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１　はじめに

　よく知られているように、2009年９月にユネスコが発表した“Atlas of the 

World’s Languages in Danger”（消滅の危機にある世界の言語地図）に琉球弧

の諸言語（諸方言）が「消滅の危機に瀕した言語」（宮岡2002、以下単に「危機言語」）

としてリストアップされて以来、琉球語の研究は非常な盛り上がりを見せている。

特に「記録」の面での成果が著しく、「ボアズの三点セット」（Boasian trilogy）

―記述文法書、自然談話資料、辞書―の刊行が精力的に行われている１。「継承」

の面について、これまでは小中学校や地域での方言教室や勉強会等の開催、また

テキストや語彙集、カルタといった主に紙媒体の学習補助教材作成に関する活動

が主だったが、2010年代に入って、方言学習のための新たな試みが数多く報告さ

れている２。

　危機言語の継承のためには地域ぐるみでその継承活動に取り組む必要があり、

研究者はその成果を継承活動に寄与できる形で示す必要があるだろう。積極的に

地域に関わり、共に継承活動を進める研究者の活躍も目立ってきている。例えば、

以下のような活動の事例が挙げられる３。

―奄美沖永良部島における一連の活動：しまむに絵本『みちゃぬ ふい』『ましゅ 

いっしゅーぬ くれ』の製作、沖永良部方言学習のためのHP「しまむに宝箱」

（http://erabumuni.com/）の運営、「しまむに教室」の開催、web教材開発、

など。（山田2017、2018、横山2018、2019a）

―沖縄本島北部国頭村奥集落「ウクムニー」（奥方言）の音声教材の試作（當

山2016、2017、2018、2019）

―沖縄本島南部南城市奥武島「奥武方言（おうくとぅば）の発刊」（中本謙氏

（琉球大学）他２名の研究者と島の人々が立ち上げた編集委員会による。『琉

球新報』2013年10月14日電子版　https://ryukyushimpo.jp/news/pren-

try-213784.html、『同上』2019年11月３日電子版　https://ryukyushimpo.
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jp/news/entry-1019720.html）

―沖縄本島における「マスター・アプレンティス」４の試み（ズラズリ美穂氏（ロ

ンドン大学東洋アフリカ学院SOAS University of London）による。横山

2019b）

―八重山石垣島における「マスター・アプレンティス」の試み（トッピン

グ・マシュウ氏（琉球大学大学院）、半嶺まどか氏（ラップランド大学大学

院）による。『八重山毎日新聞』2019年12月８日電子版　www.y-mainichi.

co.jp/news/35966）

―八重山与那国島における一連の活動：「与那国語会話カード集」「よなぐにほー

げんクラブ」の立ち上げ、ことば遊び絵本『くい んだし あいびんだんぎ』、

与那国島の民謡をもとにした創作絵本『ディラブディ』、など。（山田2017、

2018）→『どぅなんむぬい辞典』（2019年）

　本研究は、このような地域と協働して言語の継承を目指す活動の分析を通して、

自身がフィールドとする南琉球・多良間島における、同地に適した継承活動の在

り方を模索するものである。本稿では、まず危機言語に関する言説分析を行う。

そして、上記に挙げた事例のうち最も活発に継承活動が展開されている沖永良部

島を中心とした先行事例の分析を通して、琉球語の継承活動の現状と課題を明ら

かにすることを試みる。

２　消滅の危機に瀕した言語をめぐる言説５ 

2-1　危機言語の研究と継承活動

　危機言語が日本の言語学者によって広く認識されるようになったのは80年代後

半～90年代にかけてのことだと思われる６。なお、琉球語に関しては同言語の研

究者によってより早くから衰退の危機が指摘されている７。本節では、宮岡・崎

山編／渡辺・笹間監訳2002に収められた論考のいくつかを取り上げ、その言説の

分析を通して危機言語研究および継承活動の必要性、言語学者の役割について考

察する。同書は、危機言語に関する日本で最初の国際シンポジウムである文部省

科学研究費補助金特定領域研究・第１回国際学術講演会「消滅に瀕した言語」（2000

年11月24～25日、於国立京都国際会館）を基としている。
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2-1.1　研究、継承活動の必要性

　危機言語の研究と継承活動の必要性に言及している論考として、スティーブン・

A・ワーム2002、デビッド・ブラッドレー2002、マイケル・クラウス2002を取り

上げる。

　ワーム2002は「その活動（危機言語を保護する―引用者）でもっとも重要なのは、

消滅の危機にある言語の研究と記録、そして記述である」と延べ、その主な理由

として、「学問上の理由」と「後世のためにその言語にかんする情報と知識を保

存する」ことの２つを挙げている。特に後者については、その言語が話されてい

た地域の子孫が先祖の言語に関する情報を求めに応じられること、すなわち「学

者でなくても理解できるかたちで」あることが必要であるとしている。なぜなら、

「伝統言語の主要な機能と役割は優勢言語とは基本的におおいに異な」っており、

民族的アイデンティティの主たる象徴（「自分はほかにはない特別なコミュニティ

に属しているのだと話者自身に感じさせ、誇りをもたせるものである」）だから

である。（pp.147-148／156-157）

　ブラッドレー2002は「消滅に瀕した言語（危機言語）の研究はなぜ重要なのだ

ろうか」という問いを掲げ、その理由として言語学的、倫理的、科学的、および

象徴的な理由の４つを挙げている。以下、それぞれの具体的な内容について箇条

書きで示す。（pp.118-121）

言語学的観点： 「その言語が他では確認されたことのない希少な構造をもっ

ていたとしても、私たちは永久にそれを知ることができなく

なってしまうだろう。」

倫理的観点： 「私たちは、人びとがみずからの言語と文化を維持したり再

獲得したりする可能性を奪う権利をもっていない。」

科学的理由： 言語が消滅すれば、その社会の環境とそこに含まれている動

植物についての比類ない知識も消滅してしまうことになる。

（新薬や新素材の開発に役立つかもしれない科学的な価値を

持っているかもしれない。）

象徴的理由： 「言語は、話者たちがその言語を流暢に話す必要を感じていな

くても、このアイデンティティのための不可欠の要素である。」

　クラウス2002は「言語消失が人類にとってプラスであるというよりはむしろマ

イナスである」と言える理由として、次の３種の理由を挙げている。１つ目は「人

権すなわち倫理上の論拠」であり、「みずからの民族言語を話す権利」がこれに
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当たる。２つ目は「科学的論拠」であり、重要性の低いものから、①言語学と

