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琉 球 ア クセ ン トの歴 史 的形 成 過 程

-類別語彙2拍 語の特異な合流の仕方を手がかりに-

松 森 晶 子

(日本女子大学)
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1.問 題提起

平 山(1986,1988)や 上村(1992)な ど,近 年にな された琉球 方言の代表的記

述 に よれば,本 土 の類別語彙1･2拍 名詞に相 当す る語彙 のア クセ ン ト型 の合流

*本 稿 は,平 成9年10月17日 に山形大学 で開催 された 日本方言研究会第65回 研究発表会

において,｢琉 球 における類別語彙2拍 語の合流の仕方の再検討｣と 題 して発表 した際 の

内容を基 に している.会 の席上,大 変多 くの方 々に,有 益,か つ建設 的な ご助言,ご 質

問な どを いた だき,本 稿を執筆す るにあた って役立て ることができた.皆 様に厚 く御礼

申 し上げたい.

また,本 稿 の琉球 各地の アクセ ソ トのデータは,次 の方 々か らお教 えいただいた資料

に基づいてい る.(敬 称略)奄 美大 島宇検村 宇検 碇 義基(大15年4月 生);佐 念 盛 国

彦(大15年7月 生);阿 室 山畑直三(明38年9月 生):喜 界 島阿伝 津田 ツル(明45

年2月 生);上 嘉鉄 嘉 島カメ(大10年2月 生):徳 之島徳和瀬 松 山光秀(昭6年3月

生);瀬 滝 重原豊良(大11年6月 生);花 徳 山 口清雄(明45年3月 生);岡 前 岡村

賢二(大11年3月 生),小 林豊彦(大8年2月 生):与 論島茶花 阿野三雄(昭6年11月

生):沖 永 良部 島和 泊 日置 ミネ(明41年2月 生),東 郷実 正(大2年10月 生);国 頭

名島 アイ(大2年6月 生):伊 平屋 島我喜屋 西江幸徳(明41年6月 生):伊 是名島諸見

東江金蔵(明45年7月 生),諸 見川見枝(大14年1月 生);伊 是名 名嘉 トミ(大9年3

月生);仲 田 伊礼正則(昭2年5月 生):伊 江 島 山城文 男(明44年8月 生):沖 縄本 島

今帰仁村仲宗根 金城 善吉(大1年11月 生),新 城俊雄(大3年5月 生);国 頭村奥 宮

城正男(明44年12月 生);与那 大城安(明45年2月 生),翁 長 義子(明45年2月 生),

座安マサエ(大4年7月 生);東 村川 田 吉本好善(大6年7月 生);名 護市安和 安里真

勇(大11年5月 生);恩 納村恩納 大城静(明40年3月 生),上 間正顕(明33年11月 生),

伊 芸安吉(明40年11月 生):宮 古諸島池間島池間 親泊 フ ミ(大4年1月 生),前 川三郎

(大2年4月 生):伊 良部 島佐 良浜 荷川取金市(大10年8月 生).皆 様に感謝す るととも

に,あ わせて,調 査 にあた って様々 な便宜 をはか って下 さった各市 町村 の教育委員会 の

皆様に も,こ の場 をお借 りして厚 く御礼 申 しあげ ます.

最後にな ったが,本 稿 を,草 稿の段階 で大変丁寧 に読み,核 心 をついた ご指摘 と細部

に渡 る的確な ア ドバ イスを下 さった*言 語研究 』のお二人 の査読委員 に,心 よ り御礼 申

しあげます.
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の仕方 は,琉 球諸方言 において(1)の(1)~(V)に 見 られ るよ うない くつか の

タイプに分類 でき るとされ てい る.(以 下,こ の(1)の よ うな類 の合 流の仕方

を想定す る仮説を｢通 説｣と 呼んで,議 論 を進 めてい くこととす る).

(1)琉 球におけ る類の合流の仕方(通 説)

[類別語彙(カ ッコ内の数字は類別を表わす)][方 言 の例】

この うち,タ イ プ(1)の,主 に奄美諸地域や沖縄 本島北部 に観察 されてい る

体系1)は,1拍 名詞が2つ,2拍 名詞が3つ の型を もつ とい う点 か ら見て分か るよ

うに,拍 数 の増加に応 じて型 の数 も増加 してい く,い わゆ る｢多 型 アクセソ ト｣

の体系 であ ると考 え られて いる2).こ のタイ プ(I)は,琉 球諸 方言 のなかで も

1)与 那 国島,波 照 間島など一部 の八重 山方言 に も,こ の ような体系が存在す ることが平

山(1988:701-25)の 報告にあ る.こ の ことについては,本 稿の第3節 を参照.

