性をあらわすポルトガル語の現在形と形式的に似ているため（精密

にいえば、現在形は＜習慣＞をあらわす）、二世の間でもこの用法は問題なく使用されている。 

 

主体動作動詞 

492. すーや めーなち さき ぬむん。（お父さんは毎日酒を飲む） 

493. おとーや めーにち さき ぬむん。（お父さんは毎日酒を飲む） 

494. わったー わらばーたーや めーにち garage んじ あしぶん。（うちの子どもたちは、毎日

ガレージで遊ぶ） 

 

主体動作客体変化動詞 

495. おじーや ちゃー どぅーくるし だんぱち くゎーすん。（おじいさんいつも自分で髪を切

る） 

496. わんや ちゃー コーヒーんかい さーたー いりーん。（私はいつもコーヒーに砂糖を入れ

る） 

 

主体変化動詞 

497. わらばー ちゃー バスし がっこーんかい いちゅん。（子どもはいつもバスで学校に行く） 

498. ぎんこー めーにち 10 時に あちゅさ。（銀行は毎日 10 時に開く） 

 

第二項：シタ相当形式 

BOCR のシタ相当形式は、過去における反復性をあらわす。主体動作動詞では過去の反復的、習

慣的な動作をあらわす。主体動作客体変化動詞と主体変化動詞の用例は得られなかったが、琉球語

ではこれらのタイプでもシタは反復性をあらわすことができるため、BOCR でも同じだと考えられ

る。しかし、シタ相当形式よりも後述するシオッタ相当形式の使用頻度が高いようである。以下の

用例は、一世及び二世の言語に見られた。 

 

主体動作動詞 

499. わんやー めーにち さき ぬだん。（私は毎日酒を飲んでいた） 

500. ちゃっちゃー61や わかさる とぅちぇー さき ぬだん。（お父さんは若いときは酒を飲ん

だ） 

 

 

                                                   
61 「ちゃっちゃー」という名詞は、一般的ではない。この用例は、30 代の二世話者から得られたものである。 
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第三項：シテオル相当形式 

BOCR のシテオル相当形式は、現在における反復性をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体

変化動詞では現在において反復的、習慣的に行なわれる動作をあらわし、主体変化動詞では現在に

おいて反復的、習慣的に行なわれる変化をあらわす。 

シテオル相当形式は、同じく反復性をあらわすポルトガル語の「Estar（現在形）＋現在分詞」

と形式的に似ているため（精密にいえば、「Estar（現在形）＋現在分詞」は＜反復＞をあらわす）、

二世の間でもこの用法は問題なく使用されている。 

 

主体動作動詞 

501. おとーや めーにち さき ぬろーん。(父は毎日酒を飲んでいる) 

502. すーや めーにち さき ぬどーん。（父は毎日酒を飲んでいる） 

主体動作客体変化動詞 

503. わんねー めーにち さら わとーん。（私は毎日皿を割っている） 

主体変化動詞 

504. ちかぐる ちゃー 10 時めーに にんとーさ。（近頃いつも 10 前に寝ている） 

 

第四項：シオッタ相当形式 

BOCR のシオッタ相当形式は、過去における反復性をあらわす。主体動作動詞及び主体動作客体

変化動詞では過去の反復的、習慣的な動作をあらわし、主体変化動詞では過去の反復的、習慣的な

変化をあらわす。反復性をあらわす意味ではシタ相当形式とシテオッタ相当形式よりもシオッタ相

当形式の使用頻度が高いようである。 

 

主体動作動詞  

505. さぶろーや ゆー さきぐゎ ぬむたん。（三郎はよく酒を飲んでいた） 

506. おとーや わかさたいねー ゆー さき ぬむたん。（父は若いころ、よく酒を飲んでいた）  

507. わんや めーにち さき ぬむたん。（私は毎日に酒を飲んでいた） 

 

主体動作客体変化動詞 

508. ［年寄りの女性が親戚の子どもに対する昔の習慣について］（姪っ子たちの）おしめぐゎー け

ーいたんど。（おむつを替えたよ） 

509. ボリビアんじぇー き とーすたん。（ボリビアでは木を倒していた） 
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主体変化動詞 

510. Feira から ちゃー まじゅん けーいたん。（露天商からいつもいっしょに帰っていた） 

511. ゆーぬ あきーるまでぃ feira んじ にんじゅたん。（夜が明けるまで露天商で寝ていた） 

 

第五項：シテオッタ相当形式 

BOCR のシテオッタ相当形式は、過去における反復性をあらわす。主体動作動詞では過去の反復

的、習慣的な動作をあらわす。琉球語では主体変化動詞と主体動作客体変化動詞でもシテオッタ相

当形式を用いて反復性をあらわす用法があるため、BOCR でも同じだと考えられる。しかし、調査

では、シテオッタ相当形式を用いて反復性をあらわす主体動作客体変化動詞と主体変化動詞の用例

は得られなかった。 

 

主体動作動詞 

512. すーや わかさる とぅちぇー さき ぬどーたん。（父は若いときは酒を飲んでいた） 

513. わんや めーにち さき ぬろーたん。（私は毎日酒を飲んでいた） 

 

第六項：その他の形式（誤用の発生） 

二世の間で反復性をあらわす意味でシテアル相当形式が用いられた例がある。基本的にシテアル

は、反復性をあらわすことができず、結果性（客体結果）やパーフェクト性をあらわす場合に用い

られる。したがって、次の 514 の用例は、誤用だと見なされる。本章第一節で挙げたシテアル相当

形式が過去の完成性をあらわす例と同様に、ポルトガル語では同じ形式によって過去の反復性もパ

ーフェクト性もあらわすことができるため、おそらく話者は、琉球語での区別がわからず、シテア

ル相当形式を単なる過去の出来事をあらわす形式として認識していることが誤用の原因だと考えら

れる。 

完成性をあらわすのにシテアル相当形式が使用される理由と同様に、反復性をあらわすのにシテ

アル相当形式が使用されるのは、一世の言語ではシテアル相当形式の使用頻度が高く、二世は普段

聞きなれているこの形式を無意識に使用しているからだと考えられる。 

 

514. ?やーぬ まどぅ わーが ちゃー あきてーん。（?家の窓はいつも私が開けていた） 

 

第五節：その他の動詞の形 

 本節では、上記の形式以外に調査で確認された形式について述べる。それらは、シオッテアル相

当形式、シテオッテアル相当形式、シテアッテアル相当形式である。ただし、これらの形式は、使

用頻度が低く、得られたのは、以下の 6 つの用例だけである。 
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第一項：シオッテアル相当形式 

BOCR のシオッテアル相当形式は、琉球語と同様にシオル相当形式の連用形であるシオッテに

「アル」が融合した形であり、＜意外な能力・性質の発見＞をあらわす。意外性をあらわしている

ため、終助詞「さやー」が付加される。 

しかし、この形式は、使用頻度が低く、特に二世ではあらわれにくい。ポルトガル語に意外性を

あらわす動詞の形がないため、二世は、このシテオッテ相当形式の代わりに、シオル相当形式を用

いて、意外性をイントネーションによってあらわす。次の用例は、一世から得られたものである。 

 

主体動作動詞 

515. ［太郎が友だちと酒を飲んでいるのを見て］たろーや さき ぬまんでぃ うむいたるむん 

どぅしんちゃーとぅ やれー ぬむてーさやー。（太郎は、酒は飲まないと思ったけど、友人た

ちとだったら飲むんだ！） 

516. ［太郎がラッキョウを食べているのを見て］たろーや らっきょーや かまんがらでぃ うむ

いたるむん かむてーさやー。（太郎は、ラッキョウは食べないかと思ったけど、食べるんだ！） 

主体変化動詞 

517. （この窓）あちゅてーさやー。（この窓は開くんだ！） 

 

第二項：シテオッテアル相当形式 

BOCR のシテオッテアル相当形式は、琉球語と同様にシテオル相当形式の連用形であるシテオッ

テに「アル」が融合した形である。主体動作動詞と主体動作客体変化動詞では＜意外な動作進行の

直接確認＞、主体変化動詞では＜意外な主体の変化結果の直接確認＞をあらわす。そして、琉球語

と同様に意外性をあらわしているため、終助詞「さやー」が付加される。 

しかし、この形式は、使用頻度が低く、特に二世ではあらわれにくい。二世の BOCR ではシテオ

ル相当形式が用いられ、意外性はイントネーションによってあらわされる。次の用例は、一世から

得られたものである。 

 

主体動作客体変化動詞 

518. （窓を）あきとーてーさやー。（窓を開けているんだ！） 

主体変化動詞 

519. （窓が）あちょーてーさやー。（窓が開いているんだ！） 

 

第三項：シテアッテアル相当形式 

BOCR のシテアッテアル相当形式は、琉球語と同様にシテアル相当形式の連用形であるシテアッ
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テに「アル」が融合した形であり、＜意外なことの間接確認＞をあらわす。520 は、過去のある時

点において、そこにあった痕跡＝客体結果に基づいてそれ以前の出来事（窓を開けたこと）を推論

したこと、つまり過去における＜間接確認＋推論＞をあらわしている。そして、その出来事は話し

手にとって意外だったことがあらわされている。意外性をあらわしているため、終助詞「さやー」

が付加される。主体動作客体変化動詞の 1 例しか確認できず、代わりに過去の＜間接確認＋推論＞

をあらわすにはシテアッタ相当形式がよく用いられる。 

 

主体動作客体変化動詞 

520. ［窓は閉まっていたが、縁側が濡れていたの見たのを思い出して］（窓を）あきてーてーさやー。

（窓を開けていたのだ！） 

 

第三章のまとめ 

本章で述べた BOCR の ATM 体系を構成する形式を表 14 のようにまとめることができる。 

 

表 14．BOCR の ATM 体系 

 完成性 継続性 パーフェクト性 反復性 

非過去 シオル相当形式 シテオル相当形式 シタ相当形式 

シテオル相当形式 

シテアル相当形式 

シオル相当形式 

シテオル相当形式 

過去 シタ相当形式 

シオッタ相当形式 

シテオッタ相当形式 シテオッタ相当形式 

シテアッタ相当形式 

シタ相当形式 

シオッタ相当形式 

シテオッタ相当形式 

 