いう科学にとっての重要性、②情報の観点（「それぞれ独自の歴史、地理、とり

わけ環境、動物とその習性にかんする多量の情報がどの言語にも埋め込まれてい

る。」「人類は言語を失うたびに貧しくなっていく。」）、③抽象的観点（「情報や概

念だけでなく、（中略）人間の普遍的経験にたいするそれら固有の解釈も埋め込

んできた。」）が示されている。３つ目は「生物学的論拠」であり、クラウス2002

はこれが最も重要であるとしている。「それぞれの言語には図り知れない価値が

あり、生物形態と同じくらい複雑である。」「われわれの進化の舞台となり、（中

略）人類としての生き残りが完全にかかっている、文化的かつ知的かつ言語的な

多様性の精緻な環境ともいうべき言語多様性の生態系を示すのに、私は「言語圏」

（logosphere）という語を作った」と述べている（pp.188-195）。

　これらの主張に共通することは〈学問上の重要性〉〈「言語権」の保障〉〈言語

に込められた知識の重要性〉という３つの観点であり、今や、危機言語の記録及

び継承に携わる全ての研究者の共通認識となっていると言ってよいだろう。なお、

狩俣2019は、これを琉球語の状況に引き付けて次のように述べる。

「こうした方言語形の一つ一つ８が地域の風景や自然や暮らしと結びついて

いる。どんなに小さな島の言語も、それぞれの地域の自然や社会、生活を反

映させ、それぞれの地域に独特な言語表現を生み出し、その言語を使って思

想を表現してきた。琉球語は地域社会とそこでの生活、そして地域の歴史を

反映した無形の文化財としての価値をもつ。」（p.171）

「言語の置換は、単なるコミュニケーションツールの置換ではない。言語に

はそれが話された土地の文化や歴史が反映されている。言語と同じく、暮ら

しぶりも地域ごとに違う。そうであるなら、祖先からうけつがれた地域の文

化の変容と消失であり、子どもたちを育ててきた親たちの経験と知識の断絶

であり、地域の歴史の断然である。」（pp.179-180）

2-1.2　言語学者の役割

　2-1.1で取り上げたマイケル・クラウス2002、スティーブン・A・ワーム2002、

デビッド・ブラッドレー2002はまた、危機言語に対する言語学者の役割について

も言及している。
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　クラウス2002は、言語危機の問題に関する言語学者のきわめて重要な役割が以

下の３つのレベルにわたってあることを主張している。（pp.187）

　　　①言語危機への注意喚起

　　　②言語の記録

　　　③ａ言語コミュニティへの技術支援

　　　　ｂ 言語コミュニティへの積極的支援（その言語の社会的な地位を高める

ための専門知識および立場を活用した支援）

③のbについてクラウス2002は、「きわめて難しく、最大のリスクをともなう」と

述べる。

　ワーム2002は「言語が消滅するのを防ぐために記録したいと思うなら、世界の

多くの言語の未来はもはや話し手たちの自発性だけにまかせておけないことに気

づく必要がある」９とした上で、言語学者の役割について次のように述べている。

「現在の世界の状況においては、多くの小さな言語共同体が脆弱であること

は明らかである。というのも、自分たちの言語を次の世代へ伝えるという、

常にこれまで当然のこととしてみずから行ってきたことをするために、歴史

上初めて、言語の専門家の助けが必要とされているからである。現代の記述

言語学者にとって、これは新たに生まれた困難だが担いがいのある責務であ

る。」（pp.209-210）

　ブラッドレー2002は「話者の態度」について、「大変もっともでありながらし

ばしば無視されているのは、私たち（言語学者を指す―引用者）が変えさせるべ

きか、言語社会の決定にゆだねるべきか、という問題である」と指摘している。

そして、言語社会の決定にゆだねる場合、「その集団自身がみずからの言語の維

持を選択しないならば、私たちはその言語を記録し、いつか彼らの子孫が私たち

の残した資料になんらかの有用性を見いだしてくれることを願う以外には、何も

することができない」と述べている。だが「ときには、しかし、言語学者は現地

の協力者を励まし力づけ、その結果彼らの態度が変わり、言語学者が去ったあと

で彼らが言語維持のために活動するようになることもあ」り、「もし人びとが望

むならば、私たちは人びとの態度を変えさせることができるし、人びとがみずか

らの言語を維持するのを助けることもできる」と、言語学者による働きかけの必

要性を主張している。すなわち、「もしある危機言語の話者たちがその社会の必
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要と要望にもとづいて言語維持に対する肯定的な態度を開発できたとしたら、私

たちは彼らの努力を支援するべきである。」（pp.130-132）

　これらの言説では、言語学者の役割として〈その知識をもって危機言語の継承

を支援する〉〈危機言語のコミュニティに対して継承に肯定的な態度を喚起する〉

という２点が求められている、とまとめられるだろう。琉球語に関して言えば、（言

語学者による）その継承活動は決して十分なものとは言えないのだが、「現地コ

ミュニティの要請に応えて当該言語の継承・復興活動に積極的にかかわることは、

少数言語の研究に携わる者の責務であるという認識」自体は周知されつつあると

考える（青井2018:34）。

2-2　危機言語の継承活動に伴う「困難さ」

　前節では言説分析を通して、危機言語の研究および継承活動の必要性、さらに

危機言語の問題に携わる言語学者の役割について示した。では、実際に継承活動

を行うにあたりどのような「困難さ」が伴われるのか。前節と同じく、先行研究

における言説の分析を通して示していく。

2-2.1　コミュニティの人々の意識、態度の変革

　言語学者には〈危機言語のコミュニティに対して継承に肯定的な態度を喚起す

る〉役割が求められていることは前節で示した通りである。それは、「言語維持

における決定的要因は、当該言語集団のみずからの言語に対する態度であ」り、

継承活動においては「言語を文化の中核的価値として見なしているかどうか10、

すなわち、ある集団がみずからの言語とその維持を集団のアイデンティティの鍵

となる事柄だと見なしているかどうか、という点が決め手となる」からである（ブ

ラッドレー2002、p.121）。だが、「人びとの態度を変えさせること」は容易ではない。

K・デイビッド・ハリソン2013が記している、アリゾナ州のチェメウェビ族の「真

の最後の話者」であるジョニー・ヒル・Jr.の「嘆き」はそのことを端的に示し

ている。

「ジョニーはこの言語を自分の子どもたちや、民族の人たちに伝えようと努

力してきた。『みんな習いたいとは言うのさ』と彼は言う。『ところが困った

ことに、さあ勉強しようとなると誰も来ない』」（p.300）
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　彼の「嘆き」を受け、ハリソン2013も「人びとの態度」の重要性を次のように

強調する。

「私が確信していることはただ一点、言語が外部の人間によって「救われる」

ことはありえないということだ。研究者はじめ外部の人間は手を貸すことは

できるが、言語を生き延びさせようという決断は、そしてその決断を実行に

移すために必要となる困難な作業のほとんどは、その言語を所有し育ててい

く共同体が担うべきものだ。」（p.321）

　つまり、継承に肯定的な態度の喚起は言語学者の重要な役割だが、それは簡単

に成しうることではない。だが、そのことを主張しているいずれの言説において

も、その役割を果たすための具体的な方策は示されていない。一般的に、その言

語コミュニティのより多くの成員との信頼関係の構築が前提となることが考えら

れるが、そこには言語学者自身の資質も大きく影響するだろう。例えば山田2018

は、自身の行ってきた与那国島での継承活動を振り返って、「もともと人好きな

性格もあり、毎回一か月くらい滞在しては、言語の調査に関係ない地域活動など

にもよく参加させていただいていたので、言語コンサルタントの方に限らず、親

しくしてくださる島の人たちも増えていきました。」と述べている（p.78）11。

2-2.2　継承する言語の「選択」、「標準化」と「多様性」の維持

　危機言語の継承活動には、コミュニティに存在する言語バラエティーのうちの

どの「言語」を継承の対象とするか、という問題が必ずつきまとう。すなわち言

語の「選択」の問題であり、それは多くの場合コミュニティの言語の「標準化」

に直結している。例えばコミュニティ内の地域的バラエティー、すなわち方言の

問題について、バーバラ・F・グライムズ2002は次のように述べている。

「言語の下位分類にすぎないからといって、方言の消滅が重要でないとはい

えない。同じ言語の別の方言は存続していても、ある方言は消滅の危機に瀕

していたり、あるいはすでに消滅しようとしているケースもある。方言も言

語学的に記述するべきで、方言話者も読み書きやその他の援助を受ける必要

がある。」（p.63）
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　だが一方で、バリエーションと方言差の記述の重要性を認めながらも、危機言