2)こ れは,1拍 語が2つ の型,2拍 語が3つ の型 を持つ とい う点か ら考えて,一 見 した と

ころn+1型 体 系が期待 されそ うにも見 えるのだが,こ れ ら琉球 の諸方言 のア クセ ソ トが

実 際に(共 時的 に)ど の ような体系を持つか とい う理論 的な研究は,ま だ ほ とん ど未開

拓 の領域 といえ よ う.そ の考 察のためには,今 後,こ れ らの地域におけ る(外 来語 や琉

球独 自の語彙を も含 めた)特 に3拍 語以上 の語 彙の アクセソ トの詳細な記述研究 が さら

に進 む必要があ る.現 時点 では,こ れ ら琉球 の多型 ア クセ ソ ト地域の諸体系 を,こ の よ

うにひ と括 りに まとめ て扱 って良いのか さえ断定す るこ とが憚 られ る状態だ が,仕 方な

く今 は仮 にそ うしてお く.し たが って,こ こでは あえてあいまいに｢多 型 ア クセ ソ ト｣

とだけ呼 んでお くこととす るのであ る.
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ア クセ ン トの型 の数 を最 も多 くとどめてお り,体 系内の型の数 とその合流 の仕方

が最 も琉球祖 語の ものに近 い とされ てい る3).次 に,こ のタイ プ(I)の 方言 を

取 り囲む ように観察 され ているタイプ(II)~(IV)の 体 系は,拍 数 の増加 に応 じ

て型 の数 の増 えない,い わ ゆる｢N型 ア クセ ソ ト｣の 体系を持 っている ことが,

その共通す る特徴 と して指 摘 され てい る.こ れ ら現代 の琉球 のN型 ア クセ ソ ト

体系 は,原 則 として4)｢2型 ア クセ ン ト｣で ある ことが知 られ てい る.最 後 に,

タイプ(V)の 体系 の ように,型 の対立 を持 たない｢I型 ア クセ ソ ト｣の 方言 が,

これ までに主 として奄美大 島や宮古島の諸地域に観察 されてい る.

さて,(1)の 通説 に従 って,琉 球方言 を分 類 して い く場 合,た とえば次 の よ

うな但 し書 きが必要 となる.

(2)｢琉 球列 島諸方言に共通 して,[2拍 語 の]4･5類 に属 す るい くつかの単語(第

1音 節に ア段,第2音 節 にア,エ 段 の母音を持つ｢肩｣｢雨｣｢汗｣な ど)

が3類 と行動を ともにす るので,仮 に,こ れ を3類 とみて分類す ると...｣

上村(1992;800)([]内 は,筆 者 の補足)

しか し,こ の よ うに3類 と行動 を ともにす る4･5類 の語彙の中には,｢板,稲,

汁,麦,瓜,琴,腿,夜｣な ど,そ の音韻構造を検討す ると｢第1音 節 にア段,

第2音 節 にア,工 段の母音を持 つ｣と い う(2)に 述べ られ た条件 を満た さない

もの も,含 まれ ている.そ れでは,一 体 なぜ,こ の ように4･5類 のい くつか の

単語 が,3類 と行動を ともにす るの であろ うか.通 説(1)に は,こ の よ うな問

題 が存在す る.

この ことを よ り具体的に示す ために,今,平 山(1986)の 徳 之島亀津方言 の

記述 を もとに して,そ の2拍 名詞の アクセン ト型が類別語彙 とどのよ うな対応 を

示すか を検討 してみ よ う.

3)も ちろん,こ の ことは,あ くまで も体系内の型の数 と型 の合流 の仕方が祖語 に近い と

い うだ けにすぎず,こ れ らの体系(あ るいはその うち のいずれ かの方言体系)が,祖 語

の実質をそ っく りその まま残 している とい う意 味ではない.

4)2型 ア クセソ ト体系 なのに1拍 名詞が1つ しか型 を持 たない タイ プ(III)の よ うな体

系 もあるが,こ の理 由については第4節 で説 明を加 えることとす る.
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(3)徳 之 島亀 津:方言 の2拍 名 詞 の ア ク セ ン ト型(平 山(1986;832)に よ る)

[ア ク セ ソ ト型] [類別 語 彙 と の対 応]

(ア)*●,*●*  1･2類 該 当語(飴,牛,鳥,鼻,星,音,紙 な ど)

(イ)○●,○ ●* 3類 該 当 語(色,腕,草,花,山 な ど)

及 び4･5類 の一 部(板,傘,種,雨,汗 な ど)

