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琉球諸語の仮名文字正書法の制定にむけて

狩俣繁久

 はじめに－琉球諸語に仮名文字正書法は必要か

琉球諸語の単語や文を書き表すとき、研究者は国際音声字母（以下、IPA）を

使用する 1。いっぽう、一般の人はカタカナ・ひらがな（以下、仮名文字）を使

用する。一部には仮名文字に漢字を混ぜた漢字仮名混じりが使用されることも

ある。しかし、琉球諸語のどの下位方言も正書法を持たなかった。正書法が無

いことによる不便さを解消するために、いろいろな工夫を凝らした表記法が提

案されたが、主として次の三つの事情が要因となって、琉球諸語の音声を仮名

文字に転写する正書法の制定を難しくしていた。

（A） 琉球諸語は、日琉祖語から分岐したのち、下位方言ごとにさまざまな音

韻変化を遂げた結果、奄美語の 2 種類の中舌母音 ï、ë、八重山語の舌尖

母音 ɿと前舌半広母音 ɛ、笠利町佐仁方言および竹富町竹富島方言等の鼻

母音 õ、ũ、ã、北琉球諸語および与那国語の喉頭音化した子音 ʔp、ʔt、
ʔk、ʔm、ʔn、ʔr、宮古語の唇歯摩擦音 f、v、久高島方言の無声側面摩擦音

あるいは歯茎摩擦音θなど、現代日本語には見られない音素（母音と子

音）が生まれた。したがって、現代日本語を書き表すための仮名文字（以

下、現代仮名遣い）をそのまま使って書き表すことはできない。

（B） 奄美大島南部方言の音節を閉じる p、t、k、s、ʃ、m、n、r、ts、子音単

独で拍をなす宮古語の成節的な子音 m、n、v、f、s、l、子音単独で音節

を形成する 2 拍の長子音 mː、nː、sː、fː、lː や母音のように機能する宮

1　 『奄美方言分類辞典』と『沖縄今帰仁方言辞典』は、喉頭音化した子音と喉頭音化しな

い子音を区別するために、ギリシア文字を用いている。ギリシア文字を用いたのは出版

当時、活版印刷の技術上の制限によって国際音声記号が使用できないという事情による

ものである。
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古語の音節主音的な子音 s、z、l、f がある。現代仮名遣いは子音 1 個と

母音 1 個が組み合わさった音節を書き表す音節文字である。したがって、

単独で音節形成に参加する子音を現代仮名遣いで書き表すことはできな

い。

（C） 日本語と同じ子音と母音を持つ方言であっても日本語には存在しない子

音と母音の組み合わせ＝音節が存在する。このような音節を書き表す現

代仮名遣いがない。

日本語には見られない琉球諸語の音素や音節も共通祖語の母音や子音が変

化したものである。IPA なら全ての琉球諸語の方言を書き表せるのだが、一般

には敬遠されている。IPA といっても、学校教育でローマ字や英語を習った人

なら特定の方言の書き表し方を身につけることはそれほど難しいものではな

い。宮古語ならアルファベットの 27 文字で表わすことができるし、それを習

得するのは容易い。しかし、実際問題として、ローマ字や IPA に対する抵抗

感は根強く、慣れ親しんだ仮名文字を使いたいという人々が大多数を占めてい

る。そうであるなら、琉球諸語の音節を仮名文字で転写する表記を考えなけれ

ばならない。

本稿は、仮名文字を用いた琉球諸語の正書法（以下、正書法）のあり方につ

いて論ずるものである。正書法は、語彙集に掲載される単語の表記だけではな

く、あらゆる文章を書き表すためのものである。したがって、琉球諸語の音節

を仮名文字でどのように書き表すか、その検討が中心になるとしても、次の

（１）（２）（３）を前提に正書法を検討する一環として仮名文字による表記を検

討するものである。

（1） 琉球諸語の全ての下位方言に適用できる正書法の検討

（2） 助詞や語尾や補助動詞などの附属形式を含むすべての言語形式の正

書法の検討

（3） 単語分かち書き、および、句読法を含む正書法の検討
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日本語には見られない母音と子音、それを組み合わせた音節を書き表す統

一的な正書法を制定し、琉球諸語のどんな音節でも書き表せる正書法の策定を

目指すのが（１）である。

名詞、動詞、形容詞・副詞の単純語だけでなく、複合語や派生語はもとよ

り、動詞、形容詞の全ての活用形、および、名詞の曲用形も含め、あらゆる言

語形式を書き表す正書法の策定を目指すのが（２）である。琉球諸語には動詞

語幹と語尾の複雑な融合、名詞語幹と助詞の複雑な融合を見せる下位方言があ

り、そこには名詞や動詞の語幹には見られない音素や音節の現れることがあ

る。したがって、活用形および曲用形を含めて検討することが必要な所以であ

る。

われわれが目指す琉球諸語の正書法は、戦後日本の国語改革に比肩される

ものであり、戦後行われた文字改革と同じく将来の長きにわたって使われ続け

られるものである。したがって、大きな責任を伴う。

仮名文字表記法策定の目的

方言を所有している人は、たとえどんな表記をしても、当該方言の発音で

読むことができる。たとえば、「美ら島」、「美ぎ島」、「美い島」などのようにルビ

無しの漢字仮名混じりで書かれていたとしても、当該方言の母語話者なら、「き

ょらしま」「かぎすま」「かいすぃま」と読むことができる。しかし、方言を所有

していない人は、「びらしま」「びぎしま」「びいしま」としか読めない。なお、「美

ら島」には「くらしま」「すらしま」「つらしま」「ちゅらしま」など多様な方言の読

みも存在する。

自分の慣れ親しんだ正書法以外には違和感を訴える人も多い。しかし、わ

れわれが第一に考慮しなければならないのは、既に琉球諸語を所有している年

配者ではない。これから琉球諸語を身につけたいと考える人、あるいは、身に

つけてもらいたい人、すなわち、琉球諸語を第一言語にしていない若い人々で

あり、児童生徒である。

琉球諸語の正書法は、琉球諸語のあらゆる下位方言の継承に資するもので

あり、児童生徒を含む若い人たちが琉球諸語を聞いたり話したりする能力を身
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に付けさせるだけでなく、琉球諸語の文章を読んだり書いたりする能力を身に

付けさせるものである。そうであるなら、琉球諸語の正書法は、次のことが前

提になる。

（4） 琉球諸語の全ての下位方言に適用できるものであること。

（5） 琉球諸語を学ぶもののほとんどが現代日本語を第一言語にする人々

であり、現代仮名遣いに慣れ親しんだ人々であること。

（6） 児童生徒を含む若い人々にとって身に付けやすいものであること。

（7） 現代仮名遣いと競合せず、現代仮名遣いの習得を妨げるものあって

はならず、逆に、現代仮名遣いの習得を助けるものであること。

（8） 現代仮名遣いの仮名文字の正書法の特性とその発展の歴史の延長線

上にあること。

上記の（４）の実現のためには、琉球諸語のさまざまな音声と音韻の特徴に

ついての理解がなければならない。

上記の（５）（６）（７）は、児童生徒への方言教育の実施を前提にしている。

それは も重視しなければならないことなのだが、学校教育現場の実態を知ら

ない大人が忘れがちな、あるいは軽視しがちな課題である。

現代仮名遣いを前提にするなら、旧仮名の「を・ヲ」「ゑ・ヱ」「ゐ・ヰ」を採

用することは避けなければならない。古代日本語の「を」は wo を、「ゑ」は we
を、「ゐ」は wi を表す文字であったが、現代仮名遣いには wo、we、wi を表す

ものとして「ウォ」「ウェ」「ウィ」がある。琉球諸語の wo、we、wi の表記に

「を」「ゑ」「ゐ」を使用すれば、現代日本語の「ウォ」「ウェ」「ウィ」と競合し混乱

を招く。助詞専用に使用される「を」は「お」と同じく o の音声を表す。wo の表

記に「を」を使用すれば、児童生徒が現代仮名遣いを習得するのに混乱を招く

だけでなく、琉球諸語の習得にも混乱を招く。

新たに正書法を策定する前提として（８）は重要であり、そのことは翻って

（５）（６）を助けることになり、さらに、琉球諸語および日本語の科学的な音

声指導、文字指導に繋がるものである。（８）については後半で詳述する。
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（５）（６）の課題、すなわち、全ての方言の教育を児童生徒に実施するに

は、（４）の解決は重要であり、琉球諸語の研究者は、自らの研究対象への言語

学的な関心だけでなく、消滅危機方言の持続的な継承のための教育についても

関心をもって向き合うことが求められる。

琉球諸語の正書法策定のための原則

琉球諸語の正書法を検討するにあたって、相互に密接に関連する以下の二

つの原則に則るものとする。

1． 表音性

2． 現代仮名遣いとの共存

さまざまな琉球諸語の正書法が提案される中で、２の原則は、あまり重視

されてこなかった。しかし、現代日本語の正書法に使用されている仮名文字を

琉球諸語の正書法にも利用するからには、現代日本語の正書法との共存をはか

ることは重要である。現代日本語の正書法をすでに身につけている人たちのこ

とを考慮することはもちろんだが、何よりも重視しなければならないのが小学

校入学後に現代日本語の正書法を身につける児童生徒の仮名文字の習得を妨げ

てはならないことである。

正書法の策定は、永続な運用と児童生徒への指導を前提にしたものでなけ

ればならず、音声を文字に転写するためだけの表記の策定に矮小化してはなら

ない。

表音性

琉球諸語の音声を音節文字である仮名文字に転写するうえで重視すべき原

則の一つが表音性であることは言を俟たない。

表音性とは、当該の文字が音波としての音声との間に対応関係があり、そ

の約束事が守られているということである。すなわち、文字と音の“指し示

し”と“指し示され”の一対一の関係が成立、承認されていることである。音声
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を正確に表すともいわれる国際音声記号であっても当該の音声記号が具体的に

どの音声（子音、母音）を表しているか、その約束を知らない人にはその表音

性は理解できない 2。

ぎゃくに、表音性が無いのは、文字と具体音声との間の“指し示し”と“指し

示され”の関係が成立していないことをいい、表音性があいまいだというのは

文字と音声との一対一の関係が損なわれていることをいう。これまで提案され

た琉球諸語の表記法に見られる表音性の問題点は後者であり、文字と音声の間

の一対一の関係が担保されていない表記が提案されている場合が少なくない。

日本語の仮名文字は、現代仮名遣いの制定によって表音性が大きく改善さ

れたが、表音性の原則を破る（9）～（14）などがある。これらのうち、（9）～

（12）は児童生徒の仮名文字習得に大きな影を落としている。

１音２文字

（9） 「おう・おお」、「えい・ええ」等のオ段とエ段の長音表記

（10） じ：ぢ、ず：づ

（11） /o/「お、を」、/e/「え、へ」、/wa/「わ、は」

（12） おおう（追おう、覆う）

（13） /juː/（いう：言う、ゆう：結う）

2 音 1 文字

（14） おう「王 /oː/、追う /ou/」、えい「英 /eː/、エイ（魚名）/ei/
　

類似の問題を抱えた表記法の提案が琉球諸語にも見られる。

2　 ただし、国際音声記号の t は「無声歯茎破裂音であり、上の歯茎に舌端または舌尖を

閉鎖させたのち急激な解放によって発せられる声帯振動の無い音声」である、のように

定義され、国際音声記号には客観的な表音性が担保されている。
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２音１文字