まず、完成性をあらわすにはシオル相当形式、シタ相当形式、シオッタ相当形式が用いられる。

シオル相当形式は非過去・完成性をあらわし、シタ相当形式、シオッタ相当形式は過去・完成性を

あらわす。シオッタ相当形式は話し手がある出来事を直接確認したことを明示する。これは、基本

的に琉球語と同じである。ただし、ポルトガル語には、＜直接確認＞をあらわす用法がないため、

二世の BOCR では、シオッタ相当形式はあらわれにくく、過去の出来事は常にシタ相当形式であら

わされる傾向が見られる。二世の BOCJ でも見られたように二世の BOCR では、完成性をあらわ

す形式の数が少なくなり、体系が単純化しているといえる。 

継続性をあらわす形式にはシテオル相当形式、シテオッタ相当形式がある。シテオル相当形式は

非過去における＜動作の進行＝継続＞、＜変化の結果の継続＞をあらわし、シテオッタ相当形式は

過去における＜動作の進行＝継続＞、＜変化の結果の継続＞をあらわす。そして、二世の BOCR で

はポルトガル語の影響によってシテオル相当形式を用いて＜変化の進行＝継続＞をあらわす用法が
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発生している。二世の BOCJ でも見られたように二世の BOCR では L1 の影響によって形式の意味

が変容しているのである。 

なお、琉球語にはシオル相当形式によって＜動作の進行＝継続＞をあらわす用法があるが、BOCR

ではこの用法は確認できなかった。これは、二世の言語だけでなく、一世の言語でも同じである。

継続性をあらわす意味でシオル相当形式が用いられなくなるのは、シオル相当形式の用法が単純化

しているためである。それと同時に、シテオル相当形式だけで継続性をあらわすようになる点で、

体系が単純化しているといえる。 

パーフェクト性をあらわす形式にはシタ相当形式、シテオル相当形式、シテオッタ相当形式、シ

テアル相当形式、シテアッタ相当形式がある。シタ相当形式、シテオル相当形式、シテアル相当形

式は、＜現在パーフェクト＞をあらわし、シテオッタ相当形式、シテアッタ相当形式は＜過去パー

フェクト＞をあらわす。この中で、シテアル相当形式とシテアッタ相当形式が最も使用頻度が高い。 

二世の BOCR において＜現在パーフェクト＞をあらわすにはシテアル相当形式も用いられるが、

ポルトガル語の＜現在パーフェクト＞をあらわす完全過去形に対応するシタ相当形式がよく用いら

れる。一方、シテオル相当形式は継続性をあらわすポルトガル語の形式（「Estar（現在形）＋現在

分詞」）と対応しているため、パーフェクト性をあらわすものとしてはほとんど用いられない。 

シテアッタ相当形式は二世の BOCR でもよく用いられる。これは、シテアッタ相当形式が形式

的・意味的にポルトガル語の「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」と似ているからである。ただし、

二世の BOCR では琉球語に見られる＜意外性＞をあらわすシテアル相当形式の用法がなくなり、パ

ーフェクト性の意味をあらわす場合にだけこの形式が用いられる。二世の BOCR では＜意外性＞は

イントネーションによってあらわされる。これは、＜意外性＞を動詞の形ではなく、イントネーシ

ョンであらわすポルトガル語の影響だと考えられる。このことから、シテアル相当形式の用法の単

純化が起きているといえる。L1（この場合は、ポルトガル語）との対応性があるがゆえにシテアッ

タ相当形式は維持されやすく、二世に受け継がれている反面、同じ L1 の影響によって＜意外性＞

をあらわす用法が消滅しているのである。 

反復性をあらわすには、シオル相当形式、シテオル相当形式、シタ相当形式、シオッタ相当形式、

シテオッタ相当形式が用いられる。シオル相当形式とシテオル相当形式は現在・反復性をあらわし、

シタ相当形式、シオッタ相当形式、シテオッタ相当形式は、過去・反復性をあらわす。これは、基

本的に琉球語と同じである。一世でも二世でも過去・反復性をあらわすにはシオッタ相当形式が最

も使用頻度が高い。 

シオッテアル相当形式、シテオッテアル相当形式、シテアッテアル相当形式の用例が確認された

が、これらは使用頻度が低く、一世の言語でもほとんどあらわれない。これは、ブラジルで一世の

言語が変容したというよりも、移民する前から話者の方言にこれらの形式が存在しなかったという

ことが考えられる。このことから、BOCR は琉球語よりも形式の数が少なく、体系が単純であると
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いえる。 

また、ポルトガル語の影響によって二世の BOCR に誤用が生じている。シテアル相当形式が、過

去における完成性、過去における反復性をあらわす例が見られた。これは過去における完成性、パ

ーフェクト性、反復性（反復）をあらわす形式を区別しないポルトガル語が影響を及ぼし、二世は、

従来パーフェクト性をあらわすシテアル相当形式を単なる過去の出来事をあらわす形式として認識

しているからだと考えられる。 

 

第四章：ブラジル沖縄コロニアポルトガル語の ATM 体系 

本章では、面接調査で得られた用例を分析しつつ、ポルトガル語の変種として使用されるブラジ

ル沖縄コロニア語、つまりブラジル沖縄コロニアポルトガル語（以下、BOCP）の ATM 体系につ

いて述べる。BOCP には、BOCJ と BOCR と同様に L1 の影響による誤用や単純化が見られるが、

基本的に二世のポルトガル語の ATM 体系は、特徴づけられておらず、L1 の変容はないといえる。

そのため、本節では、一世の BOCP（狭義の BOCP）が分析の主な対象となる。 

また、記述の中にポルトガル語に存在しない琉球語や琉球クレオロイドのムード的な用法が一世

の BOCP でどうあらわれているのかについても述べている。 

なお、BOCJ と BOCR の記述では、それぞれのアスペクト的な意味（完成性、継続性、パーフェ

クト性、反復性）の中で形式ごとに項目を立てているが、BOCP は、形式が多く、更に同じ意味で

複数の形式が用いられるため、形式ごとにわけることはせずテンス（現在、未来、過去）にわけて

記述していく。 

また、本章で挙げている用例には、冠詞の使い方、動詞の数、名詞と形容詞の数・性などの誤用

が生じているが、ATM 体系の特徴を明確にすることが本論の目的であるため、動詞の形以外の問

題については、触れないことにする。 

 

第一節：完成性をあらわす動詞の形 

BOCP において完成性をあらわすには次の形式がよく用いられる。 

 

未来：Ir（現在形）＋原形 

過去：完全過去形 

 

ポルトガル語では未来・完成をあらわすには「Ir（現在形）＋原形」の他に、「未来形」または「Ir

（未来形）＋原形」という形式も用いられるが62、これらは、書き言葉またはフォーマルな話し言

                                                   

62 その他に、未来に実現すると「今決心した」というムード的な意味をあらわす「現在形」があるが、本調査では
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葉であらわれやすい形式であり、日常の会話でポルトガル語を自然習得した（つまり書き言葉、フ

ォーマルな話し言葉を習得していない）一世は使用しないのである。このことから、一世の BOCP

では形式の数が減り、単純化が起きているといえる。 

 

第一項：未来 

BOCP の未来・完成性をあらわすには「Ir（現在形）＋原形」がよく用いられる。主体動作動詞

及び主体動作客体変化動詞では未来に実現する動作をあらわし、主体変化動詞では未来に実現する

変化をあらわす。この形式は、琉球語のシオル相当形式、琉球クレオロイドのスルに対応している

ため、一世の習得においても特に問題は見られない。 

また、ポルトガル語には、人称によって動詞の活用が変化するが、一世の間では、一人称をあら

わしているのに三人称が用いられることがある。人称の誤用ではあるが、アスペクト的、テンス的

意味をあらわすものとしては間違っていないため、本論では、人称の誤用は特に問題にせず（*人称）

と示しておくだけにする。 

 

主体動作動詞 

521. Amanhã vai comer fora. （*人称）（明日は外で食べる） 

522. Amanhã eu vou comer fora. （明日は外で食べる） 

523. Amanhã vai jantar fora. （*人称）（明日は外で夕飯を食べる） 

524. Hoje tem tempo vou ler livro. （今日は時間がある、本を読む） 

525. À noite vou escrever carta pra parente.（夜は親戚に手紙を書く） 

 

主体動作客体変化動詞 

526. Amanhã vou tingir cabelo.（明日髪を染める） 

527. Vou limpar janela com esse pano de chão. （この雑巾で窓を拭く） 

528. Amanhã vai lavar carro junto com filho. （*人称）（明日息子と車を洗う） 

 

主体変化動詞 

529. Ano que vem vou mudar pra interior. （来年田舎に引っ越す） 

530. Daqui duas horas vai morrer.（二時間後に死ぬ） 

531. Porta acho que vai abrir. （ドアは開くと思う） 

532. 6 horas acho que vai fechar. （6 時に閉まると思う） 

                                                                                                                                                                    

この用法を取り上げていない。 
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第二項：過去 

 BOCP ではポルトガル語と同様に過去・完成性をあらわすには完全過去形が用いられる。完全過

去形は琉球語のシタ相当形式、琉球クレオロイドのシタに対応しており、一世の習得においても特

に問題は見られない。 

 

主体動作動詞 

533. Ontem eu assisti filme da guerra.（昨日は戦争の映画を見た） 

534. Semana passado liguei parente do Japão.（先週、日本の親戚に電話した） 

535. Ele comeu tudo o bolinho que eu fiz. （彼は私が作ったケーキを全部食べた） 

 

主体動作客体変化動詞 

536. Cortei dedo com essa faca.（この包丁で指を切った） 

537. Matei barata com chinelo. （この草履でゴキブリを殺した） 

538. 15 minuto cozinhei feijão.（15 分で豆を煮こんだ） 

539. Ladrão jogou pedra na janela quebrou.（泥棒は窓に石を投げた、割った） 

 

