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琉球諸語における音声教材作成について  

―言語習得と方言教育と危機言語の記録保存の各観点から― 

 
當 山 奈 那 

 

１．はじめに 

2013 年 5 月から 2015 年 3 月まで実施された総合地球環境学研究所の「ア

ジア・太平洋における生物文化多様性の探求―伝統的生態知の発展的継承を

めざして」予備研究の成果として、執筆者は 2016 年に国頭村奥集落の言語

「ウクムニー（奥方言）」の「音声」教材である「ウクムニーペーハナレー

（奥方言早習い）」を琉球大学の学生と協働で作成・報告した。琉球方言研

究クラブ（2015）でも、宮古島市の城辺福里方言の音声教材「フクザトフ

ツピャーピャーナロー」を作成している。また、琉球大学の卒業論文として、

西島本麻衣（2017）が波照間島波照間方言の音声教材「パチルマムニペー

シャナラスィ゜」、源河優香（2018）が多良間島塩川方言の音声教材「シュ

ガーフツしあすば！」を作成した。 

本稿では、琉球諸語の記録保存の観点、言語習得と方言教育の観点から、

琉球諸語の教材作成の問題点について述べる。その上で、上記の音声教材の

分析を行いながら、問題解決のための案を提示する。分析する教材は主に「ウ

クムニーペーハナレー」であるが、上記の他の教材についてとりあげること

もある。2 節では音声教材について紹介し、3 節では危機言語としての琉球

諸語の記録保存の問題、4 節では琉球諸語の言語習得と方言教育の問題につ

いてとりあげる。 

 

２. 奥方言の音声教材について 

はじめに、執筆者が対象とした奥方言と奥方言が属する「国頭語1」の言

                                                  
1 2009 年の UNESCO の基準によれば、奥方言は「国頭語」に属するが、「国頭語」

の区分に関しては批判や意見がみられる。ローレンス（2006）、Pellard（2009）の
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語状況について述べておく。 

奥方言が属する北琉球諸語の国頭語は地理的条件に起因して、島内でも地

域ごとの言語差が大きいことが指摘されている(かりまた 2016、新永・石

原・西岡 2014)。名護市史編さん委員会(2006)によると、例えば、沖永良部

島には北東方言と南西部方言がある。沖縄島北部は、北山原方言、中央山原

方言、南山原方言、伊平屋・伊是名方言、伊江島方言に大別される。それぞ

れの方言も音韻的特徴や形態的特徴において集落ごとに差異がみられる。 

 石原（2016）によると、2016 年現在の奥方言の話者数は 45 人であり、

すべて 80 代以上の方である。石原は、奥方言の言語危機度について

UNESCO の消滅の危機に瀕した言語の基準2に基づいて、「極めて深刻な危

機（当該言語を話す住民はほとんどいない）」と評価している。 

琉球諸語が話される地域では、日本語（共通語）への言語推移が進行して

おり、多くの地域で 40 代以下は伝統的な言語の運用能力を持たなくなって

いる。琉球諸語も国頭語内も言語差が大きく、言語学的に興味深い現象に満

ちている。一方で、その多様性が継承の困難さの一因になっているという大

きな問題点がある。近年、琉球諸語を含む危機言語の国内研究においては、

保存と継承に必要な研究やプロジェクトが盛んに行われている。しかし、学

術的な成果に重きがおかれた記録研究になりがちであり、地域の人が直接利

用できるものは少ない。未来のための研究が今できているのか？と改めて私

たちは自身に問わねばならない。 

 

2.1. 音声教材について 

 

 言語習得のための教材と言うとき最初に思い浮かべるのは、さまざまな場

面の会話文の教材、それに即した文法事項の説明と関連語彙のリストからな

                                                                                                             
論では、奥方言などの北沖縄諸方言は「沖縄語」に属し、与論などの奄美諸方言が「奄

美語」に属することになる。 
2 UNESCO Intangible Cultural Heritage Endangered languages 

(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00139) 
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る印刷物だろう。教材にはたいてい CD が付属しており、CD には教材に沿