（15） 「っちゅ、っくゎ」の促音の表記と「っわ、っゆ」の喉頭音化した子音

を含む音節の表記。

（16） 同じく「っちゅ、っくゎ」の促音の表記と「っか、っぱ、った、っち

ゅ」の喉頭音化した子音を含む音節の表記。

（17） 奄美語の中舌母音、宮古語の音節主音的子音、石垣方言の舌尖母音

の「きぅ」表記。

（18） 奄美語の中舌中央母音、石垣方言の前舌半広母音の「けぅ」の表記。

（19） 喉頭化音を表すカタカナとひらがなを併用した表記。

宮良信詳 2021、「しまくとぅば読本」制作委員会編 2015（以下委員会編

2015）、生塩睦子 1999 などが（15）を採用している。促音「っ」は、子音 1 個

で 1 拍に数えられ、阻害音という調音方法のみを弁別的特徴とし、調音位置

が中和された、日本語に特徴的に見られる音素である。いっぽう、喉頭音化し

た子音 ʔw は、単独では音節も拍も形成せず、両唇の接近と喉頭の緊張もしく

は閉鎖を伴って発せられる二重調音である。ʔj も同様である。促音「っ」は 1
文字 1 音だが、喉頭音性を表す「っ」は、後ろの仮名文字と一緒になって 1 音

節を表す。性質の全く異なる音声に同一の表記を使用することは表音性が担保

されないだけでなく、現代仮名遣いと競合することによって児童生徒の習得に

混乱を招く 3。

委員会編 2015、生塩睦子 1999 が（16）を採用しているが、（15）と同じ問題

点を抱えている。このばあい、ʔw、ʔj に比べてその子音を含む音節数および

単語数が格段に多く、しかも促音を表す「っ」との競合は、無声破裂音を含む

音節（カ行、タ行、パ行等）と現れる環境が同じであり、語頭ではもちろん語

中および複合語の表記においてその割合が増加するので、現代日本語との競合

の度合いは大きい。表音性は著しく損なわれ、児童生徒の習得に一層深刻な混

3　 伊江島方言の母語話者が促音と喉頭化音に同じ表記を用いることに戸惑い、混乱する

現状がある。
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乱を招くものである。

委員会編 2015 が（17）を採用している。これは中舌狭母音 ï、音節主音的子

音 s、z、舌尖母音 ɿの異なる 3 個の音素を含む音節を一つの表記で表そうと

するもので表音性を損なっている 4。石垣方言と宮古方言のばあい、当該の音声

を中舌狭母音と誤認したことが、「きぅ、りぅ」等の仮名文字提案のもとになっ

ている。この誤認は、表記だけでなく、当該音声の発音指導にも影響を与える

ことが懸念される。

また、この「きぅ、りぅ」等の表記は、現代日本語の仮名文字の文字構成論

上の原則からも外れている。すなわち、現代日本語のばあい、イ段の仮名と小

添字「ァ、ゥ、ェ、ォ、ャ、ュ、ョ」が組み合わさったばあい、イ段の仮名は

口蓋音化した子音を表し、小添字は母音を表し、口蓋音化した子音を含む音節

を表す。ところが、「きぅ、りぅ」が表わさんとする音声は口蓋音化もしていな

いし、母音も「ゥ」の表す u でもなく、拗音の系列の音節でもない。

 宮城信勇 2003 が（18）を採用している。これは中舌中央母音 ë、前舌半広母

音 ɛの異なる母音を含む音節を一つの表記で表そうとするもので表音性を損な

っている。奄美方言の当該音は、中舌半狭半広母音 ë で、国際音声記号の əと

表記されうるものである。いっぽう、石垣島方言等にみられる当該音は、宮良

當壮、仲宗根政善等によって前舌半広母音 ɛと認定されたものである。出版社

の印刷技術上の制約から ë と表記されたことに惑わされ、これを奄美方言等の

ë と同じ中舌中央母音と誤認されることが少なくなかった。石垣方言の当該母

音を中舌中央母音と誤認したまま表記することは当該音声の正しい発音教育、

文字教育の妨げとなる。

長田須磨他 1974、仲宗根政善 1983 が（19）を採用している。これは喉頭化

音を含む音節と含まない音節をひらがなとカタカナでの書き分けを提案してい

る。文字上の弁別は付くが、いずれも同じ音声を表すので、どっちがどっちの

音声を表していたか分かりにくく、表音性という点では大きく劣る。慣れない

4　 委員会編 2015 は奄美方言の中舌母音を表記するものとして明確に記述していない

が、「中舌母音」と明確に記述している。
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利用者には、ひらがなとカタカナが混在して読みにくいこと、常用していなけ

ればその使い分けをすぐに忘れてしまうこと等、問題点は多い。

現代仮名遣いとの共存

前言したが、現代日本語の正書法に使用される仮名文字を琉球諸語の正書

法に転用するのであれば、現代仮名遣いとの共存は、表音性の確保とともに

も重視されなければならない原則である。なお、前節で、現代仮名遣いにも表

音性の原則を破る事象があることを指摘したが、それが児童生徒の仮名文字習

得の足枷になっていることも念頭に置かなければならない。

（20） 現代日本語には wo を表す「ウォ」があるにもかかわらず、委員会編 2015
と宮良信詳 2021 はその wo の表記に「を」を使用する。現代日本語の「を」は

「お」と同じ音を表す助詞専用の文字である。現代日本語との共存に支障を

きたし、日本語および琉球諸語の正書法の習得に混乱を招く。

（21） 現代日本語には wi、we を表す「ウィ、ウェ」があるにもかかわらず、委

員会編 2015 は wi、we の表記に「ゐ、ゑ」を使用する。現代日本語との共存

に支障をきたし、日本語および琉球諸語の表記の習得に混乱を招く。

（22） 現代日本語には w と母音が結合した音節を表すものとしてウィ、ウェ、

ウォがあり、それとの一貫性、整合性からも逸脱する。琉球諸語の wo、
wi、we の表記に現代日本語のウォ、ウィ、ウェをそのまま使用すれば、ま

ったく問題は生じない。

（23） 現代日本語には je を表す表記として「イェ」があるにもかかわらず、宮良

信詳 2021 は、その je の表記に「ゑ」を使用する。同じ音を現代日本語と琉

球諸語で異なる表記をすることは無用な混乱のもととなる。

（24） 宮良信詳 2021 が je の表記に使用する「ゑ」は古代日本語では we を表記

する仮名文字であり、日本の古典語の指導ではワ行の仮名として指導す

る。そこでも混乱を招く。

（25） 宮良信詳 2021 の提案する「ゑ」「ゐ」の表記を採用すると、ヤ行「や、ゆ、

よ」にワ行の仮名文字が混在して「や、ゐ、ゆ、ゑ、よ」となる。琉球諸語を
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見出しにする辞書の単語の並びもヤ行とワ行が混在し、日本語を母語にす

る人の混乱を招く。また古代日本語の辞書「古語辞典」との競合が起きて混

乱を招く。琉球諸語の je の表記に現代日本語のイェをそのまま使用すれ

ば、まったく問題は生じない。

ひらがなかカタカナか

表音性という観点からひらがなとカタカナをみると、ひらがなはカタカナ

に大きく劣ることが知られている。したがって、表音性を重視するなら、琉球

諸語の正書法にはカタカナが優れている。以下、琉球諸語の正書法にひらがな

を採用したばあいとカタカナを採用したばあいを比べる。

（A）琉球諸語の正書法にひらがなを導入したばあい

現代仮名遣いと琉球諸語の正書法を混同する児童生徒が出てきて、現代

仮名遣い、および、琉球諸語の正書法の習得を妨げる。

（B）琉球諸語の正書法にカタカナを導入したばあい、

（B-1）小学校の児童生徒が日本語の正書法を学ぶときに混同せず、正しい

現代仮名遣いを学ぶうえでの妨げにならない。

（B-2）小学校の児童生徒が琉球諸語のカタカナの正書法を学ぶときに混同

せず、正しい琉球諸語の正書法を学ぶうえでの妨げにならない。

（B-3）小学校でのカタカナ指導が必ずしも十分になされていない現状にお

いて、琉球諸語の正書法の指導は、それを補填し、日本語のカタカナ正

書法の習得を助ける。

（B-4）現代日本語のカタカナの指導が琉球諸語の正書法の指導の基礎とな

り、その習得を助ける。

（B-5）琉球諸語の正書法を学ぶなかで現代仮名遣いとの対比がなされ、ひ

らがなの文字論上の特徴の理解が進み、ひらがなとカタカナの習得に相

乗効果をもたらす。

（B-6）より表音性の高いカタカナの表記を学ぶことで、日本語および琉球
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諸語に関する音声学的知識を身につけるための基礎をつくる。

（B-7）日本語と琉球諸語の使い分けの意識を醸成させる。

以上、表音性、現代仮名遣いとの共存の観点からはもちろん、児童生徒への正

書法の指導および習得のための学習の負担の軽減という観点、いずれの面から

見てもひらがなよりカタカナが優れている。とくに、将来の長きにわたって運

用され、児童生徒への指導がなされる可能性のあることを考慮するなら、カタ

カナを採用するべきである。

単語分かち書きと句読法

文を綴るときは、単語分かち書きにする。単語分かち書きは、検定教科書

の文節分かち書きとほぼ同じものである。単語分かち書きは、琉球諸語を十分

に習得できていない者には不可欠のものであり、単語分かち書きの適用を使用

者の判断にゆだねない。

（1） 助詞、助動詞は間を空けず、前の要素と繋げて書く。

（2） 補助的な単語（補助動詞、補助形容詞、繋詞など）は離して書く。

書かれた文章をよみやすくするために、次の句読法を行う。

（1） 文（叙述文、命令文）の終わりには句点「。」（マル）をつける。

（2） 質問文の終わりには疑問符「？」をつける。

（3） 感嘆文の終わりには感嘆符「！」を付ける。

（4） 次のばあいには読点「、」あるいは「，」を付ける。

（4-1）複文の従属文の終わりには読点を付ける。

（4-2）独立語のうしろには読点をつける。

　独立語とは、接続詞、感嘆詞、応答詞、呼びかけ詞（呼びかけに用いる

人名や親族名詞を含む）である。
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漢字仮名混じり文について

漢字学習の負担が児童生徒に重くのしかかり、漢字の読み書き能力の教育

が保証されていない現状にあって、日本語の漢字習得に大きな改善がなされな

いかぎり、琉球諸語の正書法に漢字仮名混じりを導入することには慎重さが必

要である。

現今の学校教育において漢字習得に大きな後れの見られる児童生徒の少な

くないことに鑑みるなら、琉球諸語に漢字仮名混じりの正書法を導入をするこ

とには大きな懸念がある。画数の多さは漢字習得の足枷になっているが、 大

の問題点は、教育漢字においてさえ 1 個の漢字に複数の読みがあり、多いも

のになると 6、7 個の音訓の読みがあり、熟字訓を加えると、文字としては世

界的にも類を見ない複雑なものである。琉球諸語の正書法に日本語と同じ漢字

を使用すると、方言の読みが加わり、その読みの複雑さは倍増する。沖縄本島

内でさえ、「美ら島」には「くらしま」「すらしま」「つらしま」「ちゅらしま」「きゅ

らしま」など地域毎の多様な方言が存在する。大人はもちろん、児童の漢字学

習が混乱を極めることは火を見るよりも明らかである。

仮名文字の表記の構造上の特徴

仮名文字には「ん」および旧仮名の「を」、「ゐ」、「ゑ」を含めて 49 文字、ひら

がなとカタカナの合計 98 個の仮名文字が存在する。この仮名文字を並べた

五十音図は、無意味に並んだアルファベットはもちろん、唱えやすく覚えやす

い五七調の和歌のイロハに比べても、行と段に配列された五十音図は言語学的

にも合理的なものである。

しかし、五十音図には濁音節も長音節も拗音節も拗長音節も促音節もな

い。現代日本語の音節一覧表としては不完全だが、文字の一覧表として見れ

ば、直音節・清音節・単音節の文字が網羅され、行と段の配列の指導を通して

子音と母音の抽出を行うことができる。日本語の音声と仮名文字の復習を兼ね

ながら、現代日本語には存在しない母音や子音を有する琉球諸語の発音指導お

よび仮名文字指導の初期の段階で、日本語の五十音図を利用するのは有効であ

る。
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平安時代以降に起きた音韻変化によって日本語には拗音節、合拗音節、促

音節、拗長音節などの新たな音節が生まれ、音節構造が複雑になったが、それ

を表す専用の仮名文字を生み出さず、濁点や半濁点、小添字を創出して既存の

仮名文字に付すなどの様々な工夫を重ねて現在に至っている。現代日本語には

ない琉球諸語固有の音素を含む音節を表すための表記を考えるうえで、仮名文

字の発展の歴史、日本語の仮名文字表記法の原理には学ぶべきことが多い。

長音節

母音単独音節を表す「あ、い、う、え、お」は、長母音 aː、i ː、u ː、e ː、o 
ː を含む長音節を表すときにも使用される。「こう」が koː を、「けい」が keː を
表す。長音表記に用いられるカタカナの長音記号「ー」と同じく、「あ、い、

う、え、お」は、補助記号である。母音単独音節の仮名文字と長音表記の仮名

文字が同じであることから、母音連続や二重母音の表記と区別がつかない。し

たがって、長音表記の「あ、い、う、え、お」は表音性が劣る 5。

琉球諸語の表記にひらがなを用いると、現代日本語のひらがな表記の慣れ

が働いて長音表記に「あ、い、う、え、お」を使ってしまう可能性があるし、

日本語のひらがな表記法と琉球諸語のひらがな表記のダブルスタンダードによ

って混乱する可能性があるので、カタカナがよい 6。

5　 小川晋史編 2015 は、仮名文字表記にローマ字を併記している。そのローマ字表記で

は長音表記のために母音字を重ねたり、宮古語の長子音も子音字を重ねたりする表記法

を採用しているが、母音連続や子音連続との区別がつかない。国際音声記号の「ː」を使

うのがよい。小川晋史編 2015 は、他にも国際音声記号の表記に一般に流布するローマ

字を取り入れた表記を併記することで仮名文字表記法の発音指導の補助的な役割を担わ

せているが、琉球諸語の発音を書き表すのは国際音声記号をそのまま使用するのが良

い。国際音声記号に慣れさせておくことは、方言の音声教育を効率的に行うという意味

でも、将来の多言語習得の基礎を作るという意味でも、遠回りのようにみえて近道であ

る。

6　琉球諸語の 仮名文字表記法にひらがなを採用するか、カタカナを採用するかの選択は

重要な課題である。しかし、長音表記を含めひらがなには例外表記が多く、小学校低学
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濁点と半濁点の補助記号として役割