主体変化動詞 

540. Ontem dormi 10 hora da noite. （昨日 10 時に寝た） 

541. Bêbado caiu na rua. （酔っ払いは道で転んだ） 

542. Predinho de dois andar desmoronou.（2 階建ての建物が倒れた） 

543. O ônibus parou aqui. （バスはここに止まった） 

 

また、琉球語と琉球クレオロイドの用例を提示して、過去の出来事の＜直接確認＞をあらわす用

法が一世の BOCP でどうあらわれるかを調査した。完全過去形を用いることが多いが、この場合は、

ムード的な意味が失われる。 

琉球語と琉球クレオロイドの用法を意識して訳した話者は、過去・進行性をあらわす「Estar（不

完全過去形）＋現在分詞」を用いた。確かにある出来事を直接確認するには、その出来事は進行し

ていなければならず、話者の選択はある意味正しいといえる。しかし、ポルトガル語のこの形式は

基本的に過去において同時に進行していた出来事（過去・進行性）をあらわすために用いられ、＜

直接確認＞をあらわさない。したがって、以下の用例は、非文法的ではないが、＜直接確認＞をあ

らわしているとはいえない。 
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主体動作動詞 

544. Ele tava chorando como criança. （彼は子どものように泣いていた） 

545. Ele tava tomando leite que tava estragado. （彼は腐った牛乳を飲んでいた） 

546. Ele tava comendo tudo tempurá que eu fiz. （彼は私が作った天ぷらを全部食べていた） 

 

なお、瞬間的な動作や変化の直接確認をあらわす場合には、進行性をあらわす形式は用いられず、

完全過去形が用いられた。「車をぶつける」、「石を投げる」、「電気が消える」といった瞬間的な出来

事は、進行していたものとしてとらえることができないため、完全過去形を選択したことは正しい

といえる。ただし、＜直接確認＞に関してはニュートラルであり、ムード的な意味が失われている。 

 

主体動作客体変化動詞 

547. Ladrão bateu carro. （泥棒は車をぶつけた） 

548. Ladrão quebrou janela jogando pedra.（泥棒は石を投げて窓を割った） 

主体変化動詞 

549. Apagou luz com trovão. （雷で電気が消えた） 

 

琉球語が話せる二世話者に＜直接確認＞をあらわす琉球語の用例を提示したところ、話者は、過

去・進行性をあらわす形に「Eu vi ~」（～のを見た）という表現を加えて＜直接確認＞の意味をあ

らわした。以下の用例は文法的であり、琉球語のムード的な意味が保たれている。 

 

主体動作動詞 

550. Eu vi ele bebendo o leite podre.（彼が腐った牛乳を飲んでいるのを私は見た） 

551. Eu vi ele comendo todo o bolinho que que fiz. （私が作ったケーキを彼が全部食べているのを

私は見た） 

主体変化動詞 

552. Eu vi ele fugindo. （彼が逃げているのを私は見た） 

 

第二節：継続性をあらわす動詞の形 

BOCP において継続性をあらわすには次の形式が用いられる。 

 

現在： 

 Estar（現在形）＋現在分詞 

 Estar（現在形）＋過去分詞 
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未来： 

 Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞 

 Ir（現在形）＋Estar（原形）＋過去分詞 

過去： 

 Estar（不完全過去形）＋現在分詞 

 Estar（不完全過去形）＋過去分詞 

 

前述したように、ポルトガル語の継続性（Aspecto Durativo）をあらわす形式は、進行性（Aspecto 

Durativo+Cursivo）をあらわす形式と結果性（Aspecto Durativo+Resultativo）をあらわす形式に

区別される。上記の形式で「現在分詞」を伴うものは進行性をあらわし、「過去分詞」を伴うものは

結果性をあらわす。 

ポルトガル語にはこれらの形式の他に現在・進行性をあらわす現在形63、未来・進行性をあらわ

す「Estar（未来形）＋現在分詞」、未来・結果性をあらわす「Estar（未来形）＋過去分詞 

」、過去・進行性をあらわす不完全過去形があるが、これらは、書き言葉またはフォーマルな話し言

葉で用いられる形式であるため、一世の BOCP ではほとんどあらわれない。継続性においても、完

成性と同様に、一世の BOCP では形式の数が減り、単純化が起きているといえる。 

 

第一項：現在 

BOCP の現在・継続性をあらわすには「Estar（現在形）＋現在分詞」と「Estar（現在形）＋過

去分詞」が用いられる。前者は現在・進行性をあらわし、後者は現在・結果性をあらわす。 

「Estar（現在形）＋現在分詞」は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では現在における

＜動作の進行＞をあらわし、主体変化動詞では現在における＜変化の進行＞をあらわす。「Estar（現

在形）＋過去分詞」は、主体動作客体変化動詞及び主体変化動詞では現在における＜変化の結果の

継続＞をあらわす。 

標準ポルトガル語では「Estar」は一人称で「estou」、三人称では「está」と活用されるが、話し

言葉では es-の部分が脱落して「tou」と「tá」という形であらわれることが多い。BOCP は、話し

言葉として使用されるため同じ傾向が見られる。 

 

1.1 進行性 

BOCP の現在・進行性をあらわすには「Estar（現在形）＋現在分詞」が用いられる。＜動作の

                                                   

63 現在形は、物語文において現在・進行性をあらわす意味でよく用いられるが、本調査ではこの用法を取り上げて

いない。 
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進行＞（主体動作動詞、主体動作客体変化動詞）と＜変化の進行＞（主体変化動詞）を同じ形であ

らわすことができるが、この点では、BOCP は標準ポルトガル語と同じであり、一世の L1（琉球

語または琉球クレオロイド）と異なっている。L1 とは異なっていても、ポルトガル語の規則の方が

合理的であるため、一世にとってこの用法は理解しやすいようである。 

 

主体動作動詞 

553. Avó agora tá tomando remédio. （おばあさんは今薬を飲んでいる） 

554. Crianças agora tá nadando na piscina.（子どもたちは今プールで泳いでいる） 

555. Desde semana passada tou lendo livro de inglês.（先週から英語の本を読んでいる） 

 

主体動作客体変化動詞 

556. Pai tá consertando carro na rua,fora.（お父さんは道、外で車を直している） 

557. Irmãzinha tá tingindo cabelo.（妹は髪を染めている） 

558. Eu tou lavando frutas. （私は果物を洗っている） 

 

主体変化動詞 

559. Barata tá morrendo. （ゴキブリは死につつある） 

560. Porta tá abrindo.（ドアが開きつつある） 

 

1.2 結果性 

BOCP の現在・結果性をあらわすには「Estar（現在形）＋過去分詞」が用いられる。主体動作

客体変化動詞では主体の動作が客体にもたらした変化の結果の継続（客体結果）をあらわし、主体

変化動詞では主体の変化の結果の継続（主体結果）をあらわす。ポルトガル語と同様に変化の概念

を含まない主体動作動詞ではこの形式は用いられにくい。 

主体動作客体変化動詞では、「Estar（現在形）＋過去分詞」は、ヴォイスとアスペクト（受け身

と変化結果の継続）を同時にとらえる「されている」形式と客体結果をあらわす「してある」形式

の両方の意味をあらわす。調査の際に、ポルトガル語のこの形式を得るために「されている」を伴

う文と「してある」を伴う文の両方を提示したが、解答には差が見られなかった。このことから、

話者は形式にとらわれず、ポルトガル語のこの形式の意味をよく理解しているといえる。 

また、一世は、ポルトガル語の動詞の過去分詞を作るのに困難があり、この形式に代わり単純過

去形を用いる可能性を調査したが、その問題はなかった。ただし、過去分詞の男性形・女性形を区

別せず、誤用が生じている。過去分詞の性に誤用が生じている用例は、（*性）と示している。 
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主体動作客体変化動詞  

561. Cabelo está tingido. （髪が染められている／染めてある） 

562. Carro tá lavado.（車が洗われている／洗ってある） 

563. Carne está cortado. （*性）（肉が切られている／切ってある） 

564. Selo tá colado.（切手が切られている／切ってある） 

565. Toalha tá pendurado. （*性）（タオルがかけられている／かけてある） 

566. Toalha tá dobrado. （*性）（タオルがたたまれている／たたんである） 

567. Prato tá empilhado. （皿が重ねられている／重ねてある） 

568. Foto tá no parede enfeitado. （*性）（写真は壁にかざられている／かざってある） 

 

主体変化動詞  

569. Rato tá morto.（ネズミが死んでいる） 

570. Televisão tá quebrado.（*性）（テレビが壊れている） 

571. Vidro está sujo.（ガラスが汚れている） 

572. Roupa já está seco. （*性）（洗濯物はもう乾いている） 

573. Papel está rasgado.（紙が破れている） 

 

第二項：未来 

BOCP の未来・継続性をあらわすには「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞」と「Ir（現在

形）＋Estar（原形）＋過去分詞」がよく用いられる。前者は未来・進行性をあらわし、後者は未

来・結果性をあらわす。 

「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞」は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では未

来における＜動作の進行＞をあらわし、主体変化動詞では未来における＜変化の進行＞をあらわす。

「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋過去分詞」は、主体動作客体変化動詞及び主体変化動詞において

未来における＜変化の結果の継続＞をあらわす。 

ポルトガル語には、これらの形式の他に、進行性をあらわす「Estar（未来形）＋現在分詞」と

結果性をあらわす「Estar（未来形）＋過去分詞」があるが、これらは書き言葉、またはフォーマ

ルな話し言葉で用いることが多いため、一世の BOCP ではあらわれにくい。 

 

2.1 進行性 

BOCP の未来・進行性をあらわすには基本的に「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞」が

用いられる。しかし、話者から得られた用例では現在・進行性をあらわす「Estar（現在形）＋現

在分詞」が用いられている。 
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未来をあらわす時間的副詞が用いられているため、文は未来の出来事をあらわすものとして理解