った実際の音声が収録されている。これは、英語や日本語、中国語のような

大言語でも、琉球諸語のような少数言語でも同じである。少数言語の教材も、

大言語の良い教材を参考にしながらその言語に詳しい人に作られるからだ。 

しかし、ウクムニーのような少数言語の教材を、日本語で作ろうとすると、

「日本語の文字では表現できないその言語特有の音声を、どのように書き表

すか」ということが必ず問題になる。その音声をかな文字（カナ文字）で代

用して表したり、あるいは、その音声を表現するための独自の文字を作った

りする必要が生じる。このような文字表記の問題が起こってくるのは、ウク

ムニー（奥方言）のような少数言語の多くが書きコトバをもたない「話しコ

トバ」の言語だからである。むしろ、英語や日本語のように公式の書きコト

バをもっている言語のほうが地球規模で考えると稀といえる。 

ウクムニー（奥方言）のような言語では、「読み書き」ができることより

も「聞いて話す」ことができるほうが重要である。ところが、従来の教材は、

「文字」が主であり「音声」はあくまでも文字教材にとっての副次的、付属

的な存在だった。このような方式では、学習者は「聞いて話す」訓練を十分

に受けることができない。それでも、英語のような大きな言語であれば、ア

メリカやイギリスに留学してネイティブ・スピーカーと接したり、あるいは

単に英語に堪能な人と会話練習をすることで、このような教材の欠陥を学習

者自身で補うことができる。しかし、ウクムニー（奥方言）のような小言語

ではそうはいかない。奥集落に住んでいたとしても、方言に接する機会はあ

まりないし、現状のままでは今後ますます少なくなっていくだろう。 

では、奥集落のこどもたちが「ウクムニー（奥方言）で会話ができるよう

になりたい」と思ったときに、どのような教材があればその手助けとなるだ

ろうか？このような学習者の需要を念頭に、執筆者らは「聞いて話す」訓練

に重点をおいた、「音声」が主体の教材である、「ウクムニーペークナレー（奥

方言早習い）」を企画・作成した。ウクムニー（奥方言）にとって大切なの

は話しコトバ、すなわち、音声である。音声を主体にすることで、ウクムニ

ー（奥方言）の実態によりふさわしい形の教材を開発することになると考え
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た。後で詳述するが、もちろん、奥方言の仕組みについて、言語学的に体系

的に説明することも大切である。このためには、音声主体で組み立てられて

いる教材を、言語学上の要素に沿って文字や表に置き換えて体系的に整理す

る作業が必要になる。つまり、文字は音声に付属することになる。 

これまでの言語教材が、一般に、「文字」を主、「音声」を従として扱う傾

向があったのに対し、本稿では、「音声」を主、「文字」を従とする言語教材

の必要性と可能性を提案している。また、この教材のもうひとつの大きな特

徴は、琉球諸語のこれまでの言語学的知見に基づいた体系的な構成の教材で

ある、という点である。 

音声教材の教材構成は次の(ⅰ)～(ⅳ)のような内容を想定し、作成してい

る。 

(ⅰ)音声教材 (ⅱ)文字教材 (ⅲ)ワークシート (ⅳ)手引き書 

なお、特に(ⅲ)と(ⅳ)は、鈴木・工藤の『にほんごだいすき』シリーズの

『ワークブック』『おしえかたガイド』をそれぞれ参考にしている。以下に

ひとつずつ紹介する。 

 

(ⅰ)音声教材は、「当該言語に触れたことのない学習者が音声を通して繰り

返し練習することによって、その方言で日常会話をすることができるように

なる音声を媒体にした教材」である。車内や学校現場のような使用場面を想

定している。沖縄県民（奄美群島に住む方々）の多くが通学・通勤に車を利

用しているので、車内で流して聞きながら学習できる、また、学校現場にお

いても手引き書に従えば簡単に授業に利用できるような内容にする必要が

ある。そのため、文章をみなくても、音声のみで当該言語を習得できる構成

がふさわしい。「聞き流す」のみの内容にするのではなく、「聞く」「話す」

のどちらも訓練できる内容をもつ。さらに、各課の構成を考える際、前の課

で扱った内容の復習ができるとともに、ステップアップになるような内容を

後の課にもってくるのが望ましい。 

(ⅱ)文字教材は、「音声教材の内容を補完した上で、学習者が当該言語の言

語体系をとらえられるような構造をもつ文字を媒体にした教材」である。音
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声を聞いてなんとなくつかんだ概要を、表的に整理して体系的に捉え直すこ

とができるのは、文字教材の強みである。琉球方言研究クラブ(2015)では「副

読本」と「小冊子」という形で作成されている。副読本では各課の文法事項

の解説や音声解説、関連語彙が掲載されている。小冊子は副読本の内容をコ

ンパクトにまとめたものである。琉球方言研究クラブの(ⅰ)の媒体が CD で

あることを考慮して作成されたと思われる。小冊子は CD ケースに収納でき

るようになっている。 

(ⅲ)ワークブックは、「学習者が(ⅰ)と(ⅱ)で学習し、理解したことの定着を

はかるための練習帳」である。「書く」作業させるという点で、(ⅰ)と大き

く性質を異にする。この性質を活かして(ⅱ)ともリンクさせ、当該言語のロ

ーマ字指導やかな文字指導も行えるような内容にする（その言語の語彙の指

導は、ローマ字指導（音声指導・聴覚的手段）、かな文字指導（視覚的手段）、

意味指導（対象指示）を三位一体的に行う必要がある。音声の確認・定着も

はかる）。声に出してなんとなくわかった単語を「書く」ことによって、そ

の文字の連続を単語に結び付けることができるようになる。ワークブックの

構成も、「音声教材」と「文字教材」に沿った形にする。基本的問題と応用

的問題を作り、学習者の状況に対応できるようにする。 

(ⅳ)手引き書は、「(ⅰ)～(ⅲ)に対応した指導用の解説書」である。(ⅰ)～(ⅲ)

の全体的な解説のまとめと使用方法、これらの教材を使って実際に授業や講

座を行うときの具体的な指導例、授業や講義をするうえで必要になるような

最低限の理論的解説、方言教育の現場で問題になるようなコラム、あるいは

当該言語の言語的背景、くらし、生きもの、歴史の話などのコラムを紹介す

る。巻末に(ⅰ)～(ⅲ)で用いられた語彙リストと用語解説を付録とする。 

 