語の学習、教育においては「標準化」が当然、とする主張も見られる。例えばワー

ム2002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であるのがよい」と断言している（pp.159-160）。

継承の対象とする言語の「選択」「標準化」の問題は、言語復興の成功例と言わ

れるハワイ語やウェールズ語の事例においても指摘がなされている 。當山2019

は、この２言語とケチュア語の事例（ヴィレム2002）を踏まえ、次のように述べる。

「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

ざすことが起きることである。（中略）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」（pp.169-170）

そして當山2019は「このような言語再活性化の方法」、すなわち、「選択」「標準化」

された言語の継承活動の事例において、言語多様性が保たれた「成功例」が見当

たらないことを続けて指摘している（p.170）。この指摘は琉球語の現状において

は極めて重要であり、重く受け止められなければならない。なお當山2019以前か

ら、一部の人々が声高に掲げる琉球語の学校教育への導入、標準語化がもたらす

だろう危機、すなわち琉球語の多様性が失われる危険性は指摘されてきている（西

岡2011、石原2013、かりまた2013a、bなど）。13

　また、教育と多様性の維持に関わる事例として、マティアス・ブレンツィンガー

2002が挙げているアフリカ大陸の少数言語がある。ブレンツィンガー2002は言語

接触の状態を「グローバル化のコンテクスト」「国家のコンテクスト」「国家より

下位のコンテクスト」の３つに分類し（p.86）、アフリカ大陸の多くのマイノリティ

が複雑な言語接触の状況にあることを示した。そして、「アフリカ大陸の少数者

言語にたいする脅威はたいてい、すぐ隣の言語がマイノリティの新しい母語の最

有力候補であるような過程を経て、国家よりも下位のコンテクストにおいて強ま

る」（p.113）ことを示した上で、教育との関わりについて次のように主張している。
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「主要なアフリカの言語が教育言語としてますます用いられるようになれ

ば、少数者言語にいっそうの抑圧をあたえるだけではすまされないことが実

際に観察されている。教育の分野においても標準語化した方言が用いられる

ことにより、これらの言語内部の方言差が減少する結果にもなるであろう。

このような過程も言語多様性の消失を導くものであるにもかかわらず広く無

視されてきたが、真剣に取り上げ、特別な研究をすすめるにまちがいなく値

するものである。」（p.114）

　この、「すぐ隣の言語」が他の言語（方言）への脅威となるというアフリカの

少数言語の状況は、実は琉球語の現状と重なる部分が少なくない。琉球語には「二

重の圧力」が存在する。すなわち、「日本語」（ヤマトゥグチ）という「国家のコ

ンテクスト」における抑圧と同時に、その内部、「国家よりも下位のコンテクスト」

において、「マイノリティのなかのマイノリティの方言」（かりまた2013b:96）が「す

ぐ隣の」マジョリティ方言14から抑圧されているのである。狩俣2019では、より

強く、明確な指摘がなされている。

「最近、首里方言を基礎にした沖縄語中南部方言を標準語に認定すべきだと

か、公用語を指定すべきだとかいう意見が出てきた。声高な主張こそしない

が、似たような声や動きは少なくない。特定の下位方言を標準語や公用語に

認定することは、かつての日本語モノリンガル化と軌を一にする。」（p.181）

「琉球語内の言語衝突は、一部の大方言を残し、多くの小方言を消滅させ、

琉球語の多様性を失わせる方向に進ませている。外なるマジョリティに対し

てはマイノリティの権利と独自性を主張しながら、内なるマイノリティに鈍

感なマジョリティは弱小方言と無自覚に軽視し、多くの弱小方言を消滅に追

いやる可能性がある。」（p.182）

　国家や民族といった「広範囲」―琉球語の場合は沖縄本島を中心とする「県」

―に及ぶ継承活動に限らず、島など、限定的に行われる継承活動においても同様

の問題は生じうる。例えば西岡2011が与那国島を例に示した懸念は実に示唆的で

ある。「祖納と比川のことばはほとんど同じとされるが、話者によっては文末の

音調が少し異なると主張する人もいる。どちらの集落の方言が「与那国語」の「標

準語」となるのであろうか」（p.207）。
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　周知の通り、琉球語は数多くの地域的バラエティーを内包する多様性に富んだ

言語である。「琉球処分の以前から存在するすべての伝統的集落」の数は約800に

も上ると言う（上村2002a:326）15。琉球語の多様性はその言語的な「豊かさ」の

現れである。自然の、生物の、文化の多様性をよしとするならば、当然、言語の

多様性も維持されるべきものとなるはずである。理想論だという人もあろうが、

我々はその多様性を守るために「高い目標を掲げて努力を重ねていくしかない」

（狩俣2019:182）。

３　奄美沖永良部島における継承活動－先行事例の分析－

　「はじめに」で述べたように、琉球語の中で最も活発に継承活動が展開されて

いる地域の１つが奄美の沖永良部島である。本章では横山2019a、山田2017およ

び両氏へのインタビュー16をもとに、同地での継承活動の内容を分析、考察して

いく。なお、横山、山田両氏の沖永良部島での活動は「言語復興の港プロジェク

ト」において連携して進められているものである（注３参照）。

3-1　活動内容の概観

　まず、沖永良部島での継承活動は、以下に示すような前提事項に基づいて行わ

れている（横山2019a:72-75）。

①　年齢別継承度

　同地の人が「方言をどれくらい理解できるか」について、言語実験による

調査が実施されている。その結果、「30代後半以上の被験者は、方言話者と

ほとんど同じ水準で内容を理解している」ことが明らかになっており、「地

域が望み、必要なリソースが整えば、伝統言語の再活性化は不可能ではない」

と考察されている。

②　言語意識

　大規模な調査は行われていないが、「筆者（横山氏―引用者）による８年

間のフィールドワークで見聞した範囲では、方言に対する現在の意識は好意

的で、何らかの形で方言が継承されることを多くの人が望んでいるように思

う」と捉えられている。

③　研究の蓄積

　2000年代以降、言語体形全体の記述研究が進展している。基礎語彙のま
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とまったデータベースもある。（国立国語研究所「危機言語データベース」

http://kikigengo-ninjal.ac.jp）

④　活動の手法

　上記①から③を踏まえ、研究者が「危機言語コミュニティに関わる手法」

として「アクション・リサーチ（AR）」17の概念を導入している。言語復興

という目的を果たすためには「コミュニティ・メンバーが主体的な役割を果

たす必要がある」。よって、研究者と研究対象者を平等に「当事者」として

位置づけ、共に〈動く〉ことを求めるARの性質は、「言語復興研究にもよ

く当てはまる」と捉えられている。また、特定の状況、場に応じた効果的な

解決策を目指すというARのもう１つの特徴も、「有効な解決策はコミュティ

毎に大きく異なる」危機言語の状況に適していると考えられている。

　このような前提事項のもと、横山2019aは「地域の主体的な言語再活性化運動

のきっかけを作り、後押しすることを活動方針とし」た以下の４つの活動につい

て報告している（pp.75-80）。

―情報発信

　・手段： 2012年より、知名町公民館講座、えらぶ郷土研究会、酔庵塾等の地域

団体での発表、新聞（南海日日新聞）の連載を行っている。

　・内容： a島のことばが「消滅危機言語」であること、b言語復興は不可能で

はないこと、c再活性化のためにできる活動、について紹介している。

特にb、cは「地域の人がアクセスしづらい情報であるため、研究者が

伝える意義がある。」

―言語教材の作成

・ 研究上の限界、時間的な制約から「修正・加筆を前提」とするweb媒体を使

用し、トピックごとに、できたところから公開（より迅速なアウトプット）

している。

・実際に方言教室で利用し、フィードバックをうけてより使いやすい教材を作

成している。

―しまむに（沖永良部語）教室

・継続的に方言を学べる場として、島内２ヶ所で始めた。一般の日本語話者が

体系的な沖永良部語の知識を身に付けることを目標としている。

・将来的に地域自立型の活動に繋がるよう、地域に既存の組織に協力を得なが
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ら運営している。