万葉仮名には濁音専用の漢字もあったが、仮名文字が生まれる過程で濁音

専用の万葉仮名は仮名文字にはならなかった。濁音が語頭に来ないという当時

の和語の音韻構造、および、複合語や派生語を作るとき、後要素の単語の頭子

音の清音節が濁音節に変わる、「かわ（川）－おがわ（小川）」「くも（雲）－あまぐ

も（雨雲）」「さら（皿）－こざら（小皿）」「ち（血）」－はなぢ（鼻血）」「ひ（日）－こ

もれび（木漏れ日）」などの形態音韻的な規則が理由として考えられている。し

かし、語頭に濁音を有する漢語が日常語の中に増えるにしたがって、有声破裂

音を頭子音に持つ音節（以下、濁音節）を書き表すために、調音点と調音方法

を同じくし、有声音か無声音かという声門の状態だけが異なる清音を表す仮名

文字の右肩に濁点「 ﾞ」を付して濁音節を表した。

清音節「か、き、く、け、こ」、「た、て、と」の濁音節「が、ぎ、ぐ、げ、

ご」、「だ、で、ど」への変化は、無声破裂音の有声音化（k＞g、t＞d）であり、

「ち、つ」の濁音節化は、無声破擦音の有声音化（tʃ ＞ dʒ、ts ＞ dz）である。

濁点は、清音節の頭子音 k、t を g、d に変化させる補助記号である。

「は、ひ、ふ、へ、ほ」の濁音節化は、無声両唇摩擦音 ɸの有声両唇破裂音 b
への変化である 7。「さ、し、す、せ、そ」の濁音節化は、無声歯茎摩擦音 s、ʃ

の有声歯茎破擦音 dz、dʒ への変化であり、濁点は有声音化と調音方法の変更

を表す 8。

清音節と半濁音節の間にも、複合語や派生語を作るときの形態音韻論的な

関係があるが、さらに濁音節を加えた三者の間にも「にほん（二本）－いっぽん

（一本）－さんぼん（三本）」、「にひき（二匹）－いっぴき（一匹）－さんびき（三

匹）」などの形態音韻論的な関係がある。

年の子どもたちの仮名文字習得の大きな妨げになっている。カタカナは音声を表記する

文字として一日の長がある。

7　 現代日本語で考えると、無声声門摩擦音の有声両唇破裂音化であり、有声性の付与、

および、調音点、調音方法の変更である。

8　 「し、す」の濁音化によって清音節で区別のあった摩擦音「し、す」と破擦音「ち、つ」

の区別が失われている。
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半濁点「ﾟ」は、無声両唇摩擦音 ɸを頭子音にもつ清音節「は、ひ、ふ、へ、

ほ」の半濁音節化を表す補助記号だが、音声学的には無声両唇摩擦音の無声両

唇破裂音への変更で、調音方法の変更を表す。いっぽう、濁音節の半濁音節化

とみれば、有声音の無声音化の変更を表す。

濁点と半濁点は、既存の仮名文字が表わしていた音節の頭子音の音素素性

を変更させて別の音素素性をもった子音に変える補助記号である。

有声軟口蓋破裂音 g を頭子音にもつ「ガ、ギ、グ、ゲ、ゴ」の濁点を半濁点

に換えることによって有声軟口蓋鼻音ŋを頭子音にもつ鼻濁音節「  、  、  、
 、  」に変えたのも、また、有声唇歯摩擦音vを頭子音にもつ外国語の音節を

日本語に取り込むとき、「ウ」に濁点を付して「ヴ」のように表記し、有声両唇摩

擦音βや有声唇歯摩擦音 v を頭子音に持つ音節を表すヴァ、ヴィ、ヴェ、ヴォ

として表したのも、音素素性が変更したものであることを表す濁点と半濁点の

役割を利用したものである。なお、「ヴ」は、母音の u の仮名表記ウに濁点を付

したものだが、ウィ wi、ウェ we、ウォ wo、ウァ wa の頭子音の有声両唇接

近音 w を有声両唇摩擦音β（または有声唇歯摩擦音 v）に変更する補助記号と

見ることも可能である。  やヴは、半濁点や濁点の音素素性を変更させる補助

記号の役割を熟知した日本人が創出したものである。

小添字の役割（1）－拗音節

漢語の増加と和語の音韻変化によって発生した拗音節を書き表すために、

イ段の仮名文字に小添字「ャ、ュ、ョ」を組み合わせた「キャ、キュ、キョ」等

の音節を拗音節という 9。それに対して「カ、ク、コ」等を直音節という。

拗音節は、音声学的には後部歯茎音 ʃ、ʒ、tʃ、dʒ、硬口蓋音 ɲ、ç、硬口蓋

音化した [kj] [gj] [pj] [bj] [mj] [ɾj] に母音 a、u、o が結合した音節である。本稿

では後部歯茎音 ʃ、ʒ、tʃ、dʒ に e の結合した音節の「シェ、チェ、ジェ」を含

め、新たに生まれた「デュ、テュ」等の口蓋音化した子音を含む音節も拗音節

9　 初めから小添字だったわけではないが、その歴史的な変遷については本稿では触れな

い。
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と呼ぶ。イ段の仮名は頭子音が口蓋音化していることを表し、小添字「ャ、

ュ、ョ、ェ」は頭子音が口蓋音化した音節であることと同時に、当該音節の母

音が a、u、o、e であることを表す。イ段とエ段の仮名文字と小添字がセット

になって当該音節が拗音節であることを表すのである。

「ひゃっかい」の「ひゃっ」は 3個のセットで 2モーラ 1音節の çakを表し、「び

ゅうっと風が吹く」の「びゅうっ」はこの 4 個のセットで 3 モーラ 1 音節の音節

bju:t を表している。それと同じく、キャ、ビュ、リョ、シェ、ジェ、チェ、

テュ、デュは、仮名文字と小添字の 2 個のセットで 1 モーラ 1 音節の音節を

書き表す。

小添字の役割（2）－合拗音節

漢語に含まれた合拗音節を書き表すために、「ク、グ」に小添字「ァ」を組み合

わせる。「カ、ガ」が直音節で「クァ kwa、グァ gwa」が合拗音節である。漢語

に含まれた「クァ、グァ」は、のちに脱唇音化して「カ ka、ガ ga」に統一され

た。

近代以降に増えた外来語を書き表す「クァ kwa、クィ kwi、クェ kwe、クォ

kwo」、「グァ gwa、グィ gwi、グェ gwe、グォ gwo」、「フィ ɸi、フェ ɸe、フォ

ɸo」、「ウィ wi、ウェ we、ウォ wo」もウ段の仮名に小添字「ァ、ィ、ェ、ォ」を

組み合わせて表している。本稿ではこれらの音節も合拗音節と呼ぶ。

合拗音節は、音声学的には唇音化した軟口蓋破裂音 kw、gw、無声両唇摩擦

音 ɸ、有声両唇接近音 w と母音 a、i、e、o の結合した音節である。ɸは、唇

音化した子音とはみられていないが、本稿では直音節「ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ」

に対してウ段の仮名文字に小添字「ァ、ィ、ェ、ォ」を組み合わせたこれらの

音節を合拗音節と見る。w も唇音化した子音とはみられていないが、ウ段の仮

名に小添字「ィ、ェ、ォ」を組み合わせた「ウィ wi、ウェ we、ウォ wo」も合拗

音節とみる 10。

10　 なお、wi、we、wo の音節が日本語にかつて存在しなかったわけではなく、旧仮名の

「ゐ・ヰ、ゑ・ヱ、を・ヲ」は wi、we、wo を表していたが、脱唇音化によって母音単独
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小添字の役割（3）－拗合拗音節

外来語のフューチャー、フュージョンのフュは、無声両唇硬口蓋接近音 ɥ9と

u の結合した音節 ɥ9u であり、ɥ9 は唇音化と硬口蓋音化を同時に実現した子音

であることから、ウ段の仮名フに小添字ュを組み合わせている 11。

テュービンゲン、デュッセルドルフのテュ tju、デュ dju は口蓋音化した子

音と u の結合した音節である。tju の tj、dju の dj は唇音化した子音とは見ら

れていないが、tj、dj は、後続母音 u の発声の準備のために円唇化している。

テとデに小添字ュの組み合わさったテュ、デュの tj、dj は、口蓋音化と唇音

化が同時に実現した三重調音（？）であり、テュ、デュはフュと同じく拗音節

と合拗音節の合わさった拗合拗音節とでも呼ぶべきものである。12。

小添字の役割（4）－直音節

数は少ないが、直音節を表すために小添字が用いられている。外来語に含

まれる直音節を表すトゥ、ドゥ、ティ、ディ、スィ si、ツィ tsi、ズィ dzi、
ツァ tsa である。これらの音節はすでに存在していた子音と母音を組み合わせ

たものだが、既存の仮名文字では表せない音節を表すために、仮名文字と小添

字を組み合わせた表記が用いられているのである。

音節に変化した。その後、外来語に含まれる wi、we、wo を書き表すために「ヰ、ヱ、

ヲ」を復活させて使用せず、合拗音節の仮名表記法を適用してウィ、ウェ、ウォと書き

表した。事情は異なるが、かつてハ、ヒ、ヘ、ホは ɸa、ɸi、ɸe、ɸo であったが、脱唇音

化によって ha、hi、he、ho に変化して ɸa、ɸi、ɸe、ɸo は失われたが、外来語に含まれ

る ɸa、ɸi、ɸe、ɸo を表記するためにファ、フィ、フェ、フォが生み出されたのである。

11　 沖永良部島和泊町国頭方言の ɥ9u（ː今日）はフューと表記し、喜界島大朝戸の ɥ9aku
（百）はフャクと仮名文字で表記できる単語である、調査時にはこの音声をどう表記して

よいか分からず、ɸjuː、ɸjaku と表記した。

12　 合拗音節はウ段の仮名と小添字の組み合わせを原則とするが、外国の地名や人名を

書き表すためのトァ twa、ドァ dwa は、オ段のト、ドに小添字ァを組み合わせる。テュ

tju、デュ dju はエ段のテ、デに小添字ュを組み合わせる。これはタ行の仮名文字の特殊

性に起因するものであり、合拗音節と拗音節の表記の原則を崩すものではない。
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小添字の役割（5）－まとめ

小添字が含まれる音節には次の四つのタイプがある。いずれも、日本語に

すでに存在した子音と母音の組み合わせである。

（A） 直音節を表す トゥ、ドゥ、ティ、ディ、スィ、ツィ、ツァ

（B） 拗音節を表す シェ、チェ、ジェ、イェ

（C） 合拗音節を表す ファ、フィ、フェ、フォ、ウィ、ウェ、ウォ

（D） 拗合拗音を表す フュ、テュ、デュ

仮名文字と小添字を組み合せた表記は、仮名文字が子音を表し、小添字が

母音を表しているように見える。しかし、ティ ti とトゥ tu ではテとトが子音

の t を表している。テとトの二つの仮名文字が１個の子音 t を表す。もう一方

で、ティ ti とテュ tju をみるとテが t、tj を表し、トゥ tu とトァ twa をみると

トが t、tw を表している。テが t、tj の 2 個の子音を、トが t、tw の 2 個の子

音を表している。ディ di とドゥ du、ディ di とデュ dju、ドゥ du とドァ dwa
の間にも同じことがいえる。

仮名文字と小添字の組み合わせ、小添字の創出と定着、その発展・応用

は、音節文字の音素文字化の進行 13、あるいは、萌芽とも理解できなくはない

が、仮名文字と音素の間に一対一の厳密な対応はない。しかし、日本人は、仮

名文字が子音を、小添字が母音を表す傾向を熟知していて、外国の地名や外国

人の名前を表すときに利用したのである。仮名文字と小添字を組み合わせる方

法は、琉球諸語に固有の音節を表記するものとしても有効である。

仮名文字は音節文字であり、ローマ字、および、そのローマ字を土台にし

て作られた IPA は音素文字である。両者は文字論上の性格が大きく異なる。

仮名文字にさまざまな工夫を凝らしても、多くの仮名文字が音節文字のままで

13　 世界の文字の発展の歴史について知るには、ムア・ハウス著、ねずまさし訳『文字の

歴史』（1956、岩波新書）が分かりやすくまとめられている。仮名文字については書かれ

ていないが、参考になる。
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あり、濁点や半濁点と同じく補助記号の小添字と組み合わせで音節を表すもの