以降、（i）音声教材のみを示す場合は「音声教材」とし、(ⅱ)～(ⅳ)のい

ずれか、あるいはすべてを含める場合は、「音声教材セット」と示し、区別

する。 
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2.2. 音声教材の作成方法について 

標準語で音声教材の脚本を作成し、それを元に標準語で書いた調査票を作

成した。調査票を用いて話者の方々と面接調査を行い、会話の場面や状況を

詳しく説明して、それぞれの場面にあった奥方言に訳していただいた。この

調査で得られた方言訳をもとに、脚本と調査票に加筆修正を加え、調査票を

奥方言に直した上で、「奧ヤンバルの里」で、一時間半程度の時間をかけて、

話者の方による音声収録を行った。 

その後、収録音声の奥方言にあわせて標準語ナレーションの脚本を修正し、

大学構内でその音声を収録した。 

音声の編集には、フリーソフト Audacity を使用している。話者の収録音

声自体に加工は行っていないが、聞きやすさを優先させて一部の不自然な間

を削除したり、発話の間のノイズをとる処理を行っている。 

 

3. 危機言語の記録保存と音声教材セット 

 少数言語や危機言語の保持や継承のために必要な言語学者の仕事は、伝統

的 に は 、 ア メ リ カ 人 類 学 の 基 礎 を き ず い た F ・ ボ ア ズ （ Franz 

Boas,1858-1942）が唱道し、E・サピア（Edward Sapir,1884-1939）が範

を残した①文法書②辞書③テキスト（あらゆるジャンルの言語作品。古歌謡、

芝居脚本、ことわざ、なぞなぞ、言語遊戯など）の三点セットの作成だとい

われている3。この 3 点に加え、近年、記録メディアの急速な発達によって、

言語ドキュメンテーション （Himmelmann 1988）で提唱されている、包

括的な一次資料（音声、映像）の収集・管理・公開も求められている。多目

的に利用可能な一次資料を研究者や地域コミュニティと共有することによ

って、言語学のみだけではなく、他の研究分野も含む広範囲の研究活動が将

来にわたって可能になり、地域の方が方言教育や言語の維持・再活性化のた

めの活動に使うことも可能になる。 

 上記のような、文法記述（Language description）と言語記録（Language 

                                                  
3 宮岡（2002）pp.38 
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documentation）とが、当該言語の基礎的研究とすると、これらの基礎的研

究に学びながら言語教材を作成することは、言語再活性化（Language 

revitalization）につながる応用的な研究と捉えられる。 

 これまでの琉球諸語の研究では、多様な方言の記録としては充分とはいえ

ないものの、学術的価値のみにとどまらない、言語保持と再活性化の条件づ

くりに必須の要素としても価値が高い詳細かつ正確な記述と、かけがえのな

い人類の知的遺産を後世に伝える言語的資料とを残してきた。当該方言を母

語とする者と研究機関に属する者とが協働して編さんしている質の高い辞

書の出版も続いている。 

言語ドキュメンテーションの分野においても、琉球大学付属図書館に琉球

語音声データベースが設置されており4、仲宗根政善著『沖縄今帰仁方言辞

典』の全項目の文字データとその見出し語と用例の音声、国立国語研究所編

『沖縄語辞典』の見出し語・用例の追加、隣接する那覇方言の追加、および

これらの首里・那覇方言資料の文字データに見出し語と用例の音声等が公開

されている。 

 音声教材セットは、これまでの琉球諸語の研究の蓄積にもとづいた、体系

的な教材を目指している。同時に、対象言語が危機言語であることを考慮し

て、言語復興につながる教材を作成しながら、同時に文法記述と言語記録が

可能になる構成にした。包括的な文法事象をおさえた教材を作成すれば、簡

易文法書が話者の声付きで完成することになるはずである。また、教材作成

を通して現行の記述言語研究が継承のために必要な記述について、足りてい

ることと足りていないことも必然的に明らかになる。作成の過程で新しい言

語事実の発見が期待でき、各地点の調査者が教材開発を通じて、地点の言語

記述を深めることもできる。教材作成のために収集した音声資料は記述のた

めの重要な資料になり得る。また、収集した用例は文法記述の際には明確な

場面設定がなされた用例として記述の対象になる。そこから、まだ研究がほ

とんどされていない、方言のモダリティ研究につなげて行くこともできる。 

                                                  
4 http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/intro/index.html(琉球大学付属図書館琉球

語音声データーベース) 
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文法記述の研究と教材作成のを両立することは可能であり、むしろ両者は

不可分であるといえよう。この 2 つが両輪となって、相互に連関しながら研

究を発展させることができる5。国頭村奥方言のように、琉球諸語内でも話

者の方が 50 人にも満たない、高齢の方が多い言語は、言語記述や言語記録

と並行しながら体系的な教材を作らなければならないという現状も存在す

る。 

 次節から、言語多様性と継承の問題をとりあげる。他の言語（3.1）と琉

球諸語（3.2）のケースをそれぞれみていき、上述した音声教材セットが問

題とどのようにかかわるのかを（3.3）で述べる。 

 