・指導者育成のために、地域の有志・話者の方と共に指導している。

―ホームページの作成

・沖永良部語の情報発信のために開設した。運営は横山氏が行っている。教材、

方言動画、語彙データベース（約1,500語）を公開している。

　「情報発信」に至る過程について、８年間のフィールドワークの過程において

得られた島内での人脈、島内の研究組織での発表、小学校・公民館などの講演を

引き受けていくことで形成したと述べている。研究者を受け入れる拠点（郷土研

究会・地域団体・個人の研究者）が地域の中に存在しており、こうした人や場を

起点に人脈を広げ、発表を行い、地域での認知度を高めたという。

　またしまむに教室について、①「子ども向けしまむに教室」と②「大人向けし

まむに教室」とがあるという。①は和泊町国頭集落で、小学生を対象に開かれて

いる。集落の研修館で月１回１時間ほど開催され、横山氏が不在の時は地域の有

志の方が指導している。育成会（保護者の会）、村づくり推進委員会の教育部会

の協力を得ており、毎回５～10人の参加者がいるという。②は集落を限定せず、

主に移住者や若者を対象としている。エラブココ（観光協会の施設）のセミナー

室で２、３ヵ月に１回、１～２時間ほど開催されている。横山氏と知名町文化財

保護審議委員会の松村雪枝氏の２人で指導しており、地域団体「酔庵塾」が協力

している。この教室の開講はこの団体からの要望を受けたものであり、毎回５～

10名の参加者がいるという。横山2019aは方言教室などの地域活動を行うために

は「壮年層へのネットワーク作りが必要になる」と述べている。

　続いて、横山2019aによる「成果と課題」を示す（pp.79-80）。まず「情報発信」

について、「伝える情報が地域の需要と一致するものであれば、すぐに地域で生

かされる可能性があ」り、「重要なのは、その地域で繰り返し伝えるメッセージ

を確定することである」としている。情報が生かされた１例として、ハワイ語イ

マージョンの幼稚園「プーナナ・レオ」に着想を得たという、学童保育「てぃだっ

こ」における方言教育の取り組みを挙げている。

　「言語教材の作成」について、地域の方の指導の機会、家庭内での学習資料と

しての活用といった効果があったと述べている。フィードバックを得る機会を

作ったことで内容改善のサイクルもできているという。ただ、「複数の方言差を
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反映しながら、分かりやすい教材を作ることは非常に難し」く、地域差の扱いの

問題が今後の課題であるとしている。

　「しまむに教室」について、十分な開催頻度ではないが、しまむにへの関心を

高め、復興の機運を高める波及効果を持つと捉えられている。課題は運営面にあ

り、地域側のモチベーションを維持することの難しさを挙げている。教室のスター

トは横山氏からの提案であり、「実際に活動を始めてみると、計画の段階から地

域の人が主導的役割を担わない限り、そのプロジェクトを地域主体の活動へ繋げ

ていくことは難しいと感じた」という。この点から、「地域にどのようなニーズ

があるのか（どのような内容や運営であれば、持続可能か）を正確に理解し、地

域の実践者と研究者が完全に協働できる体制でプロジェクトをスタートすること

が必要」であると述べている。

　最後に「ホームページ」について、１日に平均30～40アクセスがあり、情報発

信の場として一定の効果があると評価している。一方、PC画面をベースに作っ

たことを反省点として挙げている。

　その他の活動内容についても山田2017などから補足する。まず、「言語復興の

港プロジェクト」の活動として『みちゃぬ ふい』、『ましゅ いっしゅーぬ くれ』、『シ

マノトペ』の３冊の「しまむに絵本」が製作されている。さらに『みちゃぬ ふい』

制作からの波及効果として、同絵本の作者である松村雪枝氏が「他のコミュニティ

メンバーとともに語彙収集プロジェクトを開始し、約2,000語（2017年３月現在）

の用例付き語彙集を独自に制作している」ことは特筆に値するだろう（p.23）18。

松村氏は、山田2017において、同絵本の制作過程の中で言語学的な知識・技術の

訓練を提供された「研究者とともに言語の客観的な理解を意識的に獲得していく

コミュニティ内の言語調査者」と位置付けられている（p.20）。

　さらに、2019年度にスタートした知名町中央公民館の生涯学習講座「しまむに

教室」でも、島の人々自らの手でそれぞれの集落の「例文付きのしまむに辞書（紙

とオンライン）の作成」が進められている（講師は山田氏）19。また和泊町でも、

「しまむにを学ぶ研修会」（和泊町職員組合と「ひまわり会」の共催、2019年７月）

および、世代毎の「しまむに教室」（和泊町役場、2019年８月）が開催されている。

ここでも山田氏が講師を務めている（「方言継承へ機運高まる　幅広い世代に「し

まむに教室」」『南海日日新聞』2019年８月26日）。

　これらのほか、2017年から展開されている「しまむにプロジェクト」と、そこ
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から派生したユニット「ひーぬむん」の活動がある。「しまむにプロジェクト」20