されうるが、動詞の形が間違っているため誤用が生じているといえる。この誤用は、現在・進行性

と未来・進行性を同じ形式であらわす琉球語と琉球クレオロイドの影響が原因だと考えられる。 

以下、574～581 の用例では、未来の出来事をあらわす文を提示したにも関わらず、話者は現在形

を用いた。 

 

主体動作動詞   

574. *Amanhã noite tá tomando cerveja. （明日の夜はビールを飲んでいる） 

（正しい動詞の形：vai tá tomando） 

575. *Domingo à tarde tá no praia nadando.（日曜日の夜はビーチで泳いでいる） 

（正しい動詞の形：vai tá nadando） 

576. *Amanhã de manhã eu tô lendo livro em casa.（明日の朝は家で本を読んでいる） 

（正しい動詞の形：vou tá lendo） 

 

主体動作客体変化動詞 

577. *À tarde pai acho que tá lavando carro.（午後にはお父さんは車を洗っていると思う） 

（正しい動詞の形：vai tá lavando） 

578. *Amanhã tá pintando parede.（明日は壁にペンキを塗っている） 

（正しい動詞の形：vai tá pintando） 

579. *À noite amanhã tá pintando cabelo.（明日の夜は髪を染めている） 

（正しい動詞の形：vai tá pintando） 

 

主体変化動詞 

580. *Barata já está morrendo. （ゴキブリはもう死につつある） 

（正しい動詞の形：vai tá morrendo） 

581. *Acho que seis horas já tá fechando. （6 時にはもう閉まりつつあると思う） 

（正しい動詞の形：vai tá fechando） 

 

2.2 結果性 

BOCP の未来・結果性をあらわすには基本的に「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋過去分詞」が

用いられる。主体動作客体変化動詞では主体の動作が客体にもたらした変化の結果の継続（客体結

果）をあらわし、主体変化動詞では主体の変化の結果の継続（主体結果）をあらわす。 

用法は基本的に琉球語、琉球クレオロイドと似ているが、一世から得られた用例では、現在の形
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である「Estar（現在形）＋過去分詞」が用いられるテンスにおける誤用が生じている。未来をあ

らわす時間的副詞が用いられているため、文は未来の出来事をあらわすものとして理解されうるが、

動詞の形は間違っている。この誤用は、現在・結果性と未来・結果性を同じ形式であらわす琉球語

と琉球クレオロイドの影響が原因だと考えられる。以下、582～585 の用例では、未来の出来事を

あらわす文を提示したにも関わらず、話者は現在形を用いた。 

 

主体動作客体変化動詞 

582. *À tarde carro tá lavado.（午後には車は洗ってある） 

（正しい動詞の形：vai tá lavado） 

583. *Amanhã televisão tá consertado.（*性）（明日にはテレビは直してある） 

（正しい動詞の形：vai tá consertada） 

 

主体変化動詞 

584. *Amanhã árvore tá tombado.（*性）（明日には木は倒れている） 

（正しい動詞の形：vai tá tombada） 

585. * Amanhã peixe tá estragado.（明日には魚は腐っている） 

（正しい動詞の形：vai tá estragado） 

 

第三項：過去 

BOCP の過去・継続性をあらわすには、「Estar（不完全過去形）＋現在分詞」と「Estar（不完

全過去形）＋過去分詞」が用いられる。前者は過去・進行性をあらわし、後者は過去・結果性をあ

らわす。 

「Estar（不完全過去形）＋現在分詞」は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では過去に

おける＜動作の進行＞をあらわし、主体変化動詞では過去における＜変化の進行＞をあらわす。

「Estar（不完全過去形）＋過去分詞」は、主体動作客体変化動詞及び主体変化動詞において過去

における＜変化の結果の継続＞をあらわす。 

ポルトガル語には、これらの形式の他に過去・進行性をあらわす「不完全過去形」があるが、こ

れは話し言葉で用いられることが少なく、一世の BOCP ではあらわれにくい。 

 

3.1 進行性 

BOCP の過去・進行性をあらわすには「Estar（不完全過去形）＋現在分詞」が用いられる。主

体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では、過去における＜動作の進行＞をあらわし、主体変化動

詞では、過去における＜変化の進行＞をあらわす。これと形式的に対応する琉球語のシテオッタ相



150 

当形式と琉球クレオロイドのシテイタには＜変化進行＞をあらわす用法がないが、このことは、特

に一世の BOCP に影響を与えてはいない。 

 

主体動作動詞 

586. Avó tava tomando remédio.（おばあさんは、薬を飲んでいた） 

587. Crianças tava nadando na piscina.（子どもたちはプールで泳いでいた） 

588. Hoje de manhã tava lendo jornal.（今朝新聞を読んでいた） 

 

主体動作客体変化動詞  

589. Pai tava consertando carro lá na fora. （お父さんは外で車を直していた） 

590. Irmãzinha tava tingindo cabelo.（妹は髪を染めていた） 

591. Aquela hora tava lavando fruta.（さっき果物を洗っていた）  

 

主体変化動詞 

592. Barata tava morrendo.（ゴキブリは死につつあった） 

593. Cadeira tava quebrando.（椅子は壊れつつあった） 

594. Porta tava abrindo.（ドアは開けつつあった） 

 

3.2 結果性 

BOCP の過去・結果性をあらわすには「Estar（不完全過去形）＋過去分詞」が用いられる。主

体動作客体変化動詞では主体の動作が客体にもたらした変化の結果の継続（客体結果）をあらわし、

主体変化動詞では主体の変化の結果の継続（主体結果）をあらわす。 

 

主体動作客体変化動詞  

595. Cabelo tava tingido.（髪が染めてあった） 

596. Fruta tava lavado. （*性）（果物が洗ってあった）  

 

主体変化動詞 

597. Barata tava morto.（*性）（ゴキブリは死んでいた） 

598. Cadeira tava quebrado. （*性）（椅子は壊れていた） 

 

第三節：パーフェクト性をあらわす動詞の形 

BOCP においてパーフェクト性をあらわすには基本的に次の形式が用いられる。 
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現在：完全過去形 

未来：Ir（現在形）＋Ter（原形）＋過去分詞 

過去パーフェクト：Ter（不完全過去形）＋過去分詞 

 

現在パーフェクトをあらわすには完全過去形、未来パーフェクトをあらわすには「Ir（現在形）

＋Ter（原形）＋過去分詞」、過去パーフェクトをあらわすには「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」

がよく用いられる。 

ポルトガル語にはこれらの形式の他に未来・パーフェクト性をあらわす「Ter（未来形）＋過去

分詞」と「Haver（未来形）＋過去分詞」、過去・パーフェクト性をあらわす大過去形と「Haver

（不完全過去形）＋過去分詞」があるが、これらは、書き言葉またはフォーマルな話し言葉で用い

られる形式であるため、一世の BOCP ではあらわれにくい。一世の BOCP では形式の数が減り、

単純化が起きているといえる。 

 

第一項：現在 

BOCP の現在・パーフェクト性をあらわすには、ポルトガル語と同様に完全過去形が用いられる。

主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では現在に置かれた基準時点において先行時の動作の効力

が残っていることをあらわし、主体変化動詞では現在に置かれた基準時点において先行時の変化の

効力が残っていることをあらわす。 

アオリスト過去（現在と関係づけられない過去）をあらわす形式と同じであるが、＜現在パーフ

ェクト＞をあらわす場合には「já（もう）」などの副詞が用いられる。 

 

主体動作動詞 

599. Eu já comi comida.（私はもう食べ物を食べた） 

600. Eu já jantei. （私はもう夕飯を食べた） 

 

主体動作客体変化動詞 

601. Já limpou o casa.（*人称）（もう家を掃除した） 

602. Já passei as camiseta.（もう T シャツにアイロンをかけた）64 

 

主体変化動詞 

603. Já fui no banco.（もう銀行に行った） 

                                                   
64 ポルトガル語の「passar」という動詞は、他動詞であり、日本語の「アイロンをかける」という意味をあらわす。

そして、日本語において与格で示される「T シャツ」は、ポルトガル語では目的語となる。 



152 

 次の用例は、同じくパーフェクト性をあらわしているものであるが、先行時の出来事が現在にお

いて「経験」として残っている出来事をあらわしている。これは標準ポルトガル語と同じである。

琉球語ではシテオル相当形式またはシテアル相当形式、琉球クレオロイドではシテイル、つまりポ

ルトガル語の完全過去形と形式的に対応していない形で「経験」の意味があらわされる。それにも

かかわらず、一世がポルトガル語の形式を正しく使えるのは、「効力」と「経験」を同じ形式であら

わすことができるポルトガル語の用法が L1 よりも単純だからである。 

なお、以下の用例では「já＝もう」、「antes＝以前」、「várias vezes＝何度も」、「muitas vezes＝

何度も」という副詞を伴うことで、文の意味が同じ完全過去形であらわされるアオリスト過去と区

別される。 

 

主体動作動詞 

604. Essa música já ouvi já.65（その音楽はもう聞いたもう） 

605. Essa música eu já ouvi antes.（その音楽は、私は前にもう聞いた） 

 

主体動作客体変化動詞 

606. Eu já bateu carro.（*人称）（私はもう車をぶつけた） 

 

主体変化動詞 

607. Até agora várias vezes já foi no Japão. （今まで何度も日本に行った） 

608. Muitas vezes fui no Japão. （何度も日本に行った） 

 

第二項：未来 

BOCP の未来におけるパーフェクト性をあらわすには基本的に「Ir（現在形）＋Ter（原形）＋

過去分詞」が用いられる。主体動作動詞では未来に置かれた基準時点において先行時の動作の効力

が残っていることをあらわす。 

なお、前述したようにポルトガル語で＜未来パーフェクト＞をあらわすには「Ter（未来形）＋

過去分詞」と「Haver（未来形）＋過去分詞」という形式も用いられるが、これらは、書き言葉ま

たはフォーマルな話し言葉で用いられる形式であるため、一世の BOCP ではあらわれにくい。 

 