3.1 危機言語内の言語多様性と継承の問題 

言語復興運動に関して、「ハワイ語」が海外の成功事例として有名である。

崎原(2015)によれば、「ハワイ語」とは「ハワイ諸島の先住民であるハワイ

人によって話されてきた言語に由来するさまざまなヴァリエーションの総

称6」である。ハワイ語内にも地域変種が存在している。しかし、現在ハワ

イで普及しているハワイ語は、このような地域変種のハワイ語（TRAD 

HAW）ではなく、そのうちの一つをベースにして作りだされた新たな言語

変種（NEO HAW）である7と崎原は述べている。ハワイ語の話者人口は増

えている。ただし、増えているのは TRAD HAW の話者ではなく、NEO HAW

を話す L2 であり、TRAD HAW は継承されずに衰退しつつある。 

 このような事態は珍しくはない。ヴィレム（2002）が述べる、ペルーに

おけるケチュア語の標準語化に伴い沸き起こった議論（1970 年代から 1980

年代にかけて）と類似している。ケチュア語の方言調査によって、ケチュア

語には地域によって相当な数の方言差の大きい変種があることがわかった。

                                                  
5 執筆者はこのことを言語学研究会と教科研国語部会の仕事から学んだ。 
6 pp35. 
7 「ハワイ島出身の言語学者 Kawena Pukui 氏が言語学者 Samuel Elbert とともに

ハワイ語（厳密に言えば、ハワイ島で話されているハワイ語の変種）の辞書を作り、

文法書を刊行した（略）言語復興の際、L2（執筆者注※第二言語話者）たちはこの

辞書と文法書を基に実質ハワイ語を標準化・画一化し、大学で教え」た。(崎原 pp36) 
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しかし、インカ帝国の首都であったクスコやその周辺に主に住んでいたイン

カのエリートの子孫が始めた文化復興運動の結果、他の数多くの方言は「崩

れた」「田舎風な」変種だとされ、対していわゆる「インカ帝国の」クスコ

方言は「純粋」で「正当」であると賞賛された。「クスコ方言以外の方言の

多くの話し手たちは、自分たちの地域方言に対して非常に低い価値しか見出

さないようになってきている8」。結果的に、ペルーでは 6 つの地域的な標準

語を確立することで（ただし、6 つの標準語は恣意的に、幾分政治的に選ば

れた）、方言的な差異を守ろうとした。しかし、「多くの方言の話し手が、ほ

とんどあるいはまったく親近感を持たない近隣の方言の規範に合わせるこ

とを要求され9」、さらに「従来と変わらず、多くの地域方言の衰退は続いた

10」のである。 

また、ウェールズ語も、復興プログラムの成功例と捉えられているが、復

興したウェールズ語は伝統的ウェールズ語とは音声や語彙や文法上の特徴

が異なっており、方言の多様性も失われていることをバーナード・コムリー

（2002）が指摘している。 

上記の復興言語は、危機言語の継承と復興における重要な問題点を示して

いる。ひとつは危機言語の内部で言語変種が存在する場合、言語の保存や復

興にたずさわる人々が伝達上の需要を満たすために標準化や中央集中化を

めざすことが起こることである。このことによって、「当該言語の話者では

ない共同体の成員への言語教育も容易になる11」。もうひとつは、ケチュア

語においても、ウェールズ語においても、復興言語として普及しているのは、

伝統言語とは異なるハワイ語の NEO HAW のような新たな言語変種という

ことである12（「復興された言語がかなり広範囲において伝統的言語とは異

                                                  
8 pp212. 
9 pp214. 
10 同上。 
11 コムリー（2002）pp234. 
12 グリンバルドは、「異なった方言の記述は大切であるが、学習用教材などにおいて

は当該言語の主要方言または中間形態（※執筆者注 リンガフランカを指していると

思われる）であるのがよい。（略）ことばを学ぶ子どもたちや若者たちの混乱をさけ
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なるものとなるかもしれない13」）。これは、言語の標準化の過程で必然的に

生じている可能性がある。なお、このような言語再活性化の方法において、

言語多様性を保持した継承が成功している地域は存在している例は管見の

限りみられなかった。 

 

3.2. 琉球諸語における言語多様性と継承の問題 

沖縄県の場合、平成 18 年に県が「しまくとぅばの普及促進に関する県条

例」及び「しまくとぅばの日」を制定した。県は 10 年後の復帰 50 年に「し

まくとぅばの話者」を現在の 30％増をめざす「普及促進行動計画」を策定

している。那覇市は自治体にたいして「ハイサイ・ハイタイ運動」を実施し、

今年度は教育委員会が市内の小学校に副読本を配布した。那覇市役所の採用

試験では「うちなーぐち」の挨拶をとりいれるなど、県が主体になったさま

ざまな取り組みがなされている。市内の公民館、博物館や図書館においても

近年、方言講座の開設などさまざまな試みがみられる。 

琉球列島は、約 800 の集落ごとに独自の方言をもつといわれるほど多様

性が高い。このような多様性を残すため、各地域方言の保存・継承を行おう

としてもそのための効果的な手立てがいまだにないという重大な問題があ

る。 

また、特に沖縄島内では「首里方言」の影響は強く、威信方言になってい

る。このことは、かりまた（2013a）が、琉球方言内の威信方言につい

て’endangered language’であると同時に’killer language’であると指摘し

ている。當山（2015）では、「首里方言」の言語実態を把握するために、新

聞や研究資料、言語事実から整理した上で定義し直し、階級語、あるいはよ

り広義の社会語の概念を導入しすることで、①首里階級方言、②首里地域方

                                                                                                             
るため、そのために選んだ高齢話者がそれなりに斉一な方言話者、すなわちその言語

の中間形態を話すものとなるよう、言語学者は心掛けなければならない」（pp159）

と述べている。教材を作成する際はこのような NEO 言語のほうがふさわしいと考え

る研究者も少なくない。 
13 コムリー（2002）pp237. 
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言、③首里那覇社会方言のみっつを取り出し、区別した。③は①と今日では