(ウ)● ○,● ○* 4･5類 該 当語(息,臼,海,箸,針,声,露 な ど)

及 び3類 の 少 数(骨,蚤5))

(3)か ら まず分 か る こ とは,こ の(ア),(イ),(ウ)の3種 の型 と,そ れ ぞれ

に所 属 す る類 別 語 彙2拍 語 に は,お お よそ,(ア)が1･2類,(イ)が3類,(ウ)

5)平 山(1986;832)に は,こ の｢骨,蚤｣と ともに｢犬｣と い う3類 の語彙が?iNの

ような頭高 ア クセ ン トで出現 し,こ の(ウ)の 型 を示す もの と記述 されてい る.筆 者 自

身は亀津方言 は調査 していないが,同 じ徳 之島の中で亀津に隣接す る徳 和瀬の アクセ ン

ト資料を見 ると,｢犬｣[?iN]は,同 じ3類 の｢耳｣[miN]な どとともに,第2拍 に核 を

持つ(す なわち言い切 りの場合 は?iN,助 詞接続形 は?innu?uN(犬 がいる)の よ うに

助詞nuの 直前で下降す る)型 で出現 している.一 方,こ の徳和瀬方言 の｢息,臼,針｣

な どは,亀 津 と同 じく,?iki,?ikinu...の よ うに頭高型で出現す る.(ち なみにこの方

言では3類 の｢骨,蚤｣の 型 は*unI,*unInu...;numi,numinu...の よ うな頭 高ア ク

セ ン トで出現 し,｢息,臼,針｣等 の型 とあ きらかに 合流 している.)ま た この方言 の3

類のほ とん どの語 彙は,花(hana,hananu...);山(jama,jamanu...)の ように第2

拍に核 のある型 で出現す る.し たが って本稿 では,徳 之島におけ る この｢犬｣と い う3

類の語彙 の示 す型を,｢息,臼,針｣と 同 じものであ ると判 断 しなけれぽ な らない積極

的根拠は(今 の ところ)な い と思われるため,こ こでは一応｢犬｣は,後 者の｢花,山｣

と同 じく3類 の優勢 な型 に属す語彙 と判定 して,議 論を進め ることす る.(参 考:こ の｢犬｣

とい う語彙は,服 部(1979a,b)で も,4･5類 の｢息,臼,海,針,声,露｣な どと同

じ型を示す3類 の少数 の語彙 の中には含 まれていない.(注13を 参照))

ただ し,同 じ徳 之島の岡前や与名間における筆者 自身の調査では,｢犬,耳｣な どの語

彙の示す ア クセ ン トは,一 見,他 の3類 の語彙の示す優勢 のア クセン ト型 とは異な る型

を持つ ように見えるこ とがあった.た とえば 岡前方言 では,｢犬,耳｣は?iN,?innu...

(犬,犬 が);miN,minnu...(耳,耳 が)の よ うなアクセ ン トで出現す るのに対 し,｢花,

山｣は,haha:,hana:nu...(花,花 が),jama:,jama:nu...(山,山 が)の よ うなア

クセ ン トを示す.し か しなが ら,こ れ らの方言 において も,そ の｢犬,耳｣の アクセ ン

ト型は,｢息,臼,針｣な どの語彙 の示す代表的型(た とえば 岡前 では,○ ○●,○ ○●*

(例:na:bi,na:binu...(鍋,鍋 が...))の ような型 で出現す る)と は(特 に助詞付 き接

続形 のア クセ ン トの上昇位 置が),明 らかに異 なる.し たが って,徳 之 島の｢犬｣は,や

は り｢息,臼,針｣な どの語彙の示す型 とは,異 な るアクセン ト型 を持 つ と判断せ ざる

をえないのではないか と思われ る.(ち なみに,こ の岡前で も同 じ3類 の｢骨,蚤｣の 示

す型 は,頭,Φu:ni,*u:ninu...(骨,骨 が...),nu:mi,nu:minu...(蚤,蚤 が)の よ うな

型で出現 し,こ の方 言における｢息,臼,針｣な どの語彙 の示す型○ ○●,○ ○●*と,

きれいな一致 を見せている.)
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が4･5類,と いった よ うな対応が見 られ ることであ る.し か し,本 来 ならば(ウ)

の型 で出現す るこ とが期待 され る一部 の4･5類 の語彙(板,傘,種,雨,汗 な

ど)が,(イ)の 型で 出現 している ことが注 目され る.(こ れ が上述 の(2)の 記

述 の意 味す るものであ る.)ま た,こ れ とは逆に,本 来 な らば(イ)の 型で出現

す る ことが期待 され る3類 の語彙 の少数(骨,蚤)が,(ウ)の 型 で出現 して い

ることが注 目され る.