主体動作動詞 

609. Até chegar pizza já vai ter comido outra coisa.（ピザが届くまでもう別のものを食べている） 

                                                   
65 副詞の「já」が繰り返しあらわれているが、これはポルトガル語母語話者の場合でも話し言葉において時々起る

ことである。単語が繰り返しあらわれているだけであり、特に一回あらわれた場合と意味は変わらない。 
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610. Até você chegar já vou ter tomado banho. （あなたが着くまでもうシャワーを浴びている） 

 

図 30．未来パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ST           ET         RT          

        今            vou comer outra coisa     pizza chega 

（別のものを食べる）  （ピザが届く） 

 

図 30 で示しているように 609 は、発話時である「今」の後にある設定時（ピザが届くとき）、つ

まり未来の時点において、それよりも前に実現される動作（別のものを食べる）の効力が残ってい

ることをあらわしている。 

 

図 31．未来パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ST           ET         RT          

        今            vou tomar banho         você chega 

（シャワーを浴びる）  （あなたが着く） 

 

図 31 で示しているように 610 は、発話時である「今」の後にある設定時（あなたが着くとき）、

つまり未来の時点において、それよりも前に実現される動作（シャワーを浴びる）の効力が残って

いることをあらわしている。 

主体動作客体変化動詞の用例では、継続性（変化の結果の継続＝結果性）をあらわす「Estar（現

在形）＋過去分詞」が用いられ、誤用が生じている。ポルトガル語の記述で述べたように、「Ir（未

来形）＋Ter（原型）＋過去分詞」が動作の効力（パーフェクト性）をとらえるのに対し、「Estar

（現在形）＋過去分詞」は、変化後の状態に焦点を当てる形式である。したがって、後者が用いら

れた 611～613 はパーフェクト性をあらわすものとしては不適切である。更に、話者は未来形では

なく現在形を使用しているため、テンス的にも誤用が生じているといえる。 

また、612 と 613 では、動作主体と変化客体が明示され、どちらも主語としてあらわれている。

そのため、これらの文は、非文法的だといえる。正しい文の構造では、動作主体は主語、変化客体

は目的語の位置にあらわれなければならない。 
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主体動作客体変化動詞 

611. ?Até a tarde acho que já carro tá lavado.（夕方までには車はもう洗ってある）  

（正しい動詞の形：vai ter lavado） 

612. *Até mãe chegar, irmãozinho acho que já tá arrumado quarto.（お母さんが着く頃までには、

弟は、部屋が片付けてあると思う）（irmãozinho＝主体、quarto＝客体） 

（正しい動詞の形：vai ter arrumado） 

613. *Quando pai chegar do compra, mãe já essa verdura já tá cortado.（お父さんが買い物から帰

ってきた頃には、お母さんは、もうこの野菜が切ってある）（mãe＝主体、verdura＝客体） 

（正しい動詞の形：vai ter cortado） 

 

主体変化動詞の用例（614、615）でも継続性（変化の結果の継続＝結果性）をあらわす形式が用

いられている。継続性をあらわすものとしてこれらの文は非文法的ではないが、変化後の状態に焦

点が当てられているため、変化とその効力をとらえるパーフェクト性をあらわすものとしては不適

切である。 

更に、未来形ではなく現在形が用いられているため、テンス的にも誤用が生じている。 

パーフェクト性をあらわす文を提示したにもかかわらず、継続性をあらわす形式で答えたのは、

おそらく話者は提示文にあらわれる日本語のシテイルを、継続性をあらわすものとして理解してい

るからであろう。BOCJ の記述で述べたように、一世の L1 でもある琉球クレオロイドにおいてシ

テイルは継続性をあらわす形式であり、パーフェクト性はシテアルによってあらわされる。 

 

主体変化動詞 

614. ?Até pai chegar criança já tá dormindo.〈お父さんが帰ってくるまでには、子どもたちはもう

寝ている〉  

（正しい動詞の形：vai ter dormido） 

615. ?Até você formar eu acho que já tá casado.（*人称）〈あなたが卒業するまでには、私はもう結

婚している〉 

（正しい動詞の形：vou ter casado） 

 

第三項：過去  

BOCP の過去・パーフェクト性をあらわすには「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」が用いられ

る。主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では過去に置かれた基準時点において先行時の動作の

効力が残っていたことをあらわし、主体変化動詞では過去に置かれた基準時点において先行時の変

化の効力が残っていたことをあらわす。この形式は、琉球語のシテアッタ相当形式と琉球クレオロ
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イドのシテアッタと形式的、意味的に似ており、一世の BOCP でもあらわれやすい。 

ポルトガル語において過去・パーフェクト性をあらわすには「大過去形」、「Haver（不完全過去

形）＋過去分詞」も用いられるが、これらは、書き言葉またはフォーマルな話し言葉で用いられる

形式であるため、一世の BOCP ではあらわれにくい。 

 

主体動作動詞 

616. Pai antes de ir no hospital já tinha avisado médico.（お父さんは病院に行く前にもう医者に

連絡していた） 

617. Até começar novela já tinha tomado banho.（ドラマが始まるまでもうシャワーを浴びていた）  

618. Já tinha terminado de comer.（もう食べるのが終わっていた（食べ終わっていた））  

 

以下の図 32 は、616 を例にとって主体動作動詞における＜過去パーフェクト＞の意味をあらわ

したものである。617、618 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができる。 

 

図 32．過去パーフェクト（主体動作動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

O pai avisou o médico.      Foi ao hospital           今 

（お父さんは医者に連絡した）（お父さんは病院に行った） 

 

616 は、発話時である「今」より前にある設定時（お父さんは病院に行ったとき）において、そ

れよりも前に実現された動作（お父さんは医者に連絡した）の効力が残っていたことをあらわして

いる。 

 

主体動作客体変化動詞 

619. Verão de ano passado já tinha cortado cabelo. （去年の夏は、もう髪を切っていた） 

620. Pedro antes de vender carro, já tinha lavado carro. （ペドロは車を売る前に、もう既に車を

洗っていた） 

 

以下の図 33 は、619 を例にとって主体動作客体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意味

をあらわしたものである。620 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができる。 
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図 33．過去パーフェクト（主体動作客体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

Cortei o cabelo         Verão de ano passado       今 

（髪を切った）     （去年の夏） 

 

619 は、発話時である「今」より前にある設定時（去年の夏）において、それよりも前に実現さ

れた動作（髪を切った）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

主体変化動詞 

621. Quando você chegou Maria já tinha ido embora. （あなたが着いたときマリアはもう帰って

いた） 

622. Antes de chover laranja já tinha caído. （雨が降る前に、みかんはもう落ちていた） 

623. Nove hora eu já tinha saído de casa. （9 時には私はもう家から出ていた） 

 

以下の図 34 は、621 を例にとって主体変化動詞における＜過去パーフェクト＞の意味をあらわ

したものである。622、623 における ET＞RT＞ST の関係も同じようにあらわすことができる。 

 

図 34．過去パーフェクト（主体変化動詞） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――＞ t 

ET          RT         ST 

Maria foi embora          Você chegou              今 

（マリアは帰った）   （あなたが着いた） 

 

621 は、発話時である「今」より前にある設定時（あなたが着いたとき）において、それよりも

前に実現された変化（マリアは帰った）の効力が残っていたことをあらわしている。 

 

第四節：反復性をあらわす動詞の形 

ポルトガル語において反復性をあらわす形式は次のように＜反復＞と＜習慣＞に区別される66。 

                                                   
66 未来においては＜反復＞と＜習慣＞は区別されず、いずれも話し言葉では「Ir（現在形）＋原形」がよく用いら

れる。調査では未来の用法を取り上げておらず、本節では現在と過去の形式を中心に述べている。 
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＜反復＞ 

現在： 

 Ter（現在形）＋過去分詞 

 Andar（現在形）＋現在分詞 

 Estar（現在形）＋現在分詞 

過去： 

 完全過去形 

 Andar（完全過去形）＋現在分詞 

 

＜習慣＞ 

現在： 

 現在形 

 Viver（現在形）＋現在分詞 

過去： 

 不完全過去形 

 Viver（不完全過去形）＋現在分詞 

 

しかし、一世の BOCP では＜反復＞と＜習慣＞の区別がなくなり、更に、次にあらわしているよ

うに形式の数が少なくなっている。 

 

＜反復・習慣＞ 

現在：  

 現在形 

 Estar（現在形）＋現在分詞 

 

過去： 

 完全過去形 

 不完全過去形 

 

一世の BOCP で＜反復＞と＜習慣＞が区別されなくなるのは、これらを区別しない L1 が影響を

及ぼしているからだと考えられる。琉球語ではシオル相当形式、シタ相当形式、シオッタ相当形式、

シテオル相当形式、シテオッタ相当形式、琉球クレオロイドではスル、シタ、シヨッタ、シテイル、

シテイタを用いて＜反復＞と＜習慣＞を一括して反復性をあらわすことができる。 
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また、BOCP では 4 つの形式だけが用いられているが、これらの形式は、L1 で反復性をあらわ

す形式と対応しているものである。以下、ポルトガル語＝琉球語＝琉球クレオロイドの順に対応す

る形式を示している。 

 

ポルトガル語 ＝ 琉球語 ＝ 琉球クレオロイド 

現在形 ＝ シオル相当形式 ＝ スル 

ESTAR（現在形）＋現在分詞 ＝ シテオル相当形式 ＝ シテイル 

完全過去形 ＝ シタ相当形式 ＝ シタ 

不完全過去形 ＝ シテオッタ相当形式 ＝ シテイタ 

 

第一項：現在 

BOCP の現在・反復性をあらわすには現在形と「Estar（現在形）＋現在分詞」が用いられる。

しかし、＜反復＞をあらわす形式と＜習慣＞をあらわす形式を区別しない琉球語、琉球クレオロイ

ドの影響によって一世はこの 2 つの形式を混同し、誤用が生じる場合がある。＜反復＞と＜習慣＞

の意味を区別するには副詞が用いられる。 

 