都市化がもっとも進んだ那覇市内の方言を土台にして作られた地域方言の

特徴をうしなった新たな言語変種である。崎原（2015）は、この③の言語

変種を NEO HAW（3 節参照）に倣って、「ネオ沖縄語」と呼んでおり、「ネ

オ沖縄語」が語彙・文法上、首里階級方言の特徴も那覇方言の特徴も失いつ

つあることを指摘している。 

 また、琉球諸語のなかで「標準語14」をつくるべきだという意見が 2014

年は新聞などでみられた（佐藤優15、大城立裕16）。この時、どの方言を標準

                                                  
14 同意味で使われることが多々見受けられるが、「標準語」と「共通語」とは区別

しなければならない。 
『現代言語学辞典』では、「標準語」を次のように定義している。 
 

「ある国おいて全国的に用いられ、洗練された規範的なものとして広く認められる言

語。一般に方言に対すると考えられ、その国の政治、経済、文化の中心で使われる言

語変種（variety）であることが多い。標準語は、主に書きことばとして法令・公文

書・教科書・新聞などに用いられるが、ラジオやテレビのニュース、公式の場におけ

る講演などにおいても使われ、いわゆる「正しい」または「よい」言語と考えられて

いる。」 
 
「共通語」は、次のように定義される。 
 
  「言語を異にする人たちの間で、互いの意思疎通のために共通に用いられる言語

のこと。一つの言語内でも、方言（dialect）の話し手の間で意志疎通のできることば

を、方言に対して共通語という。」 
 
このように、「標準語」と「共通語」は異なる概念をあらわしている。日本語標準語

は沖縄県内においても「標準語」であるが、首里方言や那覇方言は「標準語」ではな

い。かりまた（2013）は、沖縄地方において通用する共通はなしことばとしての共

通語を「リンガフランカとしての共通語」とよんでいる。 
15 「彼（ヨゼフ・ドブロフスキー）は、同時代の農村で話されていたチェコ語に範

を求めることをしませんでした。かわりに、16 世紀から 17 世紀の人文主義の時代に

書かれて残っている洗練されたチェコ語に注目し、これを手本として規範を打ち立て

ました（略）琉球語の公用語に関しても、規範を打ち立てることが不可欠だ。その場

合、地域主義的な議論で焦点を拡散しないことが重要と思う。規範は、18 世紀後半

から 19 世紀にかけて、首里で使われていた当時のエリートたちの言葉に求めること

が合理的と思う。首里の言葉をもとに現代琉球語の標準語を定める。この言葉が書き

言葉の基礎になる。」（佐藤優「琉球語の規範が不可欠」2014 年 6 月 7 日、14 日琉球

新報） 
16 「ウチナーグチを大事にする意識が今日、高まっているのは素晴らしいこと。だ

が、島々の別々の島言葉を大事にしたいと思いながらも、宮古や八重山など各地域間
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語にするのかといえば、首里階級方言であり、その根拠として、支配者階級