この ように,4･5類 の一部の語彙 と,3類 の少数 の語彙 が,そ れぞれ,そ の所

属す るアクセン ト型を入れ替えてい るように見えるのは,一 体,な ぜ であろ うか.

本稿は,こ の問題を 出発点に して,次 の よ うない くつかの結論 を導 くことを 目的

とす る.

まず,(3)の(ウ)に 見 られ る型は,た とえば*?i:ki(息),*ha:i(針)の よ う

に本来そ の第1音 節に長母音を持 った型だ った ものが,後 に,琉 球の各地でその

長 母音 が短 母音 化 し,そ の痕跡 が ア クセ ソ トの型 に 残 され た,と す る服 部

(1979a,b)の 仮説 を支持す る.(し か しなが ら,注21に 述べ る理 由か ら,こ の

3･4･5類 の2つ の対立す る型の存在が,｢日 本祖語｣の 段階までさかのぼれる とす

る服部(1979a,b)の 説は(今 の ところ)採 用 しない.)さ らに本稿 は,2拍 語

3･4･5類 の無標の語彙は,上 述 のように第1音 節の母音が長母音を持 っていなか っ

た ほ う,す なわち(3)の(イ)の ア クセ ソ ト型 で出現す る語彙(板,傘,種,

雨 など)で あ ることを論 じる.

また本稿 では,(3)の(イ)と(ウ)に 見 られ るよ うな,3･4･5類 の2種 の

類 の区別は,少 な くとも琉球祖 語の段 階においてす でに(お そ ら く母音の長短の

対立 として)存 在 していたのではないか とす る仮説 を提示す る.し たが って本稿

は,本 土 の類別語彙2拍 語 に対応 する語彙は,日 本祖語か ら琉球祖語に至 る過程

におい て,ま ず｢1･2/3/4･5の よ うに合流 した｣と 考え る通説に対 して,そ

れ らは まず｢1･2/無 標 の3･4･5/有 標 の3･4･5の よ うに合流 した｣と す る.

本稿は,次 の よ うな手順で議論 を進 める.

まず,第2節 では,(3)の(イ),(ウ)に 見 られ るよ うな,2拍 語4･5類,お

よび3類 の語彙の2つ のア クセ ソ ト型の区別は,首 里を代表 とす る沖縄 本島中南

部 の方言や徳之 島の一部(花 徳 な ど)の 方言 においては,第1音 節の母音の長短
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の区別 に規則 的に対応 している とい う服部(1979a,b)で な された指摘 を,主 と

して北琉球 における筆者 自身 の調査資料を もとに,確 認す る.

次に第3節 では,南 琉球 の一部 の方言 に もこの2拍 語3･4･5類 の2つ の区別

がか っては存在 していた と考 えなければ ならないことを論 じ,し たが って この区

別は,琉 球祖語 の段 階において仮定 され なければな らない ことを論 じる.さ らに

本稿では,こ れ までのほ とん どの先行研究 が,4･5類 のア クセ ン ト型を代表す

る語彙 として挙 げてきた｢息,箸,松,陰,桶｣な どの示す型は,実 は,過 去 の

一時期
,そ の第1音 節が長母音 を持 っていた こ とが契機 とな って琉球 において新

たに生 じた ア クセ ン ト型 と考 え られ るた め,4･5類 の有標 のア クセ ン ト型 であ

る ことを論 じる.つ ま り本稿は,2拍 語4･5類 の無標 の語彙は,も ともと第1音

節 に長母音 を持 って いなか ったほ う,す なわ ち,(3)の うち(イ)の 型を示す

｢板,傘,種,雨,汗｣な どの語彙 であ ることを論 じる.

第4節 では,こ のよ うな考え方に もとついて,通 説(1)の 修正案 を提示す る.

さ らに この修正案 に従 えば,現 代琉球 アクセ ソ トの体系に関す る(通 説 では説 明

ができない)問 題点 に,合 理的 な説明を与え られ ることを論 じる.

最後 に第5節 では,現 時点では琉球諸方言 において しか観察 され ていない この

2拍 語3･4･5類 の2種 の類 の区別 が,日 本語 ア クセ ソ トの歴史言語学的考察 に

おいて占める位置づけ につ いて述べ,さ らにそれに関連 して,本 土,お よび,琉

球 の記述研究が今後取 り組むべ き課題を提示す ることとす る.