について、地域の小学校の協力を受け、夏休みの自由研究として各家庭で地域言

語を用いたコンテンツの制作に取り組んでもらい、そのコンテンツを地域で共有

し、島の外に繋げていくというものである（「３つのパート」注20参照）。注目点は、

「島の外に繋げる」活動として同プロジェクトに取り組んだ家族を国立国語研究

所に招待、成果の発表・披露を行わせていることである。2017年度は下平川小学

校、2018年度は国頭小学校、2019年度は和泊町職員研修会および親子・中学生向

けの回に参加した人たちから、それぞれ「ゆしきゃ・しまむにプロジェクト」「く

んじゃい・しまむにプロジェクト」「わどぅまい・しまむにプロジェクト」として、

取り組みの成果を発表している。「ひーぬむん」は、2017年度のプロジェクトに

参加した４家族が立ち上げたユニットである。沖永良部のことばで「木の者」と

いう妖怪を指し、島内外での成果報告やしまむにの歌を披露するライブパフォー

マンスを行うなど、現在も積極的に活動を続けている21。

3-2　活動内容の分析と考察

　以上、横山2019a、山田2017の報告をもとに、沖永良部島における継承活動を

概観してきた。その特徴として、まず以下の３点が挙げられる。

１．実際の活動の前提となる継承度や言語意識が、言語実験や臨地調査によっ

て具体的に把握されている。

２．ARという具体的な手法に基づき、明確な目的をもって、取り組みが展開

されている。

３．いずれの取り組みにおいても、コミュニティー・メンバー自らの行動が喚

起されている。あるいは、行動を喚起しようとしている。

　これに、前項では触れなかった以下の特徴を加える。

４．「親の世代」を中心とする〈潜在話者〉を、アプローチのメインターゲッ

トとしている。

　まず先の３点について、山田2017にARへの言及はないが、絵本製作の過程を

紹介する中で、その制作プロジェクトの目的の１つに「内発的動機づけにもとづ

いて行動する」（p.18）を挙げていることに注目したい。横山2019aはARの手法

を導入する理由として「コミュニティ・メンバーが主体的な役割を果たす」よう

下地賀代子：琉球語継承活動の現状と課題

（14）

─ 113 ─



になる必要性と合うことを挙げていた。「主体的」であるということはすなわち

自らの意志による、ということであり、山田2017は次のように述べている。

「コミュニィティメンバー全員が地域言語を学習することに積極的であると

は言えない。「話せるようになりたい」と言っていても、それに必要な時間

と労力を使う準備ができているとは限らない。このような状況でも彼らが時

間と労力を使うのは、彼らが本当にほしい・やりたいと思っていることや、

楽しい・おもしろいと思っていること、つまり内発的に動機づけられている

ことである。」（p.19）

3-1で挙げた「ひーぬむん」の活動などは、この顕著な例と言えるだろう。それ

ぞれのメンバーがそれぞれの強い「内発的動機づけ」に基づいて動いているから

こそ、積極的かつ継続的な活動になっていると考える。なお、そこにはいわゆる

目標設定や展望が不可欠であり、例えばコンテンツ制作においては「「何をつく

るか」ではなく、「どんな状況を実現したいか」「そのためには何が必要か」とい

う観点」の重要性も指摘されている（山田2017:20）。

　また４番目の特徴として挙げた〈潜在話者〉について、横山・籠宮2019は、沖

永良部島での言語実験によって、「30代後半～50代の幅広い世代が、伝統方言を

話さないものの理解できる（基本的な文法や語彙を習得している）「潜在話者」

である」ことを明らかにしている。そして、「標準語モノリンガルの子ども達と

は別に、潜在話者世代（子育て世代に当たる―引用者）にも彼らに適したアプロー

チを取ることが効果的であると考える」と述べている（p.368）。山田2017でも、

「言語復興の港プロジェクト」の目的として、「「親の世代」に該当し、受動的言

語能力を持つ潜在話者の地域言語（再）習得促進」が掲げられている（p.2）。横

山2019aにはアプローチのターゲットについての明示はなかったが、子ども世代

を通じて親世代へも一緒にアプローチするということが、沖永良部島における継

承活動の共通認識であることをインタビューによって確認した22。

　これは、「言語を保持する上で最も重要なことは、両親が家庭で、母語を子ど

もに伝え続けていくことである」（バーバラ・F・グライムズ2002:79）といった、

家庭を言語継承のメインの場と考える言説と軸を同じくするものである。経験的

にもうなずける考えであり、現代の琉球語においても、「しまくとぅばが日常語」

という３世代同居の家族を紹介する新聞記事を目にすることができる23。ただし、
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家庭を言語継承の場とできない、しにくい地域も存在する。この点については最

後に改めて触れる。

　以上のように、沖永良部島における継承活動は地域と協働したかつ継続的なも

のであり、「うまくいっている」と評価できるものと考える。事実、上記の活動

によって地域言語を「（再）習得」した「潜在話者」も現れている24。２章でま

とめた言説の観点からも検証してみよう。まず、2-1.2で考察した「言語学者の

役割」について、地域コミュニティに対して、発表や講演などによって定期的に

情報を提供する、しまむに教室や研修会など言語学的な知識および技術訓練の機

会を提供する活動は、まさに〈その知識をもって危機言語の継承を支援〉し、〈危

機言語のコミュニティに対して継承に肯定的な態度を喚起する〉ものだと言える。

そしてその活動の展開から、2-2.1で示した「コミュニティの人々の意識、態度」

を「変革」するという困難さもある程度まで克服できているものと捉えられる。

また2-2.2の言語の「選択」と「標準化」の問題についても、インタビューによっ

て確認した。つまり沖永良部島内での地域差の扱いの問題であるが、やはり、特

定の地域言語（上平川、国頭など）が「標準語」化することが懸念されている。

横山、山田両氏とも地域差は保たれるべきものという考えで一致しており、コミュ

ニティ・メンバーにもその意識付けを促し始めているという。上記の知名町中央

公民館の生涯学習講座「しまむに教室」の取り組みなどは、まさにこの「標準化」

の問題への対応だと言える。

　また本研究では、同地での継承活動が大きな「幸運」にも恵まれたことを指摘

しておきたい。それは、活動の受け皿となる地域の団体（えらぶ郷土研究会、酔

庵塾など）が存在していたことと、「鍵となる個人」（K・デイビッド・ハリソン

2013:314）がいたことである。3-1で概観したように、前者は情報発信、言語教

材の作成、しまむに教室といった活動の拠点、サポートの１つとして機能してお

り、「壮年層へのネットワーク作り」においても大きな役割を果たしたと考える。

後者については、松村雪枝氏がこれに当たる人物と考える。研究者による継承活

動が行われる以前から個人で上平川方言による物語の制作を行っており、横山、

山田両氏の活動の全面的なサポートを行うだけではなく（山田2018、インタビュー

より）、自身も「コミュニティ内の言語調査者」としてプロジェクトに携わって

いることはすでに記した通りである。松村氏をきっかけに、継承活動に関わるよ

うになったコミュニティ・メンバーも少なくないという。研究者と「鍵となる個人」
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が協働して他のメンバーに働きかけ、そのことによって活動の連鎖が生じ、それ

ぞれの活動の主体（個人、グループ）が緩やかに繋がった１つの大きな「チーム」

を作り上げているのである。

　課題ももちろんある。沖永良部島における継承活動は現状まちがいなく「うま

くいっている」のだが、「チーム」の目指す先はその状態の維持ではないはずで

ある。「地域言語を母語として獲得する子どもが再現し、現在は断絶している世

代間継承のリンクを再びつなぐこと」（山田2017:２）を活動のゴールに据えるな

らば、活動の輪の広がりも展開も「まだ全然足りていない」（メールインタビュー

より）。インタビューで、例えば「子ども向けしまむに教室」に参加している子

どもの「親」の反応について質問を投げかけたが、継承活動に対して批判的では

無いものの、やはり「無関心な人」「優先度が低い人」が一定数いるという回答

を得た。このような層への有効なアプローチの仕方の検証、また活動に積極的な

「親」との違いを明らかにすることも重要であると考える。継承活動の先は長く、

継続のための絶え間ない努力が今後も求められている。

４　まとめにかえて

　以上、危機言語に関する言説分析と沖永良部島での活動事例の分析を試みてき

た。ここまでの考察から、琉球語の継承活動一般に応用可能なものとして次の４

つが挙げられる。

⑴　情報発信

　講演や研究発表といった地域コミュニティでの直接的な手段の他、HPや

SNSなど、インターネットを活用することも可能であり、一定の効果がある

と考える。新聞への投稿やコミュニティ FMへの出演など、既存メディアの

活用が可能な場合もあるだろう。情報発信の手段にはさまざまなものが想定

される。

⑵　アプローチのメインターゲット

　「潜在話者＝親の世代」という構図は、琉球語が話されている地域の多く

に当てはまるものと考えられる25。潜在話者が地域言語の「（再）習得」を

比較的容易に行えることは、沖永良部島での活動事例によって明らかである。
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⑶　言語教材の作成