の言語であること、宮廷芸能である組踊りや琉歌に用いられた（用いられて

いる）言語であることがあげられている。佐藤は正書法の確立について述べ、

「規範性」を作ることを強調している。 

 中松（1999）は、首里方言の言語と階級性について検討しているが、そ

こでは、首里地域方言のことを「首里方言」とは認めない。「首里方言はい

わば地域のない方言」とはっきり述べる。さらに、「平民語（首里地域方言）」

について、「首里方言を記述するということは、士族の方言に変化が著しい

ものである以上、士族の方言を抜きにしては、首里方言の特徴は失われるで

あろうから、すくなくとも士族の方言は記述しなければならないことがわか

るだろう」と述べるように、「平民語（首里地域方言）」も「士族語（首里階

級方言）」も消滅の危機にあるのなら、残すべきは「首里方言の特徴」をも

っている「士族語」だと述べている。 

 このような首里階級方言がもつ特徴で重要なのは次の 3 点である。（1）支

配者階級の言語として明治時代の廃藩置県までは有力な位置をしめていた。

このことと加えて、（2）宮廷芸能である組踊りや琉歌は首里階級方言が用い

られたこと、そして、（3）『沖縄語辞典』という辞書の刊行が、現在にわた

って「あるべき姿」の言語をつくりあげていった。ある発話が正しいかどう

かは、文脈によって判断されるのではなく、辞書にのっているからであると

か、琉歌や組踊りという「本物」の言語のなかで使用されるからというよう

な事実によって決められるようになる。そこからずれた言語変種の発話は、

例えば、新聞や雑誌、講義のなかで上の事実を根拠にまちがいだとされる。 

 當山（2015）では、琉球諸語のなかでも首里方言は、かつての階級によ

る言語区別が今も強く意識されて（一部の言語的な特徴はなくなったとして

も）つかわれており、階級自体がなくなった現在では、都会エリート対地方

                                                                                                             
では、話が通じないために共通語としての日本語を使っている。ウチナーグチが現在

の沖縄で滅びつつあるのは、日本共通語に滅ぼされつつあるのだと考えてよい。島々

の言葉を大事にすることも重要だが、お互いに通じないから全体を統一する標準語が

必要。文化的自立が精神的な自立につながる」（大城立裕「言葉の独立 自立に力」

2014 年 8 月 10 日沖縄タイムス） 
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出身者という新たな社会階層のなかで生まれたいわゆる「共通語」とよばれ

るような「首里那覇社会方言」（崎原のいう「ネオ沖縄語」）に「首里階級方

言」の特徴を加味した規範意識をもつ方言が形成されつつある、と結論づけ

た。 

3.3. 音声教材セット 

他の危機言語においても、琉球諸語においても、言語の保存や復興にたず

さわる人々が伝達上の需要を満たすために標準化や中央集中化をめざすこ

とが共通して起こっている。また、琉球諸語、特に沖縄語においては、伝統

言語とは異なるハワイ語の NEO HAW のような新たな言語変種「ネオ沖縄

語」が発生しており、標準化と絡みながら、言語多様性を残した言語継承を

めざす上でさまたげになっていることをみてきた。多様性が継承の困難さの

一因になっているという大きな問題点があるのである。 

琉球諸語は、時に「外国語のようだ」と例えられるほど日本語標準語とは

異なっている。しかし、日本語と英語、日本語と中国語ほどの言語差はない。

むしろ、音韻的にも文法的にも日本語とは明らかな対応関係をもっており、

日本語話者であれば、外国語よりもはるかに容易に習得できるはずである。

琉球諸語内では、その言語差はより小さくなる。したがって、音声教材セッ

トをモデルにすれば、他の琉球諸語でも串刺し式に音声教材を作成すること

が可能である。もちろん、当該言語の言語的な特徴に即した体系になるよう

にアレンジする必要があるので、当該言語に詳しい研究者が作成するのが望

ましい。 

もう一つの研究者側のメリットは、研究者が言語調査を進めるに際して、

音声教材のみであれば、成果としてすぐに地域の方に報告できるという点で

ある。音韻やアクセント、文法の調査では成果をまとめるのに時間がかかっ

て心苦しい思いをすることが多い上に、完成した論文をお渡ししても、地域

の方が直接すぐに使えるものではない。音声教材セットであれば、調査側の

意図も伝わりやすく、地域の方からご意見をいただける。地域側の要望を反

映しやすく、研究者による一方向的な研究をふせぐことになる。 

 

-173-



4. 方言教育、言語習得と音声教材 

 上村（1967）は、「学校で国語の教育をうけるこどもは、そのまえから、

すでに国語を所有している。ところが、学校で外国語の教育をうけるこども

は、その外国語をまったく所有していない。この条件のちがいは、両者の方

法のちがいをまねかないわけにはいかない。」と述べている。学校教育で行

われている国語教育と英語教育は、子供たちの所有の条件に応じて、教育の

方法もことなったものにする必要がある。ただし、日本の学校における外国

語教育と国語教育との相互関係について、外国語教育は国語教育に依存して

いる。子供たちがすでに習得している国語の科学的で体系的な知識をあたえ

ることは、子供たちの使用する日本語をより洗練されたものにするだけでは

なく、知識というものさしを用いて、外国語のしくみを理解することにつな

がる。 

 では、方言教育の場合はどうだろうか。かりまた（2013b）では、上村の

考えに基づき、日本語教育と外国語教育、方言教育を次のように比較してい

る。 

 

日本語   方言   外国語 

母語（第一言語）  非母語（第二言語） 非母語（第二言語） 

習得   未習得   未習得 

国内で通用  地域社会で通用  限定された環境で通用 

母語（第一言語）  第一言語と近似  第一言語と相違 

 

 現在の児童・生徒は、方言を所有しておらず、この点で外国語と条件が同

じである。したがって、学校現場での方言習得は、外国語の学習と同様に、

児童・生徒の日本語の能力を利用し、日本語についての体系的で科学的な知

識を与えながら、方言を自覚的、意識的に習得させるのが効果的である。 

 ただし、外国語教育と方言教育には大きくことなる条件がある。それは、

3-3 でも述べたように、方言は外国語とはちがって、音韻的にも文法的にも

日本語と明らかな対応関係をもっているという点である。「方言教育をとお
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して、日本語についての理解をいっそうふかめることができる。あるいは逆