2.音 韻対立の移行:母 音の長短 の対立 か らアクセン トの対立 へ

2.1.第1音 節の母 音の長 さとアクセン ト型 の規則的対応

本土 の類別語彙2拍 語に対応す る語彙の うち,一 部 のものが,首 里を 中心 とし

た琉球諸方言 で,そ の第1音 節の母音を長母音化 し,/?iici/(息),/?uuku/(奥),

/kaagi/(陰),/naabi/(鍋)(『 沖縄語辞 典』参照)の ようにな り,ま たそれ らの

語彙 のほ とんどが2拍 語4･5類 に属す るものである ことは,上 村(1959)や『 沖

縄語辞典』(1963:55-6)の 記述 に よって,明 らか にされた.さ らに,一 部の第3

類 の語彙に も,第1音 節 の母音が長い ものがあ ることは,服 部(1979a,b)に よ

って知 られ るところ とな った.
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[表1]は,首 里方言を記 述 した 『沖縄語辞典』 の中か ら,4･5類,お よび3類

の語彙を取 り出 し,そ の第1音 節 の母音 が短 いか,長 いか とい う観点か ら分類 し

た ものである.こ れ ら3･4･5類 の2つ の対立を区別す るために,こ れ らを以下,

この表 の4類 の欄 にあ る最初の単語 を代表 に して｢板｣類(第1音 節 が短母音の

もの),｢息｣類(第1音 節が長母音 の もの)と 呼ぶ ことにす る.

首里方言では,こ の｢板｣類 と｢息｣類 は,専 らそ の第1音 節 の母音 が長 いか

短いかに よって区別 され るものであって,そ れ らのアクセソ トは両者 とも同 じ型

で出現 する.(『 沖縄語辞典』(1963:53)で は,こ れ らは全て｢平 板型｣,す なわ

ち｢は じめ中程度 のあるいはやや低 い高 さで始 ま り,終 わ りまで大体同 じ高 さが

続 く｣型 と記述 され ている.)

[表1] 首里方言における類別語彙2拍語に対応する語彙の型

一方
,こ の｢板｣類 と｢息｣類 の違いが母音 の長短ではな く,ア クセ ソ トの型

の違 い とな って出現 している方言が あるとい うことが,す でに服部(1979a,b)

6)｢味 噌｣と い う語彙は,首 里 では この よ うに第1音 節の母音が消滅 してい るが,中 本

(1981:302-3)の 言語地図に よれば,沖 縄本 島中南部の多 くの方 言でmi:su,,n:su,n(:)∫u

の ような第1音 節に長音 を持 つ形で出 て くるため,こ こで は一応｢息｣類 に属す もの と

考 えてお く.(こ の ことに関連 して注9を 参照 された い.)
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によって指摘 されてい る.[表2]の 徳之 島の徳和瀬方言は,そ の一例であ る.俵

2]は,徳 和瀬方言 に観 察 され る2拍 語3･4･5類 の2種 のア クセ ソ トの型 の違い

を示す語彙を分類 した ものであ るが,こ れを見 ると,こ の方言では｢板,稲,瓜,

傘｣な どは○ ●,○ ●*の よ うなア クセ ソ ト型 を持つ のに対 して,｢息,針,箆,

松｣な どは● ○,● ○*の よ うな型で出現 し,両 者 はア クセ ン ト型に よっては っ

き り区別 され ているこ とが分か る.一 方,こ の方言 の第1音 節の母音の長 さに注

目してみ ると,首 里に観察 された ような母音 の長短 に よる音韻的対立は な く,ど

ちらの場合 も短母音 とな っている7).

[表2] 徳 之島徳和瀬方言 における2拍 語3･4･5類 の2種 類 のア クセ ソ ト型

下線の付された語彙は,[表1]の 首里方言との規則的対応の例外,す なわち,首 里方言

では｢板｣類 に入るのに本方言では｢息｣類 の示す型で出現するもの,あ るいはその

反対に首里方言では｢息｣類 に入るのに本方言では｢板｣類 の示す型で出現するもの

を示す.

7)｢箸,帯,婿｣な どの語彙 は,徳 和瀬 ではそれぞれ[m'ja:**i],[k'ju*bi],[muku｢duN)

な ど類別語彙 のそれ とは対応 を示 さない語形 が出現す るので,こ の表では除外 してあ る.

また,｢奥｣と い う語彙は,こ の方言 では使用 しないとい うことであ るので,除 外 した.