である。音節文字としての仮名文字の呪縛から逃れることはできない。仮名文

字はどこまでいっても音節文字なのである。琉球諸語のばあいも、それが音節

文字であるということを前提にしなければならない。

琉球諸語の仮名文字表記

日本語の仮名文字表記の特徴と発展の歴史を踏まえ、琉球諸語の単語およ

び文法形式を仮名文字で表記するための原則を提案する。

（A） 現代日本語のカタカナ表記を 大限に採用する。

（B） 長母音、長子音は仮名文字の後に「ー」（棒引き、長音記号）を付す。

（C） 現代日本語に存在しない口蓋音化した子音を含む音節（拗音節）は、

イ段の仮名文字に小添字を組み合わせて表す。（nje ニェ、hje ヒェ

等）。

 　ただし、口蓋音化した歯茎破裂音 tj、dj は、「テ」、「デ」を用いて小

添字を組み合わせる。（tjo テョ、dja デャ等）

（D） 現代日本語に存在しない唇音化した子音を含む音節（合拗音節）は、

ウ段の仮名文字に小添字を組み合わせて表す（nwa ヌァ、rwa ルァ

等）。ただし、唇音化した歯茎破裂音 tw、dw は、「ト」、「ド」を用いて

小添字を組み合わせる。（twa トァ、dwa ドァ等）。

（E） 口蓋音化と唇音化を同時に実現する子音を含む音節は、ウ段の仮名

文字に小添字「ャ、ュ、ョ」を組み合わせる。（ɥ9u フュ、fju フュ、vja
ヴャ、ɥa ウャ 14 等）

14　 熊本県天草郡河浦町今田板之河内で方言調査をしていたとき、iɥa（ː祝い）という語

を得た。この ɥは、両唇と硬口蓋の二か所を接近させることによって発せられる接近音

で、有声両唇硬口蓋接近音である。唇音化と口蓋音化を同時に実現する子音で、第二次

基本母音の前舌半狭母音 ø が接近音化したものと見ることもできそうである。この ɥと

母音 a の結合した音節 ɥa は、ウャと表記できる。このウャ ɥa も調査時にはどう表記し

てよいか分からず wja と書いた。



-20-

（F） 現代日本語に存在しない子音あるいは母音を含む音節を表すとき、

音素素性を変更する機能をもった半濁点「 ゜」を付す。

（G） 小添字の原則を踏襲し、宮古方言の音節主音的子音を小添字「ㇲ、

ㇷ、ㇽ」を使用して表す。この小添字はアイヌ語表記に開発作成され

た文字を転用するか、下付き文字ス、フ、ルを使用する。

 　アイヌ文字転用の例：ピㇲトゥ（人）、クㇷー（作る）、ピㇽーマ（昼

間）等）。

 　下付き文字使用の例：ピストゥ（人）、クフー（作る）、ピㇽーマ（昼間）

等）。

（H） 補助記号の濁点「 ゛」、および、半濁点「 ゜」の付与では限界のある音

節の表記として新たに次の二つの補助記号を提案する。

（H-1） 喉頭音化した子音 ʔw、ʔk、ʔtʃ 等を含む音節 ʔwa、ʔka、ʔtʃu 等をあ

らわすとき、仮名文字の右肩に喉頭破裂音を表す補助記号 ʔ を付し

て、ʔワ、ʔカ、ʔチュ等のように表す。喉頭音化した子音を含む音節は

語頭もしくは複合語の後要素の前につくので、左肩に付すのがよ

い。ʔの記号はユニコードの IPA 拡張を使用する。

（H-2） 鼻母音を含む音節の仮名文字の上に鼻音化を表す補助記号 ˜ を付す。

パソコンの技術上の制約で仮名文字の上に付せないときは、半角の

記号を右肩に付す。

 オ
～  ーオ

～  ー（ううん・応答詞）

IPA を補助記号として仮名文字に付して用いるのは、これらの音声指導、お

よび音声指導と結びつけた文字指導を行ううえで、喉頭化音を表す ʔ、およ

び、鼻音化を表す ˜ についての音声指導は必要だからであり、そこで使用する

IPA を使用することが も合理的だからである。

上記の（F）に関して、半濁点を付す方法は、既に宮古島の人たちがス、イの

ように実行している。小川晋史 2015 でも竜郷町浦方言の中舌狭母音の表記に

小添字「ぃ」に半濁点゜を付した「ぃ 」を提案している。

上記の（G）に関して、下地勇の CD アルバムの歌詞カードの中で音節主音的
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な s を小添字のスをにしてキス ks と表記している例がある。本稿は下地勇の方

法を踏襲し、さらに発展させたものである。

上記の（H）に関して、名護市教育委員会編 2006 が喉頭音化した子音を表す

ために、喉頭破裂音を表す ʔを補助記号にして仮名文字の左肩に付して、

「ʔワ、ʔヤ、ʔカ、ʔマ」のように表記している。小川晋史 2015 では、鼻音化の補

助記号として「～」を左肩に付し、喉頭音化した子音を表す補助記号として「‘」

を「‘わ、‘や、‘か、‘ま」のように仮名文字の左肩に付し（竜郷町浦方言など）、母

音の前の喉頭破裂音 ʔを補助記号「‘」にして「‘あ、‘い、‘う、‘え、‘お」のように

仮名文字の左肩に付し（津堅方言）、あるいは、母音の前の喉頭破裂音 ʔを補

助記号「’」にして「’あ、’い、’う、’え、’お」のように仮名文字の左肩に付し（首

里方言）、当該音が成節的な子音であることを表す補助記号として「^」を仮名

文字の左肩に付して「^ む、^ る、^ ゔ、^ ず」のように表記（佐和田方言、多

良間方言）している。

小川晋史 2015 の提案する補助記号は、IPA にも認められているもの（～）

と、IPA には認められていないもの（’、‘、^）の２タイプがある。前者（～）と

後者（’、‘、^）は PC のキーボードですぐに打ち出せるということへの配慮、

および、現在の技術上の制約から IPA とは異なる補助記号を選んだ結果であ

る。音声指導と合わせて文字指導を行うことを第一に考えるなら、新しく策定

する補助記号は IPA と同じものであることが有効である。また、策定する補

助記号（あるいは表記）が 50 年後も使われ続けることを念頭におくなら、技術

上の制約の優先順位は下げなければならない。

今回の提案に際して、小添字、補助記号をあまり付さないシンプルなもの

にすること、聴覚印象を考慮し、初めてその仮名文字を見た人でもその音がど

んな音か想像しやすいことを念頭に置いた。しかし、それを重視しすぎると、

違う方言の違う音が同じ仮名文字で表され、それらが並記されたとき混同され

る可能性がある。また、同じ母音音素を含む音節の表記の複数の表記がでてく

る。たとえば、中舌狭母音 ï を含む音節が（1）ウ段の仮名に小添字ィ、（2）エ段

の仮名に小添字ィ、（3）イ段の仮名に小添字ゥなど。あちらを立てればこちら

が立たずといったことが起きる。
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琉球諸語の研究者の行ってきた表記の一部に仮名文字を音素記号の代わり

に使おうとするものがある。より正確に音声を書き表そうとするほど、表記は

音声記号的な性格を帯びる。そして、音声記号的な性格を帯びるほど、一般の

利用者から離れていくことが懸念される。一般利用者への利便性を考慮するな

ら、方言の単語や文を精密に表記することと一般利用者の分かりやすさを両立

させなければならないことは言を俟たない。

仮名文字指導の原則

教育科学研究会・国語部会が 1950 年代から実践している小学校 1 年生の仮

名文字指導は、清音の直音「あ、か、さ、た」から始め、直音の濁音「が、ざ、

だ、ば」、直音の長音「かあ、きい、くう、けい、こう」、拗音「きゃ、きゅ、

きょ」、促音「あっ、かっ、ざっ」、拗長音「きゃあ、きゅう、きょう」へと段階

的に進んでいく。そこには単純なものから複雑なものへ、基本的なものから派

生的なものへという体系的な教授学上の原則が貫かれている。それはまた、日

本語の音節の発展とそれに伴う仮名文字表記法の発展の歴史に沿うものでもあ

る。そして、段階的な指導は、児童の習得をより容易なものにするし、そこに

見られる法則性の理解は、児童生徒の科学的な思考法の基礎をつくる。

長音の表記の指導は、次の順で行う。

（1）ア段、イ段、ウ段が終わったのちに、

（2）エ段、オ段を行い、

（3）エ段、オ段の長音の例外表記の指導を行う。

ア段の長音はア段の仮名に「あ」を、イ段の長音はイ段の仮名に「い」を、ウ

段の長音はウ段の仮名に「う」を続けて書く。それに対して、エ段とオ段の長

音はエ段の仮名に「い」を、オ段の仮名に「う」を続けて書く。前者の書き方を

第一原則とするなら、後者の書き方は第二原則で、両者はその原則が異なる。

両者を混ぜて指導すると、児童のスムーズな理解を損ねる。さらに、エ段とオ

段の長音には「ええ、ねえ」および「おお、こお、とお」などの例外表記があ

る。この例外表記の指導は、長音の第一原則と第二原則が定着したあとに、「遠

（とお）くの大（おお）きな氷（こおり）の上を狼（おおかみ）が十（とお）ずつ通
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（とお）った」と覚えやすいフレーズを唱えさせながらとりたて指導を行う。

この文に出てくる単語の表記は例外表記であるにもかかわらず、第一原則に適

うものでもあり、しかも日常生活のなかで使用頻度の多いものが含まれてい

る。第 1 原則と第 2 原則と例外を混ぜて指導すると混乱する児童がでてくる。

児童の混乱を排し、スムーズな習得を促すには、指導の順序は重要なのであ

る。

長音だけでなく、拗音や促音や拗長音の表記は、発音指導と結びつけた指

導がスムーズな習得を助ける。「きゃ、みゃ」等の拗音は、1 音節 1 拍である。

音節の発音としてみれば、「か、ま」と同じであるが、2 文字（１文字と小添字）

で書き表す。「ろっこ」「はっか」等の促音「っ」は、音声的には無音で、その音声

の存在を認知しづらい。したがって、拍の概念の理解を含む音声指導と結びつ

けた文字指導が重要である。

多くの児童は“習うより慣れろ”で習得するのだが、習得の遅れる児童も少

なからずいる。音声指導と結びつけた指導を行えば、自らの音声を内省しなが

ら、拗音や促音の特徴を認知すると同時に、その表記法の共通性を直ちに理解

することができる。

そうした指導を受けた児童は、授業では習わっていない「ひゃっかい」「りょ

かくき」「りゅっくさっく」等の単語でもすぐに書けるようになる。また、はじ

めて耳にしたような「デュッセルドルフ」「テュービンゲン」等の外国の地名で

もこの表記を見て発音できるようになるし、書けるようになる。イ段の仮名と

小添字ャ、ュ、ョを組み合わせる表記の特性と音声指導とを結び付けた指導を

通して自らが発する日本語の音声を客観的に理解する力を養い、言語感覚を醸

成することに繋がるのである。

教育科学研究会・国語部会の文字指導は、音声指導と結び付いているだけ

でなく、入門期の準備段階から文法指導および単語指導と結びいている。表音

文字としての仮名文字表記法の中で助詞の「を」「は」「へ」を文法指導と結びつ

けず、発音指導に偏った指導、あるいは書き方に偏った指導を行えば、困惑し

つまずく児童がでてくる。

文字指導と発音指導と文法指導を結び付けることで、児童はすぐに助詞の
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正しい使い方と書き方を身につけ、簡単な文を綴れるようになる。文字指導の

初期の段階から先を見据え、作文指導の準備をしているのである。

琉球諸語の個々の下位方言ごとの文字指導も言語学に裏打ちされた科学的

で体系的な指導でなければならない。あるいは、日本語の文字指導以上に、発

音指導と語彙指導と文法指導を周到に結び付けなければならない。そこには次

のような日本語と琉球諸語の前提条件の大きな違いがあるからである。

（1） 小学校入学時に仮名文字を学びはじめる児童の日本語の運用能力

は、日常生活に全く支障がないほど、高いレベルに達している。

（2） いっぽう、琉球諸語の文字指導は、児童の琉球諸語の運用能力がゼ

ロであることを前提に実施される。

入門期の日本語の仮名文字指導は、児童の日本語運用能力を前提に、児童

が所有する単語を発音させ、その単語から音節を抜き出しながらその音節を書

き表す文字の指導を行う。そこでは児童が所有する日本語について整理した形

で知識（単語、音節などの概念）をあたえ、自らの母国語（音声）を客観的に内

省できる力を身につけさせながら、文字指導を行うのである。

いっぽう、琉球諸語の文字指導は、既に所有している日本語の運用能力を

土台にする以外に有効な手立てはない。日本語には存在しない音素や音節があ

るいっぽうで、日本語と同じ音素で形成される音節がある。したがって、日本

語と同じ音節で構成される琉球諸語の単語を例にして児童に提示し、それを書

き表す文字を指導することから始め、長音や拗音などの文字指導にすすみ、自

らの発する日本語（及び琉球諸語）の音声を客観的に理解できるようになった

段階で日本語にはない音素を含む音節を書き表す文字の指導へと進まなければ

ならない。そこには、英語などの外国語教育には無い、琉球諸語の教育の利点

がある。

琉球諸語の教育の目標は、琉球諸語を話したり聞いたり、書いたり読んだ

りする能力を身に付けさせることにある。琉球諸語の文字指導は、文字指導と

音声指導を結びつけるだけでなく、単語指導や文法指導と結び付けることが重
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要である。授業で習った単語や文を使って、すぐに友人や家族に対して使える