に、日本語についての体系的で科学的な教育が方言教育をおおいにたすける。

児童・生徒の第一言語である日本語についての知識が方言の理解と習得をた

すけ、方言を容易にみにつけることをたすける17」。方言教育と国語教育も、

それぞれが独立して存在しているのではない。いいかえると、国語教育のな

かで児童・生徒に母語としての日本語の発音、かな文字、文法、語彙に関す

る科学的な知識を与えておくことは、方言教育を行っていくためにも重要な

のである。 

 なお、今まで「琉球諸語を語学として学校現場で教える場合」について述

べてきたが、かりまた（2012）では、このような「琉球諸語を教える」こ

とと「琉球諸語について教える」こととを区別する必要性も指摘している。

執筆者は、両者を区別した上で、児童・生徒・学生にとって相乗的な効果的

をもたらすよう組み合わせることが望ましいと考える。その際に、音声教材

セットが、琉球諸語のことを学ぶことも、語学として学ぶことも可能な教材

をめざすならば、児童・生徒・学生は、当該地域のことばを学びながら、多

文化理解、日本語教育や外国語教育とも関連して多言語教育の基礎をつくる

ことができるようになるだろう。 

 以上のことをふまえて、次節より、音声教材セットの言語学的な体系性に

ついてみていく。 

 

4.1 全体の構成 

音声教材セットは次の四段階の構成からなっている。 

第一段階 導入（簡単な聞き取りができる、簡単な会話ができる、基本的な

名詞語彙に慣れる、当該言語の発音に慣れる） 

第二段階 基本（簡単な聞き取りができる、簡単な会話ができる、動詞・形

容詞語彙を覚える、助詞の使用と語形変化に慣れる） 

第三段階 発展（より発展した会話ができる、文の構造を理解し、使用でき

                                                  
17 かりまた（2013b）pp40. 
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るようになる。より発展した文に慣れる） 

第四段階 応用（長い会話と文章の理解と使用ができる、複文に慣れる） 

 

 このうち、「ウクムニーペーハナレー」は第一段階、「フクザトフツピャー

ピャーナロー」は、第一段階と第二段階を想定して作成されている。第三段

階と第四段階はまだ作成していない。そもそも、語学教材の多くが上級編を

作成していない。現地に行ってもその言語を使う機会がないような危機言語

にとっては上級編教材の作成は喫緊の課題と思われる。 

 教材の特色としては、（１）反復性（２）系統性（３）場面性があげられ

る。 

反復性は、同じ学習項目がくりかえしでてくる内容になっている。音声教

材、文字教材、ワークブックともに、語彙が重なるようにし、少しずつ、そ

の語彙を増やすような仕組みにした。また、ごく単純な文であるが、単語を

つかって、正しくくみあわせて、当該言語の文をつくることができるように、

例えば名詞語彙だけを変えて、名詞語彙を覚えながら、文を組み立てる練習

をくりかえし訓練できるようにしている。 

 系統性は、学習項目について、単純で具体的なものからはじめて、複雑で

抽象的なものへと進んでいくような構成にしている。 

 場面性は、該当言語を用いる地域の場面と、学習者にとっての身近な場面

とをくみあわせて学習ができるようにした。また、ならうと使ってみたくな

るような表現や単語をところどころに選んだ。 

 もうひとつ重要なのが、補助教材の充実である。特に手引き書を作成する

ことが求められる。当該言語の教育にはじめてたずさわる方の不安やストレ

スが緩和されるようにする必要がある。具体的な指導方法の例示、課ごとの

全体的な位置づけや意義・到達目標がわかるような内容が望ましい。学習者

だけではなく、方言教育にたずさわっている／これからたずさわる人も使っ

てみたくなるような、楽しい内容をめざさなければならない。 
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4.2 各課の構成と課相互の関連（系統性） 

 各課の構成を作成する際、系統性と関連して、前の課で扱った内容の復習

ができるとともに、ステップアップになるような内容を後の課にもってくる

ことを意識した。課は個々で独立しているわけではなく、前後の課と相関し

ている。 

 例として、琉球方言研究クラブ（2015）より、「フクザトフツピャーピャ

ーナロー」の第一課と第二課の構成をあげる。課の構成要素として、「学習

項目」「学習する形式」「文法事項」「場面設定」「扱う名詞のカテゴリー」「単

語」「新出文法事項」「言語行動」「目標」があげられている。 

簡単な文の作り方を理解するために、まずは活用変化のある動詞述語文と

形容詞述語文はさけて、2 単語からなる非過去形の名詞述語文「これはな

に？」「これは N（名詞語彙）だよ。」から学習をはじめている。この 2 つの

文はたずねる文もつたえる文も主語が「これは」であり、通達的な文のタイ

プが異なっても変わるのは述語形式のみで、初めて聞く方言であってもたず

ねる文とつたえる文のちがいを学習者が発見できるようになっている。 

第二課では、第一課で学んだ名詞述語の平叙文「クリャー N ユ。（これ

は N だよ）」から発展させ、「クリャー N ナ？（これは N か？）」という

Yes/No たずね文のかたちを扱う。そのたずねる文に答える述語の形式も、

第一課で学習済みの「クリャー N ユ。」に肯定の「ンー(はい)」を加えて

たずね文の内容を肯定する「ンー クリャー N ユ。」と、否定の「アラン

ユ(ちがうよ)」を加えてたずね文の内容を否定する「アランユ クリャー  

N ユ。」を扱い、第一課のステップアップとなっている。現れる単語も、第

一課の食べ物をあらわす名詞の語彙が第二課では増えるようになっている。

さらに、音声に関しては、第一課で学習した有声唇歯摩擦音の「v」に基づ

いて、第二課ではその無声音「f」の音声を学ぶことができる。 
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【表：「フクザトフツピャーピャーナロー」第一課の構成要素と内容／琉球