8)松 森(1996:1145)の 注4に おいてふれたが,こ の方言の｢中,桶｣な どは,型 の対

応か ら考 えれば,na*:,wi:の ように第1拍 目に核のあ る型で出現 される ことが期 待さ
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ここで注 目され るのは,こ の徳和瀬方言の2つ のア クセ ン ト型 のそれぞれで出

現す る語 彙の種類 と,先 程 【表1]で 検討 した首里方言 の｢板｣類 と｢息｣類 のそ

れぞれに属す る語彙 の種類 とが,多 少の例外 は存在す るものの9)ほぼ一･致してい

るとい うことである.こ のこ とを整理 した ものが 俵3】 であ る.(以 下本稿を通

じて,○ は短音節,○ ○は長音節を示す ものとす る.)

[表3] 首里 と徳和瀬における2種 類の3･4･5類10)

れ るのに,実 際はna:｢,wi:*の よ うな2拍 目に核がある型で現われているが,そ の理 由

は未詳 である.し たが ってこの点だけを見 ると,こ れ ら｢中,桶｣は,一 見(少 な くと

もこの徳 和瀬方言 では)第2拍 目に核を持つ｢板｣類 と同 じ型を持 つ ように見え る.し

か しなが ら,同 じ徳之島内 の他の諸方言では,｢中,桶｣は,そ れ ら各方言 の｢板｣類 の

語彙 の示す型 とはは っき りと区別 される音調型 で出現 しているため,こ れ らを ここで(こ

の徳和瀬方言だけ のデータに もとついて)｢板｣類 の語彙 と同 じ型 を示す ものであると断

定す ることは躊躇 されたのであ る.

ここでは これ ら2つ の語彙｢中,桶｣を,今 仮 に｢息｣類 のほ うに入れ てあるのだが,

実は この ことを結論づけ るためには,こ れ ら2つ の語 彙が,ど うして徳 之島全域にお い

てこのよ うな例外的なふ るまいを示す ようにな ったかを 明らか に しなければな らない.

そ の音韻条 件の詳細な検討は本稿 の枠 を超 え る事柄で あ り,い ず れ稿を改めて論 じなけ

れば ならない もの と思われ るが,た だ一つ,こ れ ら2つ の語彙 の共通点 として今挙げ ら

れ る点は,本 土のそれ らに対応す る語彙を見 ると,｢中｣の｢か｣,｢桶｣の｢け｣な どそ

の語 中に力行子音が含 まれ,さ らにそれ に続 く母音が/a/,/e/な どの非狭 母音であ ると

い う事 実である.こ れ らは両者 とも,お そ ら く本来 は存在 した であろ う語 中のk音(こ

こで詳 しくこの理 由について論 じるためのスペ ースがないが,単 に本土の対応語彙に 力

行子音 があるか らな どととい う理 由か らではな く,琉 球全般 の音 の対 応か ら考えて この

よ うに判断 してい る)が 脱落 し(脱 落す る前 に,一 旦摩擦音化(k>h)を 経た と考え ら

れ るが,そ の根拠についての議論 も別の機会に譲 りたい),そ の結果 と して起 こった母音

の融合 に伴 って,そ のア クセ ソ トの位置 が(徳 之島の各方言 で,各 々ある一定の規則に

したが って)ず れ る,と い うよ うな変化 を経 たのではないか と推測 される.こ の詳細 な

考察は,今 後の課題 としたい.

9)[表2]に おいて下線 で示 された語がそれにあた る.松 森(1996:1136)で は,こ れ ら一

見例外 に見 える語 彙に も,そ れ を地理 的分布 の観点か ら見た場合 に,あ る特定の傾向が

見 られ ることを指摘 した.す なわち,こ の うち｢糸,味 噌｣は 沖縄本島の南部では｢息｣

類で あるが,よ り奄美諸島に近づ く(す なわち北にい く)に つれ て｢板｣類 に属す る傾

向が強 くな るのに対 し,｢海,舟,声,露｣は,そ の反対 に,沖 縄本 島南部で｢板｣類 で

あ るのに,北 にい くほ ど｢息｣類 の性質 を帯 びる傾 向が ある.

10)こ の表の首里方言のア クセ ソ ト型については,中 本･篠 崎(1988)を 参照に した.
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すなわち,首 里では,第1音 節母音 の長短 に よって担われ ていた｢板｣類 と｢息｣

類の音韻的対立が,徳 和瀬 では,ア クセ ソ トの音韻的対立 となって出現 してい る

ことが,こ こか ら分 かるのである.し たが って,こ の2拍 語3･4･5類 の｢板｣

類 と｢息｣類 の区別は,少 な くとも,こ の2つ の方言が分岐す る前に,す でに存

在 していた と考えなければな らない ことが分か る.