　ある程度の記述研究の蓄積があることが前提となるが、地域言語の学習教

材（コンテンツ）の作成はコミュニィティ・メンバーへアプローチをかける

際の重要な足掛かりとなるものである。沖永良部島での活動のように共に作

り上げていくことが理想的であろうが、考え抜かれたコンテンツを「売り込

む」というやり方も考えられる。また、研究成果を地域に直接的に還元する、

という側面も持つ。

⑷　「標準化」問題への対応26

　沖永良部島の事例に見た、継承活動に参加するコミュニティ・メンバーそ

れぞれが自らの地域言語を記述するという活動が有効であると考える。言語

学的な知識・技術の習得には時間を要するであろうが、長期的に見て、琉球

語の「多様性」の維持に最も貢献し得る活動の１つであることは間違いない。

　一方、地域ごとの対応を模索しなければならない事項もある（当然こちらの方

が多い）。大小挙げればキリがないのだが、本研究においてもっとも重要と考え

るのは、研究者と地域コミュニティが「協働」して活動を展開するに至るまでの

プロセスである。上記の⑶⑷などは、コミュニティ・メンバーとの協働関係が構

築されなければ意味をなさない、あるいはできない活動だと考える。コミュニティ

の在り方はコミュニティによって異なる。そのため、それぞれの実情に即したア

プローチの仕方が必要となることは言うまでもない。研究者には、入念な下準備

をした上での、相当な努力と忍耐と創意工夫が求められるだろう。例えば沖永良

部島のような「幸運」が望めないのであれば、それに頼らない方策を探らなけれ

ばならない。

　また、沖縄本島中南部を始めとする都市部などでは、継承の対象とする「言語」

自体が問題となることがある。3-2で「家庭を言語継承の場とできない、しにく

い地域も存在する」と述べたが、これにはいくつかのケースが考えられる。１つ

は、コミュニティ・メンバーの話す（理解する）琉球語がその地域の言語（方言）

ではない、すなわち、地域から切り離された琉球語バラエティを持つ、という

ケースである。人の移動の激しい都市部に顕著であり、コミュニティ内に複数の

琉球語バラエティが存在することは決して珍しいことではない。このような地域

コミュニティにおいては継承活動を行うこと自体が難しくなるであろう。沖縄本

島中南部で展開されている継承活動には、「広範囲」の、超地域的な内容のもの
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が少なくないのだが、同地の琉球語バラエティ同士の言語的な差異が小さい（「ウ

チナーグチ」と一括りにしやすい）ことに加えて、先に述べたような事情も関わっ

ているのかもしれない。都市部における琉球語の継承活動の現状についてもより

考察を深める必要がある。

　さらに、極端な例を挙げるが、祖父は宮古島平良、祖母は沖縄伊江島、父は沖

縄本島北部、母は奄美喜界島のことばを話す・あるいは理解する（潜在話者）と

いうような、家庭内に複数の琉球語バラエティが存在するケースもある。加え

てその家庭の属する地域コミュニティがそのいずれでもない場合、「家庭」が言語

継承の場として機能することは極めて難しくなるだろう。家庭のメンバー全員が、

それぞれがすでに話せる・理解できる言語に拘らず、属する地域の言語の獲得を

目指せば問題は解決できるかもしれない。ただし、相当な意識の改革が必要となる。

　最後に、危機言語の継承活動のキーワードである「再活性化」「復興」という

概念そのものについても考えてみたい。これらはRevitalizationの訳語であるが、

そもそも、言語が再活性化した、復興したというのは具体的にどのような状態を

指すのであろうか。「断絶している世代間継承のリンク」が再びつながった状態

がそれだとすれば、そこに、地域から切り離された琉球語バラエティや地域にルー

ツを持たない者が加わることは可能だろうか。例えば、沖縄本島南部の地域コミュ

ニティに属する１つの家庭の中で、祖父母から親へ、親から子へ、宮古多良間島

方言の継承が行われることに意味はあるのだろうか。地域コミュニティと地域言

語が結びついている中でしか目指せないものなのだろうか。目指すべきゴールを

模索しつつ、本稿における分析、考察の結果を自身のフィールドでの継承活動に

生かしていきたい。
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山田真寛　2017『地域言語学習コンテンツ制作・利用プロジェクトを核とした琉

球諸語の復興研究』（2016年度第11回児童教育実践についての研究助成研究

成果報告書）

山田真寛　2018「地域言語コミュニティと協働する消滅危機言語研究、専門家と

協働する言語と文化の継承活動」木部暢子・麻生玲子編『新しい地域文化研

究の可能性を求めて』3、pp.76-81

山田真寛・下地賀代子・中川奈津子・山本史・横山（徳永）晶子・浅川友里江　

2017「言語復興の港 : コミュニティ参加型の地域言語学習コンテンツ制作・

利用プロジェクト」（ブース発表 方言に関する教育活動）『日本方言研究会

研究発表会発表原稿集』104、pp.29-32

横山晶子　2018「危機言語の継承に向けたアクション・リサーチ」『第32回 日

本音声学会全国大会予稿集』pp.40-43（http://conference.wdc-jp.com/

psj/2018/index.html）

横山晶子　2019a「奄美沖永良部島における言語再活性化の取り組み」『島嶼研究』

20（1）、日本島嶼学会、pp.71-83

横山晶子　2019b「島ことばの散歩道⑮再活性化への試み　世代の記憶繋ぐ手法」

『南海日日新聞』2019年11月６日、４面

横山晶子・籠宮隆之　2019「言語実験に基づく言語衰退の実態の解明―琉球沖

永良部島を事例に―」日本方言研究会編『方言の研究』５、ひつじ書房、

pp.353-376

横山晶子　2020a「島ことばの散歩道⑰再活性化への試み　よみがえった言語－イ
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ギリス・マン島語」『南海日日新聞』2020年１月８日、４面

横山晶子　2020b「沖永良部島の事例報告－家族を対象にした取り組み－」（文化

庁主催「令和元年度 危機的な状況にある言語・方言サミット（奄美大会）」

報告資料、2020年２月23日、於奄美文化センター）

注

１　研究者個人によるもの、また、組織的な研究プロジェクトも進められている。

後者の代表として、消滅の危機にある地域言語の記録を目的とした国立国語研

究所の共同研究プロジェクト（「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」

2009年10月～2016年３月、プロジェクトリーダー 木部暢子、https://pj.ninjal.

ac.jp/endangered/、「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーショ

ンの作成」2016年４月～、プロジェクトリーダー 木部暢子）が挙げられる。
２　そのいくつかを示すと、スマートフォン用アプリ「ミャークボイス」（セルリ

アンネット「ミャークフツ伝承プロジェクト」2013年～、http://myahkvoice.

com/）、沖縄方言学習用CD『うちなーぐちラーニング』（made-in-okinawa.

com、2013年）、宮古島市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」（琉球方言研究クラブ、2015年）、琉球各地方言の表記法の構築『琉

球のことばの書き方　琉球諸語統一的表記法』（小川晋史編、くろしお出版、

2015年）、スマートフォン用アプリ「宮古島方言辞書」（宮古工業高等学校の生

徒が作成、2015年 、「宮古の言葉辞書アプリ」『沖縄タイムス』2015年１月25

日、25面「うちなぁタイムス」81号）、インターネットラジオ「沖縄しまくとぅ

ば放送局」（クレスト、2015年～、http://www.crest-ryukyu.co.jp/uchina/）、

ウチナーグチ漫談師育成講座「沖縄演芸学園」の開講（クレスト、2015年～、「う

ちなーぐち話芸を伝授　来月「沖縄演芸学園」が開校」『琉球新報』2015年５

月８日、電子版、https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-242683.html）、メー

ラムニ（宮良言葉）の学習者のためのポッドキャスト「おーりたぼーり」（ク

リストファー・デイビス、半嶺まどか、2017年～、http://ryukyulang.org/

ooritaboori/）などが挙げられる。

　　インターネットラジオ「おきなわしまくとぅば放送局」について、狭義の「方

言学習」を意図したものではないようだが、挙げている。なおこれ以前からも、

ラジオ沖縄の「方言ニュース」（1960～）がある。また近年はコミュニティー
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FM局を中心にしまくとぅばによる番組が数多く放送されている。ラジオ以外