1.1 反復 

BOCP で現在の＜反復＞をあらわすには、現在形と「Estar（現在形）＋現在分詞」が用いられ

ている。しかし、ポルトガル語では、現在形は基本的に＜反復＞ではなく＜習慣＞をあらわす形式

である。主体動作動詞の例にあるように、現在形が用いられた用例では、「esses dia（正しくは、

esses dias）＝ここ最近」という副詞が＜反復＞の意味を担っており、これらの文は＜反復＞をあ

らわすものとして理解されうるが、動詞の形が間違っている。 

「Esses dias」のように、「近い過去から現在にかけて」というニュアンスがある副詞を用いる場

合、「Estar（現在形）＋現在分詞」を用いることもできるが、「Ter（現在形）＋過去分詞」または

「Andar（現在形）＋現在分詞」という形式が最も適切である。しかし、後二者は、一世の BOCP

ではあらわれにくい。 

  

主体動作動詞 

624. Esses dia marido tá bebendo demais. （ここ最近主人は過度に酒を飲んでいる） 

625. *Maria esses dia falta demais.（ここ最近マリアは過度に休む） 

（正しい動詞の形：tem faltado/anda faltando） 

626. *Maria esses dia atrasa demais. （ここ最近マリアは過度に遅刻する） 

（正しい動詞の形：tem (se) atrasado/anda (se) atrasando） 
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627. *Filha esses dia briga muito com marido.（ここ最近娘はよく旦那と喧嘩する） 

（正しい動詞の形：tem brigado/anda brigando） 

 

また、次の用例は、＜反復＞をあらわす文を提示したにもかかわらず、現在形が用いられたこと

で話者の解答は＜習慣＞をあらわすものになってしまったものである。「esses dias＝ここ最近」が

＜反復＞の意味を担う上記の用例と違って、ここでは「muito＝よく」と「demais＝過度に」とい

う副詞だけで＜反復＞の意味をあらわすことができない。そのため、627～629 は＜習慣＞をあら

わす用例になっている。＜反復＞をあらわすには「Ter（現在形）＋過去分詞」または「Andar（現

在形）＋現在分詞」を使用しなければならない。 

 

主体動作客体変化動詞 

628. ?Pedro bate muito carro. （ペドロはよく車をぶつける） 

（正しい動詞の形：tem batido/anda batendo） 

629. ?O vô quebra muito as coisa.（おじいさんはよく物を壊す） 

（正しい動詞の形：tem quebrado/anda quebrando） 

 

主体変化動詞 

630. ?Chega atrasado demais. （過度に遅刻する） 

（正しい動詞の形：tem chegado/anda chegando） 

 

1.2 習慣 

BOCP で現在の習慣をあらわすには現在形と「Estar（現在形）＋現在分詞」が用いられている。 

現在形は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では現在において習慣的に行なわれる動作を

あらわし、主体変化動詞では現在において習慣的に行なわれる変化をあらわす。これは、琉球語の

シオル相当形式、琉球クレオロイドのスル相当形式と対応しており、一世もこの形式を正しく使え

ている。 

一方、「Estar（現在形）＋現在分詞」は従来＜習慣＞ではなく＜反復＞をあらわす形式であり、

これを用いると誤用が生じる。次の 633～637 では、＜反復＞をあらわす「Estar（現在形）＋現在

分詞」が＜習慣＞をあらわす「sempre＝いつも」という副詞と共にあらわれているため、出来事は

反復的なのか習慣的なのかが曖昧である。 

そして、ポルトガル語で用いられる「Viver（現在形）＋現在分詞」という形式は、やはり一世の

BOCP ではあらわれにくかった。 
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主体動作動詞 

631. Eu como tudo dia banana.（私は毎日バナナを食べる） 

632. Minha mãe toda semana vai para salão de beleza. （お母さんは毎週美容室に行く） 

633. ?Meu pai sempre tá indo correr. （父はいつも走りに行っている）  

634. ?Minha filha sempre tá brigando com marido. （娘はいつも旦那と喧嘩している） 

635. ?Minha filha sempre tá discutindo com marido. （娘はいつも旦那と討論している） 

636. ?Marido sempre tá tomando remédio pra estômago. （主人はいつも胃薬を飲んでいる） 

637. ?Esposa sempre tá reclamando. （妻はいつも文句を言っている） 

 

主体動作客体変化動詞 

638. Mãe tudo semana faz bolo.（お母さんは毎週ケーキを作る） 

639. A mãe faz bolo toda semana.（お母さんは毎週ケーキを作る） 

640. Eu tudo mês corta cabelo.（*人称）（私は毎月髪を切る） 

 

主体変化動詞 

641. Eu sempre vou de metrô pra ir no serviço na fábrica.（会社の仕事に行くために、私はいつも

地下鉄で行く） 

642. Eu sempre dorme mais cedo.（*人称）（私はいつも早めに寝る） 

 

第二項：過去 

ポルトガル語では、過去の＜反復＞は完全過去形または「Andar（完全過去形）＋現在分詞」に

よってあらわされ、＜習慣＞は不完全過去形または「Viver（不完全過去形）＋現在分詞」によって

あらわされる。いずれも、話し言葉でよく用いられる形式である。 

一世の BOCP では、単純化が起こり、基本的に＜反復＞では完全過去形、＜習慣＞では不完全過

去形が用いられている。また、この 2 つの形式が混同し、誤用が生じる場合がある。 

そして、過去の継続性をあらわす「Estar（過去形）＋現在分詞」が用いられている誤用が見ら

れた。 

 

2.1 反復 

一世の BOCP では、基本的に過去の＜反復＞をあらわすには、完全過去形が用いられる。完全過

去形は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では過去において反復的に行なわれた動作をあら

わし、主体変化動詞では過去において反復的に行なわれた変化をあらわす。 
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主体動作動詞 

643. Maria várias vezes fez tchau. （マリアは何度もバイバイした（手を振った）） 

644. Semana passado ligou várias vezes para Pedro. （先週何度もペドロに電話した） 

645. Semana passado telefonou várias vezes para Pedro. （先週何度もペドロに電話した） 

 

主体動作客体変化動詞 

646. Pedro quando era novo muita vezes bateu carro.（ペドロは若い頃何度も車をぶつけた） 

647. Quanto vezes67 já quebrou coisa.（何度もものを壊した） 

 

主体変化動詞 

648. Vó já muita vezes caiu.（おばあさんは何度も転んだ） 

649. Aquele barranco já muita gente caiu de lá.（あの崖からもうたくさんの人があそこから落ち

た） 

  

ただし、＜反復＞をあらわす文を提示したにもかかわらず、話者は＜習慣＞をあらわす不完全過

去形で答えた例がある。主体動作客体変化動詞で「壊す」、「ぶつける」などの意味的に過去の習慣

をあらわしにくい動詞で文を提示したが、それでも不完全過去形が用いられた。653～655 は、文

法的に間違いではないが、「物を壊す」、「車をぶつける」ことは「習慣」として考えられないため、

意味的に不自然である。また、「Estar（過去形）＋現在分詞」が用いられ、過去・進行性をあらわ

している例（652）もある。これらの用例は、＜反復＞をあらわしていないため「?」記号で示して

いる。 

そして、ポルトガル語で用いられる「Andar（完全過去形）＋現在分詞」という形式は、やはり

一世の BOCP ではあらわれにくかった。 

 

主体動作動詞 

650. ?Quando era criança sempre pegava resfriado,gripe.（子どものときいつも風をひいた）  

651. ?Agora melhorou mas antes sempre brigava com marido. （今はよくなったけどいつも旦那

と喧嘩していた）  

652. ?Esses dia ele tá com estressado tava fumando cigarro. （ここ最近、彼はストレス、たばこ

を吸っていた） 

                                                   
67 「Quanto vezes（正しくは、quantas vezes）」は、日本語の「何回？」または「何度？」に相当するポルトガ

ル語の疑問詞であり、疑問文でしか用いられない。ここでは、「Muitas vezes（何度も）」の代わりに用いられて

いるが、誤用である。話者は、疑問詞の「何度行った？」と多くの回数をあらわす副詞の「何度も言った」を同じ

「何度」という形であらわす日本語に影響されていると考えられる。 
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主体動作客体変化動詞 

653. ?Vovô muita vezes quebrava muito.（おじいさんは何度もよく壊した） 

654. ?Quando era novo eu batia muito carro.（準）（若いころよく車をぶつけた） 

655. ?Ojii68 quebrava muito as coisa. （準）（おじいさんは、よくものを壊した） 

 

2.2 習慣 

一世の BOCP では、過去の＜習慣＞をあらわすには基本的に不完全過去形が用いられる。不完全

過去形は、主体動作動詞及び主体動作客体変化動詞では過去において習慣的に行なわれた動作をあ

らわし、主体変化動詞では過去において習慣的に行なわれた変化をあらわす。「Viver（不完全過去

形）＋現在分詞」の用例はやはりあらわれにくかった。 

 

主体動作動詞 

656. Quando era criança só brincava com pipa.（子どものとき凧だけで遊んでいた） 

657. Quando tava no Okinawa comia muito batata doce. （沖縄にいた頃芋をよく食べていた） 

658. Quando criança pequeno em casa só falava japonês. （（小さい）子どもだったとき日本語だ

け話していた） 

659. Quando era primário sempre brigava. （小学生の頃いつも喧嘩していた） 

660. Sempre comprava leite fresco. （いつも新鮮な牛乳を買っていた） 

661. Pedro tomava cerveja uma vez por semana. （ペドロは一週間に一回ビールを飲んでいた） 

662. O Pedro fumava por dia 10 cigarro. （ペドロは一日にたばこを 10 本吸っていた） 

 

主体変化動詞 

663. Quando era novo ia muito na cinema. （若い頃よく映画館に行っていた） 

664. Sempre eu ia de ônibus na escola. （準）（いつもバスで学校に行った） 

 