以上,首 里方言 と徳和瀬方言 を と りあげて論 じてきたが,こ の よ うに類 別語彙

2拍 語3･4･5類 の所属語彙が,2つ のタイ プ(｢板｣類 と｢息｣類)に 分裂 し,

あ る地域ではそれがア クセ ソ トの音韻的対立 として残 され,ま た ある地域ではそ

れが第1音 節 の母音 の長短 の区別 として出現す るとい う現象は,筆 者の これ まで

調査 した奄美 の喜界 島か ら沖縄 本島 に至 る北琉球 の各地の方言 に観察 され てい

る.次 ペ ージの[表4]は,筆 者 の調査 した北琉球地域か らい くつかの方言を選び,

その2拍 語が どのよ うな型で出現 してい るか とい うことを,類 別語彙に したがい,

それに先程の3･4･5類 の｢板｣類 と｢息｣類 の考え方を付け加え て,分 類,図

式化 した ものであ る11).

[表4】 か ら分かる ように,奄 美 の喜界 島か ら沖縄本 島北部に至 る各地の北琉球

諸方言において,｢板｣類 と｢息｣類 の音韻的対立は保たれてい ることが分か る.

その中には,徳 之島の花徳 や岡前,伊 平屋 島,伊 是名 島,沖 縄本島北部の東村川

田,名 護市安和な どの ように,前 述 の首里方言 と同様,こ の｢板｣類 と｢息｣類

の対立が,第1音 節 の母音 の長短 の区別 として出現す る もの もあれば,喜 界島の

上嘉鉄や阿伝,徳 之 島の徳和瀬や瀬滝,沖 永 良部 島の和泊 や国頭,与 論島の茶花,

伊江島,沖 縄本島北部 の今帰仁村仲宗根,国 頭村 の奥や与那 などのよ うに,こ の

2者 の対立が アクセ ン トの型の音韻的対立 として現われ ているものもある.

この よ うな事実を踏 まえて服部(1979a,b)は,(3)の(イ),(ウ)の よ うな

3･4･5類 の2つ の型(本 稿の｢板｣類 と｢息｣類)の 対立は,琉 球各地で独 立 して

新たに生 じた ものではな く,琉 球諸方言が分岐を遂げ る前 の,古 い時代か ら存在

11)[表4]の 各方言の助詞付 き接続形 のアクセソ トは,名 詞に主格 のnuを 付けた文を話者

に作 って もらい発話 して もらった ものに基づ く.し か し,伊 平屋島,東 村,名 護市安和

では,接 続形 のアクセ ソ トを調 べ る調査を行わ なか ったので,こ こには単語単独形 のア

クセ ソ ト型 のみ載せ る.
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していた とす る考え方 を提示 した.服 部(1979a,b)は,沖 縄 本島の首里,久 志,

与那嶺,徳 之島の亀津,浅 間,奄 美大 島の名瀬,加 計 呂麻 島の諸鈍,喜 界 島の阿

伝,小 野津な ど,主 と して北琉球 の諸方言 の資料 を もとに して,類 別語彙2拍 語

が次ペ ージの(4)の よ うに分裂･合 流 してい ることを論 じてい る.

[表4]北 琉球諸方言 における類別語彙2拍 語 に相当する語彙 のア クセ ン ト型

12)注11に 述べた ように[表4]の 接続形 のア クセ ン トとは,名 詞 に主格 のnuを 付けた文

の型 を指す が,伊 是名 島ではsa:ru ?u:N(猿 が いる)の よ うに主語にはゼ ロ格が無標の形

である とい うこ とであったので,そ の形式 で発話 してもらった形を ここに載せてあ る.
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(4)類 別 語 彙2拍 語 の琉 球 に お け る合 流 の仕 方(服 部(1979)の 仮 説)

(12)(345の(1))(345の(2))

(この うち(1)(2)は 服部(1979)の 分類に よるもので,そ れぞれ本稿の｢息｣類,

｢板｣類 に相 当す る.)13) 服 部(1979b:105)

そ して,そ の理 由と して,こ れ ら類別語彙2拍 語3･4･5類 に所属す る語彙 は,

本来,第1音 節 の母音 が長い もの と短 いもの とい う2つ の類に分かれ ていた時代

が存在 した とする仮説 を提示 した.以 下,本 稿を通 じて,以 上の よ うな仮説 を｢服

部の仮説｣と 呼んで,議 論 を進 めてい くこととす る14).