ようにすることで方言習得への意欲を高めることに繋がるという効果も期待で

きる。

日本語と対比させながら琉球諸語の指導を行うことは、琉球諸語の習得だ

けでなく、日本語の力を付けることにも繋がる。琉球諸語の指導と日本語の指

導は、補いあう関係でなければならない。また、琉球諸語の教育は、英語を始

めとする外国語教育にも資するものでなければならない。琉球諸語の教育はバ

イリンガル、マルチリンガル教育の基礎をつくる。本報告が琉球諸語の正書法

の提案に IPA を用いた琉球諸語の音声の記述を行っているのは、そういう心

づもりがあるからである 15。
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15　 『沖縄語辞典』は IPA の代わりにローマ字（アルファベット）をつかって、ɸa を

hwa、ʃa を sja、tʃa を cja、dʒa を zja のように表記している。ローマ字使用に関して

は本稿では触れない。
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琉球諸語の書き表し方（別表）

広母音 a を含む音節

ア
a

アイai（蟻）、アミami（雨）、アシaʃi（汗）首里儀保

アイai（藍）、アミami（雨）、アシaʃi（汗）平良西里

カ

ka
カジkadʒi（風）、カーka（ː皮）、kaɲi（金属）首里儀保

カジkadʒi（風）、カーka（ː皮）、kaɲi（金属）平良西里

ˀカ
ˀka

ˀカーˀka（ː食べよう）、ˀカーヌˀkaːnu（食べない）今帰仁与那嶺

ˀカˀka（柄）、ˀカˀka（神女）、ˀカダˀkada（深田）、与那国

ガ
ga ガジャンgadʒaɴ（蚊）、ガラシgaɾaʃi（カラス）

 
ŋa

ア  イaŋai（東）、

’イン  iŋŋa（男）、カ  ミkaŋami（鏡）喜界大朝戸

サ
sa

サーsa（ː田）、サフsaɸu（蛸）国頭村宇嘉

サタsata（砂糖）、サナsana（傘）、フサfsa（草）宮古西里

サ゚
θa サ゚ーθa（ː田）、サ゚クθaku（蛸）、サ゚サ゚ー θaθa（ː砂糖）久高

ザ

dza ザーdza（ː座）、アザadza（痣）

ʔタ
ʔta

ʔタツィʔtatsï（二つ）竜郷瀬留
ʔターチʔtaːtʃi（二つ）与那嶺

タ
ta

ターta（ː田）、タクtaku（蛸）、ターチtaːtʃi（二つ）首里儀保

ターta（ː田）、タクtaku（蛸）、フターツftaːts（二つ）宮古西里

ダ

da
ダマdama（山）、ドゥダduda（枝）、ダーda（ː家）与那国

ダラクdaɾaku（嘘）、ユダjuda（枝）、チダtʃida（太陽）城辺保良

ナ
na

ナナチnanatʃi（七つ）、ナダnada（涙）、チナtʃina（綱）首里儀保

ナナツnanats（七つ）、ナダnada（涙）、ツナtsna（綱）宮古西里

ʔナ

ʔna

ʔナマʔnama（今）竜郷芦徳
ʔナンマʔnaNma（今）、ʔナーʔna（ːもう）、ʔナームジʔnaːmudʒi（小

麦）与那嶺

ハ

ha
ハha（葉）、ハナhana（鼻）、ハテェhatë（畑）竜郷瀬留

ハニhaɲi（金属）、ハサhasa（笠）国頭村宇嘉

バ

ba
バーキbaːki（笊）、バッペーbappe（ː間違い）首里儀保

バタbata（腹）、バラbaɾa（藁）、バリbaɾi（割れ）宮古西里

パ
pa パーpa（ː葉）、パナpana（花）、パリpaɾi（畑）宮古西里
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ˀパ
ˀpa

ˀパーˀパーˀpaːˀpa（ː祖母）今帰仁謝名

ˀパˀpa（鍵）、ˀパ  イˀpaŋai（鍬）与那国

‘パ

p‘a ‘パp‘a（葉）、‘パナp‘ana（花）、‘パテェp‘atë（畑）奄美佐仁

マ
ma マユmaju（眉）、マミmami（豆）、ヤマjama（山）宮古西里

ˀマ
ˀma

ʔマーʔma（ː馬）、ʔマーma（ːここ、そこ）伊江島東江前
ʔマʔma（馬）、ʔマツィʔmatsï（火）奄美竜郷芦徳

ヤ

ja ヤマjama（山）、ヤーja（ː家）、カヤkaja（茅）

ˀヤ
ˀja

ʔヤʔja（君）、ʔヤキャʔjakja（君ら）、ʔヤンʔjaN（言わない）竜郷芦徳

ラ

ɾa
ラヒɾaçi（竹）、ナラnaɾa（涙）、ラーɾa（ː座）国頭村宇嘉

ランプɾaNpu（ランプ）、サラsaɾa（皿）伊江島東江前
ʔラー

ʔɾaː
ʔラーʔɾa（ː君）伊江島東江前

ワ
wa ワラwaɾa（藁）、ワチwatʃi（脇）、ワタwata（腹）、

ˀワ
ˀwa

ˀワーˀwa（ː豚）、ˀワースンˀwaːsuN（大きくする）今帰仁謝名、

キャ

kja
サキャーsakja（ː酒は）、イキャーikja（ː息は）与論

キャウダイkjaudai（兄弟）、サキャーsakja（ː酒は）城辺保良

ˀキャ

ˀkja
ˀキャシˀkjaʃi（虱の卵）、ˀキャˀkja（喜界島）竜郷瀬留

ギャ

gja

ギャーgja（ː茅）、ハギャーhagja（ː影は）、ピギャーpigja（ː髭は）

与論

カギャーkagja（ː影は）、ピスギャーpsgja（ː髭は）平良西里

シャ

ʃa
シャーギʃaːgi（白髪）、シャフイʃaɸui（咳）与論

アシャーaʃa（ː汗は）、ウシャーuʃa（ː牛は）平良西里

ジャ

dʒa
ジャーガルdʒaːgaɾu（謝苅）、マジャmadʒa（真謝）

カジャーkadʒa（ː風は）平良西里

チャ

tʃa
チャーtʃa（ː茶）、クチャーkutʃa（ː口は）与論

チャワンtʃawaɴ（茶椀）、チャーtʃa（ː茶）、チャーtʃa（ːいつも）
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ˀチャ

ˀtʃa
ʔチャーʔtʃa（ːいつも）、ʔチャーʔtʃa（ː枷）今帰仁

ニャ

ɲa
ニャンɲaN（似ない）、タニャーtaɲa（ː種は）与論

アニャーaɲa（ː姉は）、サニャーsaɲa（ː種は）平良西里
ʔニャー

ʔɲaː

ʔニャーマʔɲaːma（まだ）、ʔニャームジʔɲaːmudʒi（小麦）伊江島東

江前

ヒャ

ça
ヒャンçaN（ひめはぶ）ヒャクçaʔku（百）竜郷瀬留

ヒャークçaːku（百）、ヒャーイçaːi（日照り）

ビャ

bja
ビャーbja（ː韮）、ビャンヌbjaNnu（坐らない）与論

ウイビャーuibja（ː指は）、ナビャーnabja（ː鍋は）平良西里

ピャ

pja ピャーpja（ː坂）、ピャークpjaːku（百）与論

 ˀピャ

ˀpja
ˀピャーˀpja（ː斜面）国頭村奥

‘ピャ

p‘ja ‘ピャクpj‘aku（百）奄美佐仁　

ミャ

mja
ミャーmja（ː見よう）、ミャンヌmjaNnu（見ない）与論

ミャークmjaːku（宮古）、ユミャーjumja（ː嫁は）平良西里

リャ

ɾja
アラリャーaɾaɾja（ːあられは）、アリャーaɾja（ːあれは）与論

パリャーpaɾja（ː畑は）、カリャーkaɾja（ːあれは）平良西里

テャー

tjaː
テャーtja（ː力）与論

ムテャーmutja（ː取り分は）平良西里

デャー

djaː
デャーdja （ːだよ、終助詞）与論

ウデャーudja（ː腕は）、スゥデャーsudja（ː袖は）平良西里

クァ

kwa
クァンkwaN（固い）、クァン（低い）与那国

タバクァーtabakwa（ː煙草は）、プクァーpukwa（ː肺は）与論
ʔクァ
ʔkwa

ʔクァーʔkwa（ː子）伊江島東江前

グァ

gwa
グァラgwaɾa（腹）､グァンgwaN（私）､グァーgwa（ː豚）国頭村宇嘉

アグァーagwa（ː友は）、チグァーtʃigwa（ː棕櫚は）与論

ファ

ɸa
ファナɸana（花）、ファフィルɸaɸiɾu（蝶）国頭村宇嘉

ファɸa（ː葉）、ファーフジɸaːɸudʒi（祖先）、ナーファnaːɸa（那覇）
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ファ

fa フファffa（子ども）、ファーfa（ː食おう）平良西里

ヴァ

va
ヴヴァvva（君）、アヴヴァavva（油）、クヴヴァkuvva（脹脛）平良

西里

ツァ

tsa フッツァfttsa（口は）、ムッツァmuttsa（餅）平良西里

ˀツァ

ˀtsa

ʔツァーʔtsa（ː草、顔）伊江島東江前
ʔツァʔtsa（草）、ʔツァーンʔtsaːN（臭い）与那国

スァ

swa プスァーpuswa（ːヘソは）、シンスァーʃiNswa（ː先祖は）与論

プァー

pwaː ウプァーupwa（ː祖父は）、トープァーtoːpwa（ː豆腐は）与論

ˀプァ

ˀpwa
ˀプァンˀpwaN（渋い）与那国

 ブァー

bwaː フブァーɸubwa（ː蜘蛛は）、クブァーkubwa（ː昆布は）与論

 ムァー

mwaː キムァーkimwa（ː肝は）、クムァーkumwa（ː雲は）与論

スァ

swa
プスァーpuswa（ːヘソは）与論

スァンswaN（苦い）与那国

 ヌァー

nwaː ヌヌァーnunwa（ː布は）チヌァーtʃinwa（ː角は）与論

ルァー

ɾwaː イルァーiɾwa（ː色は）シルァーʃiɾwa（ː汁は）与論

トァー

twaː
トァンtwaN（遠い）、トァルンtwaɾuN（鈍る）与那国

トァーtwa（ː十日）、イトァーitwa（ː糸は）与論

ドァー

dwaː ハドァーhadwa（ː角は）フドァーɸudwa（ː去年は）与論

ワー゚

ʋa ワー゚ʋa（ː豚）、ワー゚グʋaːgu（上）平良西里

 フャ

ɥ9a フャクɥ9aku（百）喜界島大朝戸
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フャ

fja スダフフャsdaffja（吃音）、フフャーffja（ː烏賊墨は）城辺保良

ヴャ

vja
ヴヴャマスvvjamas（うらやましい）､ヴヴャーマイvvjaːmai（売

っても）城辺保良

ウャ

ɥa アーウャーaːɥa（ː体臭は）与論

シュァ

ʃwa ミシュァーmiʃwa（ː味噌は）与論

チュァ

tʃwa ピチュァーpitʃwa（ː人は）与論

ジュァ

dʒwa ニジュァーɲidʒwa（ː溝は）与論

ニュァ

ɲwa ヒニュァーçiɲwa（ː蓑は）与論

前舌狭母音iを含む音節

イ

i
イシiʃi（石）、イチチitʃitʃi（五つ）首里儀保

イスis（石）、イツツitsts（五つ）宮古西里

’イ

’i
’イン ’iN（縁）、’イキガ ’ikiga（男）、’イナグ ’inagu（女）首里儀保

’イン ’iN（縁）、’インガ ’iŋga（男）竜郷瀬留

キ

ki
キタkita（桁）、キジkidʒi（傷）、サキsaki（酒）首里儀保

キナイkinai（家庭）、キズkidz（傷）、サキsaki（酒）宮古西里

ˀキ
ˀki

ˀキールンˀkiːɾuN（呉れる）今帰仁与那嶺

ˀキムヌˀkimunu（漬物）、ˀキルンˀkiɾuN（付ける）与那国

ギ

gi カギkagi（影）、ピスギpsgi（髭）宮古西里

 
ŋi ア   aŋi（陸）、カ   kaŋi（鍵）、ヤ   jaŋi（山羊）喜界大朝戸

シ
ʃi シルʃiɾu（汁）、アシaʃi（汗）、シナʃina（砂）首里儀保

ジ

dʒi ジールdʒiːɾu（囲炉裏）、カジkadʒi（風）首里儀保
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チ