また、L1 の影響によって誤用が生じている。主体動作客体変化動詞では、「sempre（いつも）」

という副詞と共に完全過去形が用いられている。おそらく、完全過去形を用いるのは、話者は同じ

く過去の＜習慣＞をあらわす琉球語のシタ相当形式、琉球クレオロイドのシタの影響を受けている

からだと考えられる。しかし、ポルトガル語では、「sempre（いつも）」と共に完全過去形を用いる

と過去の習慣ではなく＜過去から現在にかけての習慣＞をあらわす。665 は、非文法的ではないが、

過去の＜習慣＞をあらわしていないため「?」記号で示している。 

 

                                                   
68 「Ojii（おじい）」は、琉球語からの借用語である。 
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主体動作客体変化動詞 

665. ?Sempre cortei cabelo naquele salão de beleza.（いつもあの美容室で髪を切った） 

 

また、過去の＜習慣＞をあらわすために（近い）過去の反復をあらわす「Andar（完全過去形）

＋現在分詞」が用いられている。これは単純に＜反復＞と＜習慣＞の形式を混同しているだけでな

く、琉球語の影響を受けていると考えられる。＜反復＞では、この形式は一度もあらわれなかった

にもかかわらず、ここで用いられている「Andar」という動詞は、もともと「歩く」という意味を

あらわし、＜習慣＞をあらわす琉球語の「しあっちゅん」（してあるく）と形式的に対応しているか

らだと考えられる。「小学生の頃」、「子どもの頃」という「遠い過去」をあらわす副詞句と「近い過

去」の＜反復＞をあらわす「Andar（完全過去形）＋現在分詞」が同時に用いられていると形式が

間違っていることが明確になる。これらは、誤用だと見なされる。正しいポルトガル語では、「Viver

（不完全過去形）＋現在分詞」が用いられる。 

 

主体動作動詞 

666. *Quando era primário andou brigando.（小学生の頃何度も喧嘩した） 

（正しい動詞の形：vivia brigando） 

 

主体動作客体変化動詞 

667. * Quando era criança andou pegando cigarra.（*人称）（子どもの頃何度もセミをとった） 

（正しい動詞の形：vivia pegando） 

 

主体変化動詞 

668. *Quando era criança andou subindo na árvore. （子どもの頃何度も木に上った） 

（正しい動詞の形：vivia subindo） 

 

第五節：その他の用法（誤用の発生） 

一世の BOCP には、不完全過去形を用いて＜非実現・未遂＞をあらわす用例が確認された。ポル

トガル語において＜非実現・未遂＞をあらわすには、完全過去形（断定形または否定形）が用いら

れるが、一世は、＜非実現・未遂＞をあらわす琉球語のシオッタ相当形式、琉球クレオロイドのシ

ヨッタと形式的に対応している（形式的にいずれも過去における継続性をあらわす）形を使用して

いるのである。しかし、ポルトガル語では、不完全過去形で＜非実現・未遂＞をあらわすことはで

きず、次の用例では誤用が生じている。一世だけでなく、準二世でもこの誤用が見られた。 
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主体動作動詞 

669. *Quase que falava a verdadeira.（もう少しで本当の事を言うところだった）  

（正しい動詞の形：falei） 

670. *Quase que comia de alguém.（もう少しで誰かのものを食べるところだった） 

（正しい動詞の形：comi） 

671. *Quase que comia dos outro. （もう少しで他の人のものを食べるところだった） 

（正しい動詞の形：comi） 

 

主体動作客体変化動詞 

672. *Quase que derramava chá. （もう少しでお茶をこぼすところだった） 

（正しい動詞の形：derramei） 

 

主体変化動詞 

673. *Quase que caía.（もう少しで転ぶところだった） 

（正しい動詞の形：caí） 

674. *Quase que escorregava. （もう少しで滑るところだった） 

（正しい動詞の形：escorreguei） 

 

 「Quase（que）69（もう少し、ほぼ）＋完全過去・断定形」の他に、「Por pouco（もう少し）

＋完全過去・否定形」で＜非実現・未遂＞をあらわす方法があるが、BOCJ の記述で述べたように、

ポルトガル語のこの表現を直訳して過去・否定形で日本語の＜非実現・未遂＞をあらわす二世と三

世がいる。ここで、もう一度、二世の用例と三世の用例を 1 例ずつ挙げておく。 

 

675. *やがて転ばなかった。（もう少しで転ぶところだった） 

676. *もう少し本当のことを言わなかった。（もう少しで本当の事を言うところだった） 

 

第四章のまとめ 

本章で述べた BOCP の ATM 体系を構成する形式を表 15 のようにまとめることができる。 

 

 

 

                                                   
69「que」を伴わない「Quase...」という表現が最も正確であるが、話し言葉ではブラジル人も「Quase que…」と

言うことがある。 
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表 15．BOCP の ATM 体系 

 完成性 継続性 パーフェクト性 反復性 

（反復・習慣） 進行性 結果性 

現在  Estar（現在形）

＋現在分詞 

Estar（現在形）

＋過去分詞 

完全過去形 

 

現在形 

 

Estar（現在形）＋

現在分詞 

未来 Ir（現在形）＋原

形 

Ir（現在形）＋

Estar（原形）

＋現在分詞 

Ir（現在形）＋

Estar（原形）＋

過去分詞 

Ir（現在形）＋Ter

（原形）＋過去分

詞 

70 

過去 完全過去形 Estar（不完全

過去形）＋現在

分詞 

Estar（不完全過

去形）＋過去分

詞 

Ter（不完全過去

形）＋過去分詞 

完全過去形 

 

不完全過去形 

 

 

BOCP の完成性をあらわすには、未来では「Ir（現在形）＋原形」、過去では完全過去形が用いら

れる。琉球語と琉球クレオロイドにはこれらの形式に対応するものがあるため、アスペクト的意味

では一世も問題なくこれらを使用している。ただし、動詞の活用形において人称、数の誤用が見ら

れた。また、ポルトガル語には、完成性をあらわす他の形式があるが、基本的に書き言葉、フォー

マルな話し言葉で用いられる形式であるため、日常の話し言葉だけでポルトガル語を使用する一世

の BOCP にはこれらはあらわれない。二世に比べ、一世の BOCP では形式の数が少なくなり、体

系が単純化しているのである。 

継続性は、進行性（動作進行及び変化進行）をあらわす形式と結果性をあらわす形式が区別され

る。これは、ポルトガル語と同じである。現在では「Estar（現在形）＋現在分詞」、「Estar（現在

形）＋過去分詞」、未来では「Ir（現在形）＋Estar（原形）＋現在分詞」、「Ir（現在形）＋Estar

（原形）＋過去分詞」、過去では「Estar（不完全過去形）＋現在分詞」、「Estar（不完全過去形）

＋過去分詞」が用いられる。これらは、琉球語のシテオル相当形式、シテオッタ相当形式、琉球ク

レオロイドのシテイル、シテイタに対応している。＜変化の進行＞をあらわすことができる点でポ

ルトガル語の形式は一世の L1 と異なっているが、このポルトガル語の用法は L1 より単純で、合理

的であるため一世も問題なく理解しているようである。 

ただし、一世の BOCP では、未来を現在形であらわすテンスにおける誤用が見られた。この誤用

は、現在・進行性と未来・進行性を同じ形式であらわす琉球語と琉球クレオロイドの影響が原因だ

と考えられる。そして、継続性においても書き言葉やフォーマルな話し言葉で用いられる形式はあ

                                                   
70 未来・反復性をあらわす形式については調査を行なっていない。 



166 

らわれず、一世の BOCP は形式の数が少なく、体系が単純化している。 

パーフェクト性をあらわす形式には、基本的に現在では完全過去形、未来では「Ir（現在形）＋

Ter（原形）＋過去分詞」、過去では「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」が用いられる。しかし、

未来・パーフェクト性をあらわすのに、本来現在・継続性（結果性）をあらわす「Estar（現在形）

＋過去分詞」が用いられた用例が確認された。この誤用が生じるのは、ポルトガル語の形式が L1

の形式と完全に対応していないからである（ポルトガル語の「Ir（現在形）＋Ter（原形）＋過去分

詞」が未来・パーフェクト性をあらわす専用の形式であるのに対し、琉球語ではシテオル相当形式

またはシテアル相当形式、琉球クレオロイドではシテイルまたはシテアルによって未来・パーフェ

クト性をあらわすことができる。また、シテオル相当形式とシテイルは、現在と未来を区別しない

し、パーフェクト性も継続性もあらわすことができる）。 

一方、ポルトガル語の過去・パーフェクト性をあらわす「Ter（不完全過去形）＋過去分詞」は

琉球語のシテアッタ相当形式と琉球クレオロイドのシテアッタと形式的・意味的に対応しているた

め、一世の BOCP でもあらわれやすい。パーフェクト性で見た以上のことから、L1（この場合は、

琉球語及びまたは琉球クレオロイド）と L2（この場合は、ポルトガル語）との対応関係によって、

誤用が生じる場合と逆に形式が正しく使用される場合があるといえる。 

ポルトガル語の反復性をあらわす形式は、＜反復＞と＜習慣＞に区別されるが、＜反復＞をあら

わす形式と＜習慣＞をあらわす形式を区別しない琉球語、琉球クレオロイドの影響を受けて一世の

BOCP では＜反復＞と＜習慣＞は区別されない。基本的に現在では現在形と「Estar（現在形）＋

現在分詞」、過去では完全過去形と不完全過去形が用いられる。＜反復＞をあらわす形式と＜習慣＞

をあらわす形式が混同し、誤用が生じる場合がある。ポルトガル語では、これらの他に普段の話し

言葉で用いられる形式があるが、BOCP では L1 に対応する形式を持つこの 4 つの形式だけが用い

られ、体系が単純化している。 

また、琉球語で反復性（習慣）をあらわす「しあっちゅん」という形式の影響によって、＜習慣

＞をあらわすのに＜反復＞をあらわす形式である「Andar（完全過去形）＋現在分詞」が用いられ、

誤用が生じる場合がある。 

そして、ポルトガル語に存在しない琉球語と琉球クレオロイドの＜直接確認＞をあらわすムード

的な用法のあらわれ方を調査した結果、＜直接確認＞をあらわす提示文に対して、話者は完全過去

形、「Estar（不完全過去形）＋現在分詞」を使用した。つまり、＜直接確認＞をあらわす用法がな

くなるのである。琉球クレオロイドと琉球語（TL）にあるが、ポルトガル語（話者の L1）にない

＜間接確認＋推論＞また＜意外性＞をあらわす用法が二世のBOCJとBOCRから消滅するように、

琉球クレオロイドと琉球語（話者の L1）にあるが、ポルトガル語（TL）にない＜直接確認＞の用

法は一世の BOCP ではあらわれない。つまり、話者の L1 と TL において共通しないムード的な用

法は消滅するのである。 
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また、一世の BOCP には不完全過去形を用いて＜非実現・未遂＞があらわされている用例が確認