2.2.通 説(1)の 検討

一方(1)か らも推察で きるよ うに
,通 説に従えば,本 土の類別語彙1･2拍 語

に相当する語彙 のア クセ ソ ト型 は,琉 球祖語において次の よ うな合流 を とげてい

た と言 うことになる.

(5)琉 球祖語 のアクセ ソ ト体系におけ る類別語彙1･2拍 語の合流(通 説)

1拍 語(12)(3)

2拍 語(12)(3)(45)

さて,(4)の｢服 部 の仮説｣に 対 して,金 田一(1960:70)は,こ の類別語彙

13)本 稿 の(4)に 引用 した服部(1979)の 仮説における3･4･5類 の(1)と(2)そ れ ぞ

れ に所属す る語彙 は次 の通 りである.

(1)の 語彙 瓶,蚤,浜,骨,鞠(以 上3類)/息,臼,海,奥,筋,中,主,箸,針,

舟,箆,松,宿(以 上4類)/蔭,蜘 蛛,声,猿,足 袋,露,鍋,婿,本(も

と),桶(以 上5類)

(2)の 語彙 穴,網,犬,色,膿,裏,川,肝,草,糞,雲,島,炭,玉,綱,角,面,

年,波,糠,墓,恥,花,豆,耳,山,弓,夢,腸,斧(以 上3類)/粟,

板,笠,糟,肩,汁,外(そ と),墾(の み),麦,藁(以 上4類)/汗,雨,

牡蠣,眉,腿,夜(以 上5類)

この(1)(2)は,そ れぞれ,本 稿 の｢息｣類,｢板｣類 に相 当す るこ とが ここか ら分か

る.

14)た だ し本稿では,そ の対立が,服 部(1979a,b)の 主張す る ように｢日 本祖語｣に お

いてす でに存在 した とす る考え方は,今 の ところ,(そ の証拠が不足 して いるとい う理 由

か ら)採 らない.(こ の ことにつ いては注21を 参照.)
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2拍 語の第1音 節 の母音 の長短 は,｢大 体新 しい発生 であ り,琉 球 ア クセ ソ トの

古い姿を考え る上で特に重要視 しな くて もいい｣と い う立場 を取 ってお り,し た

が って琉球祖 語におけ る2拍 名詞 の型 の合流 の仕方は,(5)の 通説 と同様,1･

2/3/4･5の よ うな ものであ ると結論 づけている.さ らに,こ の理 由の1つ とし

て金 田一(1984:20)は,2拍 語4･5類 の2つ の区別(す なわ ち本稿 の｢板｣類

と｢息｣類 の別)は,決 して服部(1979a,b)の 言 うよ うな明瞭に2分 できるよ

うな区別 では な く,｢方 言 に よ り,語 彙 に よ り,さ まざ まに い りくんで いて,2

つに分けがたい もの｣と している.

その1つ の根拠 と して金 田一(1984:20)は,中 本(1976)に よる金武方言 の

資料を引用 し,こ の方言では,服 部(1979a,b)が 第1音 節 に長母音が 出現す る

と予測 してい る語彙(す なわち本稿 の｢息｣類)ぼ か りでな く,そ こに長母音が

本来存在 しない(し なか った)と している語彙(す なわ ち本稿 の｢板｣類)に も,

ka:sa:(傘),ka:su:(糟),ka:ta:(肩),?a:wa:(粟),?a:mi:(雨)な どのよ うに第

1音 節 に長母音が 出現 してい る事を挙げてい る.

しか しなが ら,新 垣(1996)の 近年 の調 査に よれ ば,こ の よ うに｢板｣類 の

語に も第1音 節 に長母音 が出現す るこの金武方言において も,そ の アクセソ トの

型 までを射程にいれ ると,服 部(1979a,b)の 提示 した3･4･5類 の2つ の区別

の存在を仮定 しなければな らない ことが,明 らかにな った.す なわ ちこの方言 で

は,(6)に あるよ うに,3･4･5類 の｢板｣類 は?i:ta:(板)の ようなアクセ

ソ ト型で出現す るのに対 して,｢息｣類 の方は?i:t*1(息)の ような:型で現われ,

両者は アクセ ン トの面か ら明確 に区別 されているのである.

(6)金 武方言 の｢板｣類 と｢息｣類 の区別(新 垣(1996:53)に もとつ く)

｢板｣類 ?i:ta:(板),ka:sa:(傘),ka:su:(糟),ka:ta:(肩),

wa:ra:(藁),?a:*i:(汗),?a:mi:(雨)

｢息｣類 ?i:t*i:(息),?i:tfu(糸),?u:su(臼),ma:tfu(松)

ka:ge(陰),sa:ru(