tʃi チーtʃi（ː血）、チナtʃina（綱）、tʃimu（肝）首里儀保

ˀチ
ˀtʃi

ˀチˀtʃi（血）、ˀチˀtʃi（巣）、ˀチˀtʃi（樋）与那国
ʔチラーʔtʃira（ː顔）今帰仁

ニ
ɲi

ニーɲi（ː二、根）、カニkaɲi（金属）那覇市泉崎

ニーɲi（ː二）喜界大朝戸

ヌィ

ni ヌィーni（ː根）、ハヌィhani（金属）喜界大朝戸

ˀニ
ˀɲi

ˀニーˀɲi（ː稲）大和村大和浜

ヒ
çi

ヒギçigi（髭）、ヒラçiɾa（箆）竜郷瀬留

ヒーçi（ː良い）、ヒガçiga（東）与那嶺

ビ

bi
ビーbi（ː藺）、ビンダレーbiNdaɾe（ː洗面器）

ビキドゥム゚ bikudum（男）平良西里

ピ

pi ピルpiɾu（昼）、ピギpigi（髭）、ピジpidʒi（肘）奄美佐仁

ˀピ
ˀpi

ˀピーˀpi（ː日）、ˀピグˀpigu（ヒカゲヘゴ）与那嶺

‘ピ

p‘i ‘ピルp‘iɾu（昼）、‘ピギp‘igi（髭）、‘ピジp‘idʒi（肘）奄美佐仁

ミ

mi
ミーmi（ː目）、ミチmitʃi（道）首里儀保

ミーmi（ː目）、ミチmitʃi（道）名護市久志

ˀミ
ˀmi

ˀミーˀmi（ː海）名護市久志

リ
ɾi

リンɾiN（銭）、リーɾi（ː地、字）、ハリhaɾi（風）国頭村宇嘉

リーɾi（ː利）伊江島東江前

ˀリ
ˀɾi

ˀリーˀɾi（ː君たち）伊江島東江前

ティ
ti ティーti（ː手）、ティーチtiːtʃi（一つ）

ˀティ

ˀti
ˀティーチˀtiːtʃi（一つ）与那嶺

ˀティˀti（月）、ˀティˀti（口）与那国
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ディ

di
ウディudi（腕）、スディsudi（袖）首里儀保

ウディudi（腕）、スゥディsudi（袖）平良西里

スィ

si スィナsina（砂）、スィニsiɲi（脛）、スィルsiɾu（蔓）伊江島東江上

スィ

θi スィー θi（ː手）、スィラθira（太陽）、アスィaθi（汗）久高

ツィ

tsi
イツィツィitsitsi（五つ）、ツィーシャtsiːʃa（酸っぱい）伊江島東

江前

ズィ

dzi ミズィmidzi（水）、キズィkidzi（傷）伊江島東江前

ヌィ

ni ヌィーni（ː根）、ハヌィhani（金属）喜界大朝戸

フィ

ɸi フィギɸigi（髭）、フィリɸiɾi（肘）、フィサɸisa（足）国頭村宇嘉

フィ

fi フフィffi（イカ墨）、フィールfiːɾu（呉れ）平良西里

ヴィ

vi ヴヴィvvi（売れ）、ニヴヴィɲivvi（寝ろ）平良西里

前舌半狭母音eを含む音節

エ
e

エーe（ː藍）、エーキeːki（金持ち）今帰仁与那嶺

ヒエサンçiesaN（寒い）、エーサチeːsatʃi（あいさつ）座間味村阿

嘉島

ケ

ke
サケーsake（ː酒は）、カケーkake（ː書け）首里儀保

ケーke（ː木）、ケーke（ː毛）座間味村阿嘉島

ˀケ
ˀke

ˀケーˀke（ː鍬）喜界島大朝戸

ˀケンˀkeN（食べる）今帰仁与那嶺

ゲ
ge ミシゲーmiʃige（ːしゃもじ）座間味村阿嘉島

セ
se セーグseːgu（小刀）、ヤセーjase（ː野菜）座間味村阿嘉島

 
θe ニ  ーniθe（ː青年）、  ーフθeːɸu（ː台風）久高
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テ

te
テーte（ː力）、アテーate（ːあては）、ムテーmute（ː持て）首里儀保

テーte（ː手）、ウッテーutte（ː一昨日）、座間味村阿嘉島

デ

de
デーde（ː竹）喜界島大朝戸

デークニdeːkuni（大根）、デーde（ː台）与那嶺

ネ

ne

ネーne（ː地震）、カネーkane（ː金属は）、シネーʃine（ː死ね）首里

儀保

ネーne（ː根）座間味村阿嘉島

ヘ

he
ヘーhe（ː屁）座間味村阿嘉島

ヘーバルheːbaru（南風原）、へーガサheːgasa（皮膚病の一種）

ペ

pe
ペーpe（ː灰）、ペーpe（ː蝿）今帰仁与那嶺

アッペーappe（ː兄）座間味村阿嘉島

ˀペ
ˀpe

ˀペーˀpe（ː放れ）、ハˀペーラhaˀpeːɾa（家鴨）今帰仁与那嶺

メ

me
メーme（ː前）、me（ː稲・飯）、メービmeːbi（真似）与那嶺

メーme（ː目）、カーメーkaːme（ː亀）座間味村阿嘉島

ˀメ
ˀme

ˀメーシˀmeːʃi（箸）、ˀメンシェンˀmeNʃeN（いらっしゃる）今帰仁

与那嶺

レ
ɾe ヌーレーnuːɾe（ː喉）、チョーレーtʃoːɾe（ː兄弟）座間味村阿嘉島

口蓋音化した子音と前舌半狭母音eの結合した音節

シェ

ʃe シェーフʃeːɸu（台風）国頭村宇嘉

チェ

tʃe チェーtʃe（ːやあ）、ピチェーpitʃe（ː額）今帰仁与那嶺

ˀチェ

ˀtʃe
ˀチェイˀtʃei（たいへん）、ˀチェースンˀtʃeːsuN（消す）今帰仁与那嶺

ジェ

dʒe アジェadʒe（味）、ˀピジェイˀpidʒei（左）今帰仁与那嶺

ニェ

ɲe ハンニェhaɲɲe（姉）瀬戸内町諸鈍



-34-

イェ

je イェイjei（来年）、イェーマjeːma（八重山）今帰仁与那嶺

ʔイェ

ʔje
ʔイェーダʔjeːda（間）瀬戸内町芝

唇音化した子音と前舌半狭母音eの結合した音節

クェ

kwe クェーkwe（ː声）、サックェーsakkwe（ː咳）座間味村阿嘉島

グェ

gwe グェーハgweːha（親戚）、グェークgweːku（櫂）国頭村宇嘉

ウェ

we ウェーカweːka（親戚）、ウェークweːku（櫂）座間味村阿嘉島

ˀウェ

ˀwe
ˀウェー ˀwe（ː上）、ˀウェーゴーサン ˀweːgoːsaN（痒い）座間味村

阿嘉島

フェ

ɸe フェーɸe（ː坂）、フェーɸe（ː蠅）国頭村宇嘉

ツェ

tse ツェーtse（ː内出血）伊江島東江前

奥舌狭母音uを含む音節

ウ

u
ウシuʃi（牛）、ウディudi（腕）首里儀保

ウスus（牛）、ウジudʒi（腕）、バウbau（棒）宮古城辺保良

’ウ

’u ’ウトゥ ’utu（夫）、’ウナグ ’unagu（女）竜郷瀬留

ク

ku クーku（ː鳥籠）、クガーニkugaːɲi（黄金）与那嶺

ˀク
ˀku

ˀクビˀkubi（首）竜郷瀬留

グ

gu グフguɸu（こぶ）、ウナグunagu（女）国頭村宇嘉

 
ŋu

ビ  biŋu（藺草）、ダ  daŋu（櫂）与那国

’ウナ  ’unaŋu（女）喜界大朝戸
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ス

su
スディsudi（袖）、スクsuku（底）

スリsuɾi（袖）、スーsu（ː十）、スイsui（鳥）国頭村宇嘉

スゥ

su スゥディsudi（袖）、ムスゥmsu（味噌）平良西里

ス

θu スイθui（鶏）､クス kuθu（糞）､スリθuri（袖）久高

ズ

dzu クズkudzu（去年）

ズゥ

dzu ズゥーdzu（ːさあ、感）、ムズゥmdzu（溝）平良西里

ツゥ

tsu ツゥーツゥーtsuːtsu（ː強い）城辺保良

ˀツ
ˀtsu

ˀツˀtsu（白）、ˀツˀtsu（糞）、ˀツリˀtsuɾi（薬）、ʔツマʔtsuma（昼間）与那国

ヌ

nu ヌヌnunu（布）

フ

ɸu フヌィɸunï（骨）、竜郷瀬留

フ

hu フシhuʃi（背中）、フニhuɲi（骨）大宜味村大宜味

フゥ

fu フフゥffu（黒）平良西里

ヴ

vu クヴヴゥkuvvu（昆布を）平良西里

ブ

bu ブトゥbutu（夫）、ブーヌbuːnu（斧）平良西里

プ

pu
プシpuʃi（節）、プシpuʃi（星）、トープtoːpu（豆腐）与論

プシpuʃi（ː節）、プシpuʃi（ː星）、トープtoːpu（豆腐）今帰仁与那嶺

ˀプ
ˀpu

ˀプーニˀpuːɲi（船）、ˀプインˀpuiN（降る）恩納村恩納

ˀプブイˀpubui（大降り）、ˀプムジˀpumudʒi（大麦）今帰仁与那嶺

ム

mu
ムミmumi（籾）、ムクーmuku（婿）名護市久志

ムム゜mum（籾）、ムクmuku（婿）平良西里
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ˀム
ˀmu ˀムーˀmu（ː芋）名護市久志

ル

ɾu
ルーɾu（ː竜）、ドゥルーduɾu（ː泥）、ユルーjuɾu（ː夜）今帰仁与那嶺

ルルɾuɾu（泥）、ルーɾu（ː尾）、フルɸuɾu（去年）国頭村宇嘉

ユ

ju
ユミjumi（嫁）、ユニjuɲi（ユリ）、アーユaːju（体臭）与論

ユミーjumi（ː嫁）、ユミーjumi（ː弓）、ユイjui（篩）今帰仁与那嶺

トゥ

tu
トゥジーtudʒi（ː妻）、トゥイtui（鳥）、トゥーtu（ː十）今帰仁与那嶺

トゥジtudʒi（妻）、トゥイtui（鳥）、トゥーtu（ː十）喜界島大朝戸

ˀトゥ

ˀtu
ˀトゥヌtunu（角）、ˀトゥキˀtuˀki（月）喜界島大朝戸

ドゥ

du
ドゥーdu（ː尾）、ドゥーdu（ː胴）、ドゥルduɾu（泥）与論

ドゥルーduɾu（ː泥）、ヌドゥーnudu（ː喉）今帰仁与那嶺

奥舌狭母音uと口蓋音化した子音

キュ

kju

キュンkjuN（切る）、カキュンkakjuN（書く）与論

キューkju（ː今日）､サキューsakju（ː酒を）､アキューakju（ː開け

ている）城辺保良

ギュ

gju
フギュンɸugjuN（漕ぐ）、トゥギュンtugjuN（研ぐ）与論

カギューkagju（ː影を）、サギューsagju（ː下げている）城辺保良

シュ

ʃu

シュンʃuN（する）、ウーシュンuːʃuN（起こす）与論

シューʃu（ː祖父）、アシューaʃu（ː汗を）、ヌシューnuʃu（ː載せて

いる）城辺保良

ジュ
dʒu カジューkadʒu（ː風を）、ウジューudʒu（ː腕を）城辺保良

チュ
tʃu チュイtʃui（一人）、チューカtʃuːka（急須）、

ˀチュ

ˀtʃu

ʔチュィʔtʃui（一人）、ʔチューʔtʃu（ː人）、ʔチューシェンʔtʃuːʃeN（強

い）今帰仁与那嶺

ニュ

ɲu
ニュンɲuN（似る）、シニュンʃiɲuN（死ぬ）与論

アニューaɲu（ː姉を）、スニューsɲu（ː死んでいる）城辺保良

ˀニュ

ˀɲu
ˀニューチˀɲuːtʃi（命）伊江島東江前

ヒュ

çu
ヒュル çuɾ（日和）諸鈍

ヒュールチçuːɾutʃi（ひよめき）、ヒューシçuːʃi（ヒヨドリ・鳥名）
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ビュ

bju

ビュンbjuN（坐る）、アシビュンaʃibjuN（遊ぶ）与論

ウイビューuibju（ː指を）、ナラビューnarabju（ː並んでいる）城辺

保良

ピュ

pju

ピューマpjuːma（昼間）、ピュンpjuN（放る）、ピュンpjuN（干る）

与論

アッピューappju（ː遊んでいる）城辺保良

ˀピュ

ˀpju
アッˀピュンapˀpjuN（遊ぶ）諸鈍

ˀピュンˀpjuN（放る）、ˀピューシˀpjuːʃi（ヒヨドリ）今帰仁与那嶺

ミュ

mju
ミュンmjuN（見る）、ヌミュンnumjuN（飲む）与論

ユミューjumju（ː嫁を）、ヌミューnumju（ː飲んでいる）城辺保良

リュ

ɾju
トゥリュンtuɾjuN（凪ぐ）与論

パリューpaɾju（ː畑を）、アビリューabiɾju（ː呼んでいる）城辺保良

テュ

tju
テューヌtjuːnu（手斧）、タテュンtatjuN（立てる）、与論

ムテューmutju（ː分け前を）、ウテューutju（ː落ちている）平良西里

デュ

dju
デューユンdjuːjuN（調理する）、ハデュンhadjuN（耕す）与論

ウデューudju（ː腕を）、スゥデューsudju（ː袖を）平良西里

奥舌狭母音uと口蓋音化と唇音化を同時に実現した子音

フュ

fju フフューffju（ːイカ墨を）、フフューffju（ː閉めている）城辺保良

ヴュ

vju
ティッヴューtivvju（ː捨てている）、ニッヴューɲivvju（ː寝てい

る）城辺保良

 フュ

ɥ9u フューɥ9u（ː今日）和泊町国頭

奥舌半狭母音oを含む音節

オ

o
オージoːdʒi（扇）、オーサンoːsaN（青い）首里儀保

オーハンoːhaN（多い）、オーハンoːhaN（青い）名護市久志

コ

ko
タコーtako（ː蛸は）、ムーコーmuːko（ː婿は）首里儀保

ピコハンpikohaN（低い）、ヌコハンnukohaN（温い）名護市久志

ˀコ
ˀko

ˀコモˀkomo（雲・古形）竜郷瀬留

ˀコーˀko（ː食う・強調形）、ˀコンスンˀkoNsuN（壊す）今帰仁与那嶺

ゴ
go ファゴハンɸagohaN（汚い）名護市久志
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ソ