されたが、これは、不完全過去形と形式的に対応する琉球語のシオッタ相当形式、琉球クレオロイ

ドのシヨッタの影響だと考えられる。ここでも L1 の影響による誤用が生じている。 

 

本論第二部のまとめ 

本論第二部では、まず、ブラジル沖縄コロニア語の ATM 体系の資源となる標準日本語、西日本

方言、琉球クレオロイド、琉球語、ポルトガル語の ATM 体系について述べた。それぞれの特徴を

明確にした上で互いに比較し、その共通点と相違点について述べた。そして、話者の L1 と TL の

共通点、相違点を考慮して BOCJ、BOCR、BOCP の用例を分析し、それぞれの ATM 体系をまと

めた。 

ブラジル沖縄コロニア語のどのタイプも起点言語（L1 の変容した形の場合）あるいは TL（L2

として習得された場合）と体系が異なっている。 

BOCJ は、標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイドの形式が併存し、同じ意味で複数の形式

が用いられ、日本語（一世の琉球クレオロイド、二世が TL とする日本語）よりも形式の数が多い。

一方、BOCR では使用されなくなった形式があり、琉球語より形式の数が少ない。BOCP でも同じ

く、使用されなくなった形式があり、形式の数が少ない。この意味では、BOCJ は起点言語あるい

は TL より体系が複雑であり、BOCR と BOCP は起点言語あるいは TL より体系が単純であるとい

える。 

狭義のブラジル沖縄コロニア語を考えると、どのタイプにおいても L1 の影響が見られる。この

L1 の影響は様々な側面で見られる。すべてのタイプにおいて L1 の影響による誤用の発生が見られ

た。そして、BOCJ と BOCR では L1 の影響による形式の意味の変容（＝新しい用法の発生）が見

られた。これらは、「L1 のマイナス影響」と考える。一方、L1 の影響があるがゆえに特徴的な形

式が継承され、維持されやすくなる場合がある。これは、「L1 のプラス影響」である。これらの現

象は、次のように確認された。 

 

「L1 のマイナス影響」  

＜誤用の発生＞ 

 二世の BOCJ では、＜非実現・未遂＞をあらわす意味でシナカッタが用いられる。 

 二世の BOCR では、過去・完成性、過去・反復性をあらわす意味でシテアル相当形式が用いら

れる。 

 二世の BOCR では、直接確認していない出来事をあらわす場合にもシオッタ相当形式が用いら

れる。 

 一世の BOCP では、未来・継続性を現在・継続性の形式であらわす。 
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 一世の BOCP では、未来・パーフェクト性を現在・結果性の形式であらわす。 

 一世の BOCP では、＜反復＞を＜習慣＞の形式であらわし、＜習慣＞を＜反復＞の形式であら

わす。 

 一世の BOCP では、＜非実現・未遂＞を不完全過去形であらわす。 

 一世の BOCP では、「Andar（完全過去形）＋現在分詞」で過去の習慣をあらわす。 

＜形式の意味の変容＞ 

 二世の BOCJ ではシテイル、シテイタは＜変化の進行＞をあらわす。 

 二世の BOCR ではシテオル相当形式は＜変化の進行＞をあらわす。 

 

「L1 のプラス影響」 

＜特徴的な形式の継承・維持＞ 

 二世の BOCJ では、パーフェクト性をあらわす琉球クレオロイドのシテアル、シテアッタが

継承・維持されている。 

 二世の BOCR では、パーフェクト性をあらわす琉球語のシテアル相当形式、シテアッタ相当

形式が継承・維持されている。 

 

L1 と TL が特定の形式・用法を共通して持っているとその形式・用法はよく使用され、また特徴

的な形式が継承・維持されやすくなるが、逆に、L1 または TL のどちらかが特定の形式・用法を欠

いていると誤用が生じやすくなり、意味の変容、形式・用法の消滅が起こる。L1 及び TL における

形式の有無（L1+、L1－、TL＋、TL－）を考慮して、ブラジル沖縄コロニア語に見られた特徴を

次のように分けることができる。なお。「L1＋／TL＋」は「L1 にも TL にも形式・用法がある」、

「L1－／TL＋」は「L1 にはないが、TL に形式・用法がある」、「L1＋／TL－」は、「L1 には

あるが TL に形式・用法がない」ことをあらわしている。 

 

L1＋／TL＋ 

＜形式の使用＞ ＜形式の継承・維持＞ 

 二世の BOCJ では、進行性をあらわす西日本方言のシヨルが使用される。 

 二世の BOCJ では、パーフェクト性をあらわす琉球クレオロイドのシテアル、シテアッタが継

承・維持されている。 

 二世の BOCR では、パーフェクト性をあらわす琉球語のシテアル相当形式、シテアッタ相当形

式が継承・維持されている。 

 一世の BOCP では、過去・パーフェクト性をあらわすポルトガル語の「Ter（不完全過去形）

＋過去分詞」が使用される。 
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L1－／TL＋ 

＜誤用の発生＞ 

 一世の BOCP では、現在形と未来形が区別されない。 

 一世の BOCP では、＜反復＞と＜習慣＞が区別されない。 

 

＜形式・用法の消滅＞ 

 二世の BOCJ では、シテイルで現在・パーフェクトをあらわすことはあまりない。 

 二世の BOCJ では、シタで過去の習慣をあらわすことはあまりない。 

 二世の BOCR では、シオル相当形式で継続性をあらわすことはあまりない。 

 二世の BOCJ では、＜直接確認＞をあらわす用法が消滅する。 

 二世の BOCJ では、＜間接確認＋推論＞をあらわす用法が消滅する。 

 二世の BOCR では、＜直接確認＞をあらわす用法が消滅する。 

 二世の BOCR では、＜意外性＞をあらわす用法が消滅する。 

 二世の BOCR では、シオッテアル相当形式が消滅する。 

 二世の BOCR では、シテオッテアル相当形式が消滅する。 

 二世の BOCR では、シテアッテアル相当形式が消滅する。 

 一世の BOCP では、書き言葉、フォーマルな話し言葉の形式が消滅する。 

 

L1＋／TL－ 

＜意味の変容（新しい用法の発生）＞ 

 二世の BOCJ ではシテイル、シテイタは＜変化の進行＞をあらわす。 

 二世の BOCR ではシテオル相当形式は＜変化の進行＞をあらわす。 

 

 以上のことをまとめると L1 と TL が特定の形式または用法を共通して持っている場合は、その

形式はよく使用され、特徴的な形式が継承・維持される。特定の形式・用法が TL にあり、L1 で欠

けている場合は、誤用が発生し、形式や用法が消滅する。また、特定の形式・用法が L1 にあるが、

TL にない場合は、形式の意味が変容し、新しい用法が発生する。このことを次のようにあらわす

ことができる。 

 

L1＋／TL＋    形式の使用、形式の継承・維持 

L1－／TL＋    誤用の発生、形式・用法の消滅 

L1＋／TL－    意味の変容（新しい用法の発生） 
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以上のように、ブラジル沖縄コロニア語の ATM 体系では、話者の L1 と TL の間に見られる共通

点及び相違点によって特定の形式の使用、誤用の発生、形式の意味の変容が起こり、様々な特徴が

生み出される。言い換えると、ブラジル沖縄コロニア語に見られる特徴は、すべてが話者の L1 と

TL の間に見られる共通点・相違点に起因するといえる。ブラジル沖縄コロニア語では接触要素が

無作為に接触・混交するのではなく、接触要素の関係によって使用される形式とその用法が決まり、

ATM 体系が構成されるのである。 

BOCJ では、複数の接触要素（標準日本語、西日本方言、琉球クレオロイド）の併存、特徴的な

形式の継承・維持、誤用の発生、形式の意味の変容、形式・用法の消滅によって特徴づけられてい

る。BOCR と BOCP では、複数の形式の併存はないが、その他の特徴は BOCJ と同じであり、特

徴的な形式の継承・維持、誤用の発生、形式の意味の変容、形式・用法の消滅によって特徴づけら

れている。以上の特徴を持ってブラジル沖縄コロニア語は、接触言語として成立しているのである。 

 

後書き 

本博士論文では、社会言語学及び文法学という二つの視点からブラジル沖縄コロニア語を分析

した。ブラジルの沖縄系社会において琉球語、琉球クレオロイド、本土日本語、ポルトガル語の

接触の結果として生まれたブラジル沖縄コロニア語は、その背景にある社会的な状況を反映しな

がら、接触言語としての文法的な特徴を持っている。 

粗大かつ複雑な対象であるブラジル沖縄コロニア語を研究することによって、接触言語という

ものの社会的な特徴がわかり、更に、その形成過程において起こる文法的な現象を発見し、理解

することができる。 

本博士論文は、社会的な特徴及び文法的な特徴の記述にとどまらず、接触要素間での共通点・

相違点に基づいて文法的な特徴をもたらす要因を明確にした。本博士論文が言語接触の研究一般

をはじめ、日本語をベースにした接触言語の研究、琉球語をベースにした接触言語の研究、ポル

トガル語をベースにした接触言語の研究に貢献することが望まれる。また、文法の研究において

はアスペクト、テンス、ムードの研究をはじめ、L2 習得の研究、言語変容の研究に貢献すること

が望まれる。 

筆者は今後も社会言語学及び文法学の様々な観点からブラジル沖縄コロニア語の研究を深めて

いきたい。 
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