のメディアに関わるものでは、NHK教育の「ウチナーであそぼ」（2010～）、

宮古テレビの「冴子おばぁの宮古よもやま話」（2006～2015）などのテレビ番

組が挙げられる。その他関連するものとして、アイモコ『ウチナーグチかぞえ

うた　おおきなわ』（2011年）、sabomart『宮古島方言スピードラーニング』（2013

年）などのCDコンテンツ、ラジオ体操やカルタの各地方言ヴァージョンもある。

　　また、『沖縄タイムス』の記事（「スマホで会話速習」（2016年５月８日25面、

「うちなぁタイムス」148号））によると、株式会社クレストが「うちな～ぐち 

eラーニング」（PC、スマートフォンを利用したweb学習コンテンツ）を開発し

たという。記事掲載時はまだ試験運用の段階で、モニターの募集も行われてい

たが、その後の展開については残念ながら確認することができなかった。

　　その他、県や各自治体など、行政レベルの取り組みも数多く見られる。管見

に入る限りを挙げておく。しまくとぅば大会の開催、しまくとぅばによる劇の

創作・組踊の復活、しまくとぅばプロジェクト連続講座（県立博物館・美術館）、

「しまくとぅば部会」の設立および「しまくとぅば普及促進決議」の採択（2010、

2012年頃から活発化）、那覇市「ハイサイ・ハイタイ運動」（2012.4.2～）、沖縄

県「しまくとぅば県民大会」（2013.9.18　於宜野湾市沖縄コンベンションセン

ター）、沖縄県「しまくとぅば普及推進計画」策定（2013.9）⇒「しまくとぅ

ば普及センター」設置（2017.9）、沖縄県立博物館美術館「デジタルコンテン

ツ（電子紙芝居）」制作プロジェクト（沖縄伝承話資料センターに委託、2018～）、

読谷村『ゆんたんざむんがたい』（方言音声ＣＤ付絵本、アニメＤＶＤ、紙芝

居も制作）発行（2018.7）など。
３　このうち、与那国島と沖永良部島での活動は、山田真寛氏（国立国語研究所）

が代表を務める「言語復興の港プロジェクト」（地域言語の継承のための学習

コンテンツの制作・利用方法を考えるプロジェクト、https:// plrminato.wix-

site.com/webminato）としての活動が多く含まれる。また同プロジェクトで

は現在、竹富島方言による絵本『星砂の話』（中川・山田2018）、多良間島方言

による絵本『カンナマルクールクの神』の作成も進めており、与那国島方言の

『ディラブディ』、沖永良部島方言の『ましゅ いっしゅーぬ くれ』と合わせて、

クラウドファンディングを利用した「４つの島のことばの絵本」の出版を企画

している（「琉球諸語の絵本出版プロジェクト」）。
４　マスター・アプレンティスとは、アメリカ・カリフォルニア州で1990年代から
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実践されている手法で、「言語を学びたい人（アプレンティス）」と「言語を知っ

ている人（マスター）」がペアになり、決まった時間に家事や仕事などの具体

的なタスクを学びたい言語だけで行うことによって言語の習得を目指す、とい

うものである（横山2019bより）。１対１で学ぶため「多様性が大きい言語を標

準化せず、多様性のままに継承できること」が利点として挙げられている。沖

縄本島、石垣島での試みはまだ始まったばかりであるが、今後の展開が期待さ

れる。
５　本章（２章）および３章における引用および要約部分に付された下線は、いず

れも引用者による。
６　日本言語学会が危機言語小委員会をもうけたのが1994年であることから、この

ように推察した（日本言語学会「危機言語のページ」、http://www.fl.reita-

ku-u.ac.jp/CEL/index.html）。なお、小委員会は「発足当初の目的を果たした

として」2010年３月に解散しているが、「危機言語のページ」は現在アーカイ

ブとして公開されている。
７　例えば上村1972には次のような記述が見られる。「だいじなことは、そして感

情をぬきにして直視しなければならないことは、今日の琉球方言は、他の本土

方言と同様に標準語に同化され、やがてはほろびてしまうという運命にあると

いうことである」（井上他2001:232）。なお、琉球語だけではなく「日本語本土

諸方言もまた、標準語化によって消滅の危機を迎えている」（上野2002:345）。

上野2002は、日本語本土諸方言研究には「本格的な記述研究が非常に少ない」

ことを指摘している。そしてその理由を、研究者の側に日本語標準語の基本枠

を利用すれば事足りるという安易な考えがあった、言い換えれば、「これまで

一つの言語として本格的に方言に取り組む姿勢が欠落していたと言わざるを得

ない」と述べている（p.347）。だが近年は、日本語本土諸方言を「危機言語」

として明確に捉えた記述研究、継承活動が活発化している。例えば、国立国語

研究所のプロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーショ

ンの作成」（注１参照）では琉球語に引き続き本土諸方言についても組織的な

言語調査を継続しており、これまでに島根県出雲方言（2016年）、同沖之島方

言（2017年）、石川県白峰方言（2018年）、愛知県木曽川方言（2019年）の調査

報告書を刊行している。この他、宮崎県椎葉村、青森県むつ市、同八戸市でも

現在フィールドワークが進められている（国立国語研究所HP https://www.

ninjal.ac.jp/research/project-3/institute/endangered-languages/）。
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８　多良間水納島方言に「植物に関する語彙が少ない」代わりに「魚名や海草等の

海洋生物や漁法の語彙が豊富である」こと、「沖縄風丸ドーナツ」を指す各地

の語（沖縄本島中部「サーターティンプラ」、国頭村奥集落「タマグティプラ」）

などを例に挙げている。また、「物とのかかわり方や認識の違いが語形の違い

に現れる」ことを合わせて指摘している（狩俣2019：171）。
９　Marti1990、Fishman1991に基づくことが記されている。残念ながら、本稿で

は原著に当たることができなかった。（Ronald Marti.1990. Probleme europäis-

cher Kleinsprachen: Sorbisch und Bündnerromanisch. Vortäge und Abhand-

lungen zur Slavistik 18. München: Otto Sagner、Joshua A Fishman.1991. 

Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assis-

tance to Threatened Languages. Clevedon: Mutilingual Matters.）
10　Smolicz1981に基づくことが示されている。残念ながら、本稿では原著に当た

ることができなかった。（Smolicz, Jerzy J.1981. Core Values and Cultural 

Identity. Ethnic and Racial studies 4: 75-90）
11　そしてその調査・研究を越えた島の人々との人間関係の中で、「彼らが島のこ

とばを大切に思っていること、それと同時に、消滅危機言語と言われてはいる

けれど、具体的にどうすればいいのかわからないでいることを感じ」たという

（山田2018:78）。この気づきこそが、「言語復興の港プロジェクト」（注３参照）

の立ち上げなど、氏の後の継承活動に繋がっている。
12　ハワイ語については崎原2015、ウェールズ語についてはバーナード・コムリー

2002に指摘がある。
13　「語学」とは異なる観点から、琉球語の継承と学校教育との関わりを考察する

論考も見られる。狩俣2017は、公文書・碑文・呪詞・オモロ・組踊・琉歌など

の記録に用いられた「琉球独自の書き言葉」＝「琉球文」（「琉球士族語」をベー

スとする）について、それが共通語的な側面を持っていたこと（地方士族は中

央士族の話し言葉は聞き取れなくとも、公文書を読み、筆談でコミュニケーショ

ンできた）、揺れはあるものの芸能の場でその「読み」が継承されていること

を指摘している。そして、「日常のシマ言葉」と「伝統的な言語文化としての

言葉」の区別を主張し、琉球文を「琉球古文」として沖縄県の学校教育の正規

のカリキュラムに位置付けることを提案している。
14　かりまた2013bはこれを「killer language（殺し屋言語）」と呼び、「特定のシ

マクトゥバ＝下位方言をおしえる画一的な方言教育」を行おうとうする動きに
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対して警鐘を鳴らしている。
15　なお、上村2002bは「琉球列島における言語の数」について、「相互理解度と