so
ソーキsoːki（笊）、soːmiɴ（素麺）、ソーso（ː竿）、soːju（醤油）

イソハンisohaN（面白い）名護市久志

ソﾟ
θo ソー゚プθoːpu（豆腐）、ソー゚θo（ː竿）、ソー゚キブンθoːkibuN（肋骨）久高

ト

to
トンtoN（甘藷）、トゲェtogë（鍬）竜郷瀬留

アトハンatohaN（暑い）、アトハンatohaN（暑い）名護市久志

ド

do アドーado（ː踵）、ド  dok（道具）諸鈍

ノ

no
ヌノーnuno（ː布は）、

ノーハンnoːhaN（遅い）名護市久志

ホ
ho

ホーシhoːʃi（疥癬）､ホーリhoːɾi（黴）､カホーkaho（ːおむつ）国
頭村宇嘉
ホトリャhotoɾja（稲光）、モホmoho（婿）竜郷瀬留

ボ

bo
チボーtʃibo（ː壷は）、

イボハンibohaN（重い）名護市久志

ポ
po

ポーキpoːki（箒）、ポーユンpoːjuN（放る）与論

ポーチpoːtʃi（箒）、ポールンpoːɾuN（放る）与那嶺

‘ポ
po ‘ポキpoki（箒）、‘ポチャpoʔtʃa（包丁）佐仁

ˀポ
ˀpo ˀポンˀpoN（ぽん・擬音）与那嶺

モ
mo

モmo（藻）、モホmoho（婿）、ˀキモˀkimo（肝）竜郷瀬留

モールンmoːɾuN（舞う）、モーmo（ː丘）与那嶺

ˀモ
ˀmo

ˀモールンˀmoːɾuN（いらっしゃる）与那嶺

ヨ

jo
フヨーɸujo（ː冬は）、イヨーijo（ː魚は）首里儀保

ヨーハンjoːhaN（弱い）名護市久志

ロ

ɾo
ローグɾoːgu（道具）、ローɾo（ː門）国頭村宇嘉

シロハンʃiɾohaN（白い）、ヌロハンnuɾohaN（ぬるい）名護市久志

ˀツォ

ˀtso
ˀツォーミˀtsoːmi（メジロ）、ˀツォーユンˀtsoːjuN（屈む）伊江島東

江前

奥舌半狭母音oと口蓋音化した子音

キョ
kjo キョーデェkjoːdë（兄弟）諸鈍
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ˀキョ

ˀkjo ヒˀキョス çiˀkjos（挽き臼）諸鈍

ギョ

gjo
ˀティリ ギョˀtïɾgjo（井戸）

ショ

ʃo ショイーʃoi（ː醤油）、クショーkuʃo（ː胡椒）諸鈍

ジョ

dʒo
ジョーグチ dʒoːgutʃ（門）、ニンジョɲindʒo（仲間）諸鈍

ミジョmidʒo（溝）竜郷瀬留

チョ

tʃo
グァンチョgwantʃo（元旦）諸鈍

チョーハンtʃoːhaN（強い）名護市久志
ʔチョ
ʔtʃo

ʔチョッチョーʔtʃoʔttʃo（ː鶯の鳴き声）今帰仁

ヒョ
ço

ヒョータンçoːtan（瓢箪）、ヒョーシ çoːʃ（拍子）諸鈍

ヒョーチャクçoːtʃaku（爆竹）、ヒョーシçoːʃi（拍子）

ビョ

bjo
ビョ   bjok（病気）諸鈍

ビョーダリュンbjoːdarjuN（病弱になる）与論

ピョ
pjo ピョーシpjoːʃi（拍子）与論

ˀピョ

ˀpjo
ˀピョーシˀpjoːʃi（拍子）与那嶺

ニョ
ɲo ミニョーmiɲo（ː蓑）、アニョーaɲo（ː兄）諸鈍

ミョ
mjo

ヌミョーランnumjoːɾan（飲んでいない）、ミョーチ mjoːtʃ（苗字）

諸鈍

ˀミョ

ˀmjo
ˀミョードゥイˀmjoːdui（間）今帰仁与那嶺

リョ

ɾjo ウシリョuʃɾjo（後ろ）、’イーリョ’iːɾjo（紐）諸鈍

奥舌狭母音oと唇音化した子音

ウォ

wo ウォーキwoːki（和宇慶）、
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フォ

ɸo フォーターɸoːta（ː包丁）、フォーɸo（ː女陰）国頭村宇嘉

フォ

fo フォーfo（ː食べる）、フフォーffo（ː子を）平良西里

ヴォ

vo ヴヴォーvvo（ː君を）、アッヴォーavvo（ː油を）平良西里

中舌狭母音ïと両唇音

ムィ

mï ムィ ーmï（ː目）、ムィムィト m゚ïmït（蚯蚓）、イムィ ïmï（夢）諸鈍

プィ

pï
プィ ラpïɾa（箆・佐仁方言）、マンニュプィ mannjupï（肛門）篠川

コップィkoppï（肛門）嘉徳
ʔプィ

ʔpï コッʔプィ kopʔpï（肛門）芝

ブィ

bï ハブィ ーラhabïːɾa（蝶）、イーブィ iːbï（指）、ヌブィ nubï（喉）

クィ

kwï クィ ーユンkwïːjun（越える）諸鈍

ʔクィ
ʔkwï

ʔクィ ーʔkwï（ː閉めろ）、ʔクィ ーʔkwï（ː噛め）諸鈍

グィ

gwï トーグィ toːgwï（鍬）瀬戸内町芝

フィ

ɸï
フィ ーɸï（ː屁）、ユフィ ーjuɸï（ː休め）諸鈍

フィ ラーhwïɾa（ː箆）瀬戸内町嘉徳

ウィ

wï ウィヒィ ーwïhï（ː桶）瀬戸内町嘉徳、

ʔウィー
ʔwïː

ʔウィ ーʔwï（ː上）諸鈍

中舌狭母音ïと歯茎音

ティ

tï
ティ tï（手）、ティダtïda（太陽）、ティッʔコtïkʔko（拳）瀬戸内町嘉徳

ティーtï（ː手）諸鈍
ʔティ

ʔtï

ʔティトʔtït（一つ）、ʔティナʔtïna（綱）、ʔティノʔtïno（角）、ʔティブル
ʔtïbuɾ（瓢箪）諸鈍



-41-

ʔティ
ʔtï フʔティーɸuʔtï（ː蓬）諸鈍

ディ

dï ディボーdïbo（ː尾）、ウディudï（腕）、ヌィディムnïdïm（鼠）諸鈍

ʔツィ
ʔtsï

ʔツィナ ʔtsïna（綱・市）トʔツィブル toʔtsïbuɾu（南瓜）名瀬

ズィ

dzï ムィヅィmïdzï（水）竜郷瀬留

スィ

sï
スィ sï（ː巣）､スィヌィーsïnï（ː脛）､ウスィーusï（ː臼）､ナスィ

プィnasïp（茄子）諸鈍

ルィ

ɾï アルィaɾï（あれ）、竜郷瀬留

ヌィ

nï
ヌィク nïk（いびき）、ヌィ ディム nïdïm（鼠）諸鈍

ハヌィ hanï（ː羽）、ムヌィ ーmunï（ː胸）嘉徳

中舌狭母音ïと軟口蓋音

キィ

kï キィ kïー（毛、木）、キィ ブシ kïbuʃ（煙）諸鈍

ギィ

gï
カギィ kagï（影）、カギィ kagï（影）、

ハギィ ーkagï（ː禿）、クギィ ーkugï（ː陰毛）、

ヒィ

hï アサーイヒィ asaːihï（朝焼け）、ユーイヒィ juːihï（夕焼け）諸鈍

イ

ï イムィ ïmï（夢）諸鈍

イ
～

ï~ マイ
～

 maï
~
（豆）、アイ

～
 aï

~
（雨）佐仁、

中舌狭母音ïと後部歯茎音

チィ

tʃï サチィ satʃï（咲いて）旧名瀬市有屋

ʔチィ
ʔtʃï ムッʔチィ mutʔtʃï（持って）旧名瀬市有屋

ジィ

dʒï イジィ idʒï（行って）、クジィ idʒï（漕いで）旧名瀬市有屋
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中舌半広母音または中舌中央母音を含む音節