方言研究クラブ（2015）】 
 

第一課 「これはなに？」 

学習項目 

1)疑問詞「なに」を使った名詞述語の疑問詞たずね文 

（肯定/非過去/2 単語/「は」のかたち） 

2)名詞述語の平叙文（肯定/非過去/2 単語/「は」のかたち）

3)食べ物を表す福里方言の単語 

4)福里方言独特の[v]の音を含む名詞 

学 習 す る

形式 

1)クリャー ノーヤーバ？ 

2)クリャー N ユ。(N は名詞) 

文法事項 
1)名詞述語、疑問詞「なに」､たずね文､普通体､肯定､非過去 

2)名詞述語、平叙文、普通体、肯定、非過去 

場面設定 一郎くんとエミさんが市場にきて品物について話している。 

扱 う 名 詞

の カ テ ゴ

リー 

食べ物をあらわす名詞 

単 語 

＜標準語＞ピーマン、マンゴー 

＜方言初級＞トマトー(トマト)、グンポー(ごぼう) 

＜方言中級＞シマナー(からしな) 

＜独特な音＞スヴ(冬瓜)、クヴ(昆布) 

新出 

文法事項 

・疑問詞「なに」を使った名詞述語の疑問詞たずね文 

（肯定/非過去） 

・名詞述語の平叙文（肯定/非過去） 

・「は」のかたち 

言語行動 

目標 

目の前にあるものがなにか質問､もしくは答えることができ

る。 

(実際、現地で質問することで、新たな福里方言の単語の知識

を増やしていくことができる。) 

-178-

＼ 



【表：「フクザトフツピャーピャーナロー」第二課の構成要素と内容／琉球

方言研究クラブ（2015）】 

 
 

第二課 「これはピーマン(なの)？」 

学習項目 

1)名詞述語の Yes/No たずね文（肯定/非過去/2 単語/「は」の

かたち） 

2)名詞述語の平叙文（肯定､否定する形/非過去/3 単語/「は」の

かたち） 

3)食べ物を表す福里方言の単語 

4)福里方言独特の[f]の音を含む名詞 

学習する

形式 

1)クリャー N ナ？ 

2)ンー クリャー N ユ。 

3)アランユ クリャー  N ユ。 

文法事項 

1)名詞述語、Yes/No たずね文、普通体、肯定、非過去 

2)名詞述語、平叙文、普通体、肯定、非過去 

3)名詞述語、平叙文、普通体、肯定、非過去 

場面設定 一郎くんとエミさんが市場にきて品物について話している。 

扱う名詞

のカテゴ

リー 

食べ物をあらわす名詞 

単 語 

＜標準語＞ピーマン、マンゴー、ブロッコリー 

＜方言初級＞トマトー(トマト）、グンポー(ごぼう)、ゴーラ（に

がうり） 

＜方言中級＞シマナー(からしな)、ナビャーラ(へちま) 

＜独特な音＞フー(麩)、アフ(蒸しケーキ)、フフザタ(黒砂糖)、

サフナ(長命草) 

新出文法

事項 
・名詞述語の Yes/No たずね文（肯定/非過去） 

言語行動 

目標 

目の前にあるものがなにか確認、もしくは答えることができ

る。 

(実際、現地で質問することで、新たな福里方言の単語の知識

を増やしていくことができる。) 
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5. おわりに 

 琉球諸語で教材を作成する上では、琉球諸語内の言語多様性を残したまま

継承を行うように配慮する必要性がある。また、奥方言のように琉球諸語内

でも話者の方が少なく高齢の方が多い言語では、言語記録や言語記述と並行

しながら、体系的な教材をつくらなければならないという現状も存在する。

このような背景が横たわるなかで、「ウクムニーペーハナレー」や「フクザ

トフツピャーピャーナロー」のような音声教材のセットがどのような役割を

果たすことができるのか、ということを述べてきた18。 

かりまた（2013b）は、「自分のはなす言語を自分で決定する権利を保障

しなければならない。そのとき、選択肢のひとつとして、自分のうまれそだ

った地域の方言もふくまれる。百年後、二百年後の子孫が故郷の方言を話せ

るようになりたいという「言語権」を保障するおもい責任が現在の私たちに

はある19」と述べる。 

 その言語を学びたい人なら「誰でも、どこでも、いつでも」学ぶことがで

きる、学ぶ側の人間の資格を問わない教材を準備することは、危機言語の教

材作成において、最も大切な条件だと考える。同時に、このような条件を満

たす教材の作成を目指すことが百年後、二百年後の世界に繋がっていくと確

信している。 

 

※本稿には、當山（2015、2016）の内容が一部含まれている。 

 

 

 

 

                                                  
18本稿の内容を報告させていただく機会があったが、ハワイ語やウェールズ語のよう

に NEO 言語であっても共通語的な言語を設定する方が確実な復興手段であるとのコ

メントを何度がいただいたことがあった。「効率」や「現実」を考えるとそうだろう。

しかし、そのような流れの中で私たちや学生がお世話になった人や祖父母の声でこの

ような言語教材を作った意味について考えていただきたいのである。 
19pp25. 
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