いう尺度から見れば、その尺度のとり方によって琉球列島の諸言語は北琉球語

と南琉球語の二言語に、あるいは奄美、沖縄、宮古、八重山、与那国の五言語

に、またはそれ以上、一〇個程度の言語にも数えることができるだろう。（中略）

国家と民族という観点がくわわったばあい、それは琉球語という一言語、非常

に多くの下位方言をふくんだ、ひとつの危機に瀕した言語ということになる」

と述べている（p.353）。
16　山田氏へのインタビューは、氏の来沖予定に合わせ2019年12月３日に宜野湾市

内のカフェにて行った。横山氏へのインタビューは対面の都合がつかず、こち

らからの質問メールに返信していただく形で実施した。また同時に、山田氏に

もメールによる補足インタビューに答えていただいた。
17　「アクション・リサーチ」とは、「常に変化していく社会が抱えているさまざま

な問題に対して、研究者と一緒に個々の問題の当事者が自身の解決策を考え、

その解決策の有効性について検証し、検証結果をもとにして、自身の解決策を

修正し改善していくことで問題解決を目指す調査活動手法」と定義されている

（草郷2007:251）。横山2019aは、その特徴を以下のようにまとめている（p.74）。

　　　 「ARは、社会において「問題がある」と当事者（研究対象者・研究者など）

が考える状態を「よりよ　い状態」へと変化させることを目指す。特定の

状態を「問題がある」と感じ、別の状態を「よりより状態」と考える時点で、

そこにはある種の価値判断が働いている。ARは、こうした価値懐胎性を

認め、その偏りを自覚した上で遂行する研究と言える。」

　　　 「ARは、実験者効果や評価懸念といった問題に代表されるように、研究者

と研究代表者の独立性は100％保証できないという前提に立つ。このため、

研究者と研究対象者は平等に「当事者」として位置づけられ、それぞれが、

具体的な目標を達成するために適した役割を担うことになる。」
18　松村氏はまた、「コミュニティメンバーが他の地域の言語復興活動を体験する

機会」の提供を受け、与論島で『与論方言辞典』を執筆した菊千代氏から地域

言語の辞書制作に関する助言を得たという（山田2017:24）。現在もプロジェク

トは継続しており、お１人で調査も行い、上平川方言の辞書の制作を続けてい

るという（インタビューより）。
19　同講座では、単に辞書を制作するのではなく、その過程の中で語彙数を増やす
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などして「しまむに力」を向上することが目指されている。普段しまむにを使

わない・使えない人は継続的に学習、習得する力を身に付けることを、日常的

に使う人は分からない人への効率的な教え方を身に付けることを、それぞれ目

標としている。（「エラブの方言辞書作成へ 　しまむに教室、受講生で」『南海

日日新聞』2019年５月28日）
20　2016年、山田氏と横山氏、また「言語復興の港プロジェクト」で制作するコン

テンツのイラストレーションおよびデザインを担当している山本史氏（イラ

ストレーター／京都市立芸術大学博士課程）が、知名町下平川小学校の当時

の校長とPTA会長と共に「今できること」を話し合い、決定したプロジェク

トである（山田2017:25、言語復興の港HP記事「親の世代からの言語復興　第

４回しまむにプロジェクト」https://plrminato.wixsite.com/webminato/

iyil2019oyakara04 より）。具体的な内容については本文に記した通りであるが、

上記記事内ではプロジェクトの「３つのパート」として以下のように紹介して

いる。

　　⑴�　家庭内、三世代で（家庭内で島のことばを使う機会が増えるようなコン

テンツを、三世代で一緒につくる。）

　　⑵�　地域の中で（つくったコンテンツを地域の人たちと共有する。）

　　⑶�　外にも発信（じぶんたちの取り組みを島の外の人に伝えて、「外の視点」

も理解する。）
21　言語復興の港HP記事「ひーぬむんのテーマ」（https://plrminato.wixsite.

com/webminato/hiinumunsong）より。「ひーぬむん」の活動は2018年10月

に「ハートネットTV」（NHK）でも紹介されている。
22　横山2019aにおける「ターゲット」について、メールインタビューの内容から

補足しておく。同論文で報告した活動は「教材制作や意識醸成など環境を整え

る段階」、つまり活動の初期段階であり、この時点では、親世代が特に重要な

対象だと意識しながらも、「当たれるところは全てアタック」していたという。

これは、「しまむにの大事さに気付いてもらう」という啓蒙的な目的と、「しま

むにが使いやすい環境が成り立つことには全ての世代が関わっている」と考え

ることによる。
23　『沖縄タイムス』の記事「会話でつながる３世代　名護・数久田言葉の島袋さ

ん家族」（2017年12月24日、27面「うちなぁタイムス」232号）より。祖母（当

時65）、父母（共に当時45）は日常的に「シッタムニー（数久田言葉）」を用い
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ており、19歳から５歳の子ども４人にもシッタムニーが「染みついている」と

いう。母について、他地域（名護市城）の出身で「「親はしまくとぅばで話し

ているけど、子どもには教えない」教育を受けてきた」が、結婚後に「シッタ

ムニーの洗礼を浴び」これを身に付けたという。危機言語「化」以前の琉球語

の諸方言は、みなこのように世代を越えていたのだろう。自然な言語継承の実

例の１つと言える。
24　アメリカ・インディアナ州のパデュー大学で行われた国際シンポジウム（The 

International Year of Indigenous Languages2019、10/31-11/2）において、

「ひーぬむん」のメンバーでもある前田卓也・ゆり香夫妻が、「しまむに」で、「し

まむにプロジェクト」についての発表を行ったことが報告されている（言語復

興の港HP記事「親の世代からの言語復興」https://plrminato.wixsite.com/

webminato/iyil2019oyakara01、横山2020）。
25　意識調査ではあるが、沖縄県が実施した『しまくとぅば県民運動推進事業県

民意識調査〈報告書〉』（2014年２月、https://www.pref.okinawa.jp/site/

bunka-sports/bunka/shinko/simakutuba/documents/kennminn isikityou-

sah25.pdf）の「しまくとぅば」の理解度を問う設問（「Q.あなたは「しまく

とぅば」を聞いてどの程度わかりますか？」）でも、「よくわかる」「ある程度

わかる」と回答した40代は全体の７割を越えており（74％）、50代に至っては

約９割に上っていた（89.4％）。なお『平成28年度しまくとぅば県民意識調査

報告書』（2017年３月、https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/

bunka/shinko/simakutuba/ documents/kenminishiki.pdf）では、40代は７

割弱（68.1％）、50代は約８割（83.3％）に減少している。
26　全地域をカバーしているという点のみではあるが、東京都八丈町の「改訂・五

地域版　八丈・島ことばかるた」を標準化対応の先行事例と見ることも可能

だろう。このかるたは、地域の人々の求めに応じて八丈島のことばに見られる

５つの地域バラエティ全てを読み札に取り込んだ点が画期的であり、2015年の

再改定版では読み札の音声CDも販売されている（http://www.town.hachijo.

tokyo.jp/info/?page_id=1391）。
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