中舌中央母音ëと両唇音

ムェ

më ムェmë（前）、ムェッチュmëttʃu（額）、イェムェ jëmë（夢）竜郷瀬留

プェ

pë プェpë（南）、プェラpëɾa（箆）佐仁

ブェ

bë
ナブェnabë（鍋）、アンブェambë（塩梅）竜郷芦徳

ハブェーラhabëːɾa（蝶）瀬戸内町花天

フェ

ɸë
フェɸëi（ハエ）宇検村田検、

フェɸë（ハエ、灰）、フェーザɸëːdza（蜻蛉）竜郷芦徳

クェ

kwë クェーkwë（ː飼え）、クェーkwë（ː買え）諸鈍　

ʔクェ
ʔkwë

ʔクェー ʔkwë（ː肥料）諸鈍

グェ

gwë トーグェ toːgwë（鍬）

ウェ

wë
ウェwë（桶・名瀬大勝）、ウェヘェーwëhë（ː桶）、ウェヘェーリ

ュルwëhëːɾjuɾ（分ける）諸鈍

中舌中央母音ëと歯茎音

テェ

të
オオ

～
テェoõtë（表）佐仁、

テェプィ tëp（台風）テェーtë（ː山）、グテェーgutë（ː腕）諸鈍

デェ

dë
デェdë（竹）竜郷瀬留

カデェーkadë（ː風）、デェヘェーdëhë（ː竹）諸鈍

セェ
së

セェ së（酒）名瀬大勝、セェヘェーsëhë（ː酒）諸鈍
ʔツェプセェʔtsëpusë（膝）、ヌィセェーnïsë（ː青年）佐仁

ゼェ

dzëː カゼェkadzë（風）竜郷瀬留

ネェ
në

ネェnë（地震）、ネェnë（苗）、ネェンnëN（無い）竜郷瀬留

ネェーnë（ː地震）、ネェーソnëːso（糸）諸鈍

レェ

ɾë ヌィーワレェnïːwaɾë（胸やけ）、タレェーtaɾë（ː盥）諸鈍



-43-

ʔツェ
ʔtsë

ʔツェプセェʔtsëpusë（膝）佐仁

中舌中央母音ëと軟口蓋音、声門音

ケェ

kë
ケェニャkëɲa（腕）、ʔタケェルʔtakëɾ（2回）諸鈍、

マケェmakë（ː額）嘉徳
ʔケェ

ʔkë
バッʔケェbakʔkë（叔母・伯母）、ノドーʔケェnodoːʔkë（喉仏）嘉徳
ʔケェーʔkë（ː叔母・伯母）諸鈍

ゲェ

gë

ウトゥーゲェutuːgë（顎）、カゲェkagë（ː影）、ゲェク g゚ëk（しゃっく

り）諸鈍

トノゲェ tonogë（手拭）、オトゲェotogë（顎）佐仁

ヘェ

hë
ヘェンニャhëɲɲa（腕）佐仁

デェヘェーdëhë（ː竹）、シェーヘェ ʃeːhë（咳）諸鈍

中舌中央母音ëと硬口蓋接近音、中舌中央母音ë単独音節

イェ
jë イェムェ jëmë（夢）竜郷瀬留

エー
ëː エーダëːda（間）宇検村田検

エ
～

ë~
ムェエ

～
ザmëë~dza（ミミズ）佐仁

音節主音的子音と舌尖母音を含む音節

宮古語の音節主音的子音

プス

ps プスサpssa（足）、プストゥpstu（人）、アスプスasps（遊ぶ）平良西里

プスー
psː プスーps（ː日）平良西里

ブズ

bz
カブズkabz（紙）、カブズズゥkabzzu（紙を）、カブズザkabzza（紙は）

平良西里

ブズー

bzː
ブズーbz（ː座る）、ブズーbz（ː亥）、ナブズーナブズnabzː nabz（すべ

っこい）平良西里

クス

ks
クスムksmu（肝）、サクススゥsakssu（先を）、サクスサsakssa（先は）

平良西里

クスー

ksː クスーks（ː来る）平良西里
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グズ

gz
フグズfgz（釘）、フグズスゥfgzzu（釘を）、フグズサ fgzza（釘は）平

良西里

グズー

gzː グズーgzːpa（かんざし）平良西里

ムズ

mz ムズームズーmzːmz（ː新しい）、ムズーmz（ː巳）平良西里

クフ

kf クフフィkffi（作れ）、クフファンkffan（作らない）大神島

クフー

kfː クフーkf（ː作る）大神島

ムルー

mlː ムルーナmlːna（ニラ）佐和田

プルー

plː プルーマplːma（昼間）佐和田

ブル

bl ブルブルーガッサblblːgassa（クワズイモ）佐和田

ブルー

blː ブルブルーガッサblblːgassa（クワズイモ）佐和田

ス

z ススゥzzu（魚）、マス maz（米）、マッスゥmazzu（米を）平良西里

ス ー

zː
ス ーz（ː飯）、ス ークヤzːkuja（乞食）、ス ースゥzːzu（飯を）平良

西里

音節主音的子音と歯茎摩擦音、歯茎破擦音

ス
s スマsma（島）、ウスus（牛）、ウッスゥussu（牛を）、平良西里

スー

sː
スーs（ː酢）、スースゥsːsu（酢を）、スダースースダース

sdaːsːsdaːs（涼しい）、平良西里

ツ
ts ツナtsna（綱）、ム ツmts（道）、ム ッツァmttsa（道は）平良西里

ズ

dz
ム ズギmdzgi（醜い）、アズadz（味）、アッズゥaddzu（味を）平良西

里
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ズー

dzː ズーdz（ː地面）、平良西里

イ

ɿ イ オɿu1（魚）、イ アラɿaɾa（鎌）、マイ maɿ（米）大神島

イ ー

ɿː イ ーɿ （ː飯）、イ ーウɿːu（飯を）大神島

プィﾟ

pɿ プイ キpɿki（髭）、カプイ kapɿ（紙）、カプイ ウkapɿu（紙を）

プィー゚

pɿː プイ ーpɿ（ː亥年）大神島

クィﾟ

kɿ プークイ puːkɿ（甘蔗）、クイ ムkɿmu（肝）、クイ ヌkɿnu（角）大神島

クィー゚

kɿː クイ ー（地面）大神島

プス

ps プスサpssa（足）、プストゥpstu（人）、アスプスasps（遊ぶ）城辺保良

クス

ks ム クスmks（道）、クスカkska（柄）大神島

スィﾟ
sɿ スイ タsɿta（舌）、スイ マsɿma（島）大神島

ペァ

pæ ペァイ pæɿ（針）大神島

ペェ

pɛ ペェイ pɛɿ（針）、ペェルム ナpɛɾumna（蝸牛）大神島

ペァー

pæː ペァークpæːku（百）、ペァーカム pæːkam（早い）大神島

ペェー

pɛː ペェークpɛːku（百）、ペェーカム pɛːkam（早い）大神島

1　 大神島方言の u は、uと oの中間的なɷで発せられますが、u との間に音韻的な区別

はなく、uの異音として認められるものです。
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ケェ

kɛ ンケェフnkɛf（海ブドウ）大神島

ケァ

kæ イケァikæ（烏賊）、ナイケァnaikæ（跛行）大神島

ケァー

kæː タヴケァーtavkæ（ː一人）、マヴケァーmavkæ（ː向かい）大神島

ケェー

kɛː タヴケェーtavkɛ（ː一人）、マヴケェーmavkɛ（ː向かい）大神島

フェー

fɛː クフフェーイ kffɛːɿ（作ってある）大神島

レァ
ɾæ クパレァkupaɾæ（吃音）大神島

クュー

køː クューkø（ː今日）大神島

ムュー

møː ムューイ møːɿ（姪甥）大神島

八重山語の舌尖母音を含む音節

 舌尖母音ɿと両唇音、軟口蓋音

ピィﾟ
pɿ カプィ k゚apsɿ（紙）、プィダ゚ルィ p゚sɿdaɾɿ（左）石垣

ピィー゚

pɿː プィ ー゚psɿ（ː日）石垣

ビィﾟ
bɿ ティヌフブイ tinufubzɿ（手首）石垣

ビィ゚ー

bɿː ブイ ーbzɿ（ː亥）石垣

キィﾟ
kɿ クイ ヌ ksɿn

99

u（衣服）、イクイ  iksɿ
9

（息）、アルクイ aɾuksɿ
9

（歩く）

ギィﾟ
gɿ ガグィ  ゚gagɿ（鎌）石垣
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舌尖母音ɿと歯茎音

ルィ
ɾɿ トゥルイ tuɾɿ（鳥）、ナルイ naɾɿ（実）、パルイ pa

9

ɾ
9

ɿ（針）、石垣

スィ
sɿ スイ スイ  sɿ˳sɿ（煤）、キプスイ  kipusɿ（˳煙）

スィー
sɿː スイ ー sɿː（ː巣）

ツィ
tsɿ ツイ プルtsɿ˳puɾu（頭）、ツイ ラ

○

 tsɿ
9

ɾ
9

a（顔）、フツɸutsɿ
9

（口）

ツィ ー゚

tsɿː ツイ ーtsɿ（ː血）、ツイ ーtsɿ（ː乳）

ズィ  ゚
dzɿ トゥズイ  tudzɿ（妻）、ピズイ  pidzɿ（肘）、ズイ  dzɿmami（落花生）、

ズィー゚

dzɿː ズイ ーdzɿ（ː地面）石垣

八重山語の前舌半広母音ɛを含む音節

ケェー

kɛː
キェーkɛ（ː粥）波照間、

サキェーsakɛ（ː先は）石垣

ゲェー
gɛː ガギェーgagɛ（ː鎌）石垣

ペェー
pɛː プェーpɛ（ː酢・鍬）、スプェーsupɛ（ː杓子）波照間

ベェー
bɛː カブェーkabɛ（ː紙は）石垣

レェー
ɾɛː トゥルェーtuɾɛ（ː鶏は）石垣

ツェー
tsɛː ミツェーmitsɛ（ː道は）石垣

ズェー
dzɛː ミズェーmidzɛ（ː水は）、トゥズェーtudzɛ（ː妻は）石垣

スェー
sɛː ウスェーusɛ（ː牛は）石垣
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鼻母音を含む音節

ア
～

ã パア
～

 paã（浜）、ヤア
～

 jaã（山）佐仁

イ
～

i~ イ
～
ーイ

～
ーi~ːi~（ːううん・応答詞）伊江島

イ
～

ï~ マイ
～

 maï~（豆・佐仁方言）、アイ
～

 aï~（雨）、佐仁

ウ
～

u~ ウ
～
ーウ

～
ーu~ːu~（ːううん・応答詞）首里儀保

エ
～

ë~ ムェ エ゚
～
ザmëë~dza（ミミズ）佐仁

オ
～

o~
ショオʃoo~（島・佐仁方言）、キョオʃoo~（島）佐仁

オ
～
ーオ

～
ーo~ːo~（ːううん・応答詞）オ

～
ーオ

～
ーho~ːho~（ːううん・応答

詞）首里儀保

緩やかな声立ての音節

’イ

’i ’イン ’iN（縁）、’イヌ ’inu（同じ）、アク’インaku’iN（悪縁）首里儀保

’イー

’iː ’イー ’i（ː亥）、’イー ’i（ː藺）、’イー ’i（ː結・互助作業）首里儀保

’ウ

’u ’ウドゥイ ’udui（踊り）、’ウトゥ ’utu（夫）、首里儀保

’ウー

’uː ’ウー ’u（ː緒、苧）、’ウーン ’uːN（斧）首里儀保

’エー

’eː ’エーマ ’eːma（八重山）首里儀保

’オー

’oː ’オーキ ’oːki（和宇慶）、’オー ’o（ː王）首里儀保

’ン

’N ’ ンニ ’Nɲi（胸）、’ ンチャ ’Ntʃa（土）首里儀保

’ンー

’Nː
’ンージュン ’NːdʒuN（見る）首里儀保
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母音単独音節

ア
a

アイai（蟻）、アミami（雨）、アシaʃi（汗）首里儀保

アイai（藍）、アミami（雨）、アシaʃi（汗）平良西里

イ
i

イシiʃi（石）、イチチitʃitʃi（五つ）、アカインakaiN（赤犬）首里儀保

イスis（石）、イツツitsits（五つ）、アカインakain（赤犬）平良西里

エ
e エーサチeːsatʃi（あいさつ）首里儀保

ウ
u

ウシuʃi（牛）、ウタuta（歌）、カウkau（顔）首里儀保

ウスus（牛）、ウンun（鬼）、バウbau（棒）城辺保良

オ
o

オージoːdʒi（扇）、オーサンoːsaN（青い）首里儀保

オーハンoːhaN（多い）、オーハンoːhaN（青い）名護市久志

イ

ɿ イ オɿu2（魚）、イ アラɿaɾa（鎌）、マイ maɿ（米）宮古大神島

 音節を閉じる破裂音p、t、kを含む音節

プィﾟ
p

クプィﾟkup（首）、アプィ ラ゚apra（油）、イプィ リ゚ipri（ものもらい）

諸鈍

トﾟ
t キト k゚it（傷）、ミトﾟmit（水）、ウマト u゚mat（火）諸鈍

クﾟ
k ミク  ゚mik（右）、カク  ゚kak（垣）、サク ラ゚sakra（桜躑躅）諸鈍

 音節を閉じる破擦音を含む音節

チﾟ
tʃ クチ  ゚kutʃ（口）、コチ  ゚kotʃ（麹）、グチ リ゚ャgutʃ rja（鯨）諸鈍

成節的な破擦音を含む音節

ツ
ts ム ツ゚mts（道）、ム ー゚ツmːts（六つ）平良西里

ズ

dz ミズmidz（水）、ピズpidz（肘）、ズマミdzmami（落花生）平良西里

2　 大神島方言の u は、uと oの中間的なɷで発せられますが、u との間に音韻的な区別

はなく、u の異音として認められるものです。
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音節を閉じる摩擦音sを含む音節

ス
s

ガラス garas（烏）、ヒキョス hikjos（挽き臼）、ヌスドnusdo（盗人）

諸鈍

シﾟ

ʃ ウシ u゚ʃ（牛）、ウシリ゚ョuʃrjo（後）、ミシゲ゚miʃge（しゃもじ）諸鈍

ス
s

スマsma（島）、ウスus（牛）、ウススゥussu（牛を）、ウスサussa（牛

は）スタsta（下）、スダsda（舌）平良西里

スー

sː

スーs（ː酢）、スースゥsːsu（酢を）、スダースースダース

sdaːsːsdaːs（涼しい）、ヤースーヤースjaːsːjaːs（空腹な）平良西

里

ス
s ススゥzzu（魚）、マス maz（米）、マススゥmazzu（米を）平良西里

スー

zː
スーz（ː飯）、スークヤzːkuja（乞食）、スースゥzːzu（飯を）平良西

里

フ

f
フタイftai（額）、ヤフjaf（厄）、ヤフファ（厄は）、ヤフフゥjaffu（厄

を）平良西里

フー

fː フーf（ː櫛・大神島方言）　ヌフーヌフnufːnuf（温い）平良西里

ヴ
v

クヴkuv（昆布）、クヴヴァkuvva（昆布は）、クヴヴゥkuvvu（昆布を）

ヴヴァvva（君）、ヴツvts（打つ）、キヴスkivs（煙）平良西里

ヴー

vː
ヴーv（ː売る）、ヴーヴィスvːviz（怖がる）、ニヴーニヴnivːniv
（鈍い）

音節を閉じる鼻音 を含む音節

ム゚
m カム゚ kam（紙）、ヌィ デ゚ィ ム゚゚ nïdïm（鼠）諸鈍

ン
n ティ ン゚tïn（天）、ガンgan（蟹）諸鈍

成節的な鼻音 
ムﾟ
m

ム m゚ta（土）、ミム m゚im（耳）ミドゥム ウ゚ヴァmiduɱvva（娘）平良

西里
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ム ー゚

mː

ム ー゚m（ː甘藷）、ム ー゚ムmːmu（甘藷を）ム ー゚マmːma（甘藷は）

平良西里

ンー

nː ンーンーnːn（ː似ている）平良西里

無声音化した成節的な鼻音n 
ン

○

n
9 

ン
○

ニn
9

ni（船）粟国、　ン
○

マm
9

ma（ここ、そこ）伊平屋島我喜屋

ン
○

ー

n
9

ː
ン

○

ーニn
9

ːtsɿ（六つ）、ン
○

ームルスィm
9

ːmurusɿ（六回）波照間島

撥音

ン
ɴ アンaɴ（有る）、ジンdʒiɴ（銭）、’ウン ’uɴ（居る）

ン
m ンマmma（馬）、カンプーkampu（ː髻もとどり、髷まげ）、

ン
n ’ンダ ’nda（どれ、感動詞）、’ンチャ ’ntʃa（土）、’ンチュ ’ntʃu（３年）、

ン
ŋ

ンカŋka（さあ、感動詞）、サンケーsaŋke（ː３階）、サンギンsaŋgiɴ
（３斤）

ン

ɿ~ ’ンス ’ɿ
~
su（味噌）、サンサsaɿ

~
sa（しないよ）、サンシンseɿ

~ʃiɴ（三線）、

音節を閉じる弾き音

ル゚
ɾ トゥル゚ tuɾ（鳥）、ヒル゚hiɾ（昼）ティル゚ギョtïɾgjo（堀井戸）、諸鈍

成節的な歯茎側面接近音

ル゚

l パル゚pal（針）佐和田

成節的な震え音

ル゚
ɾ パル゚paɾ（針）八重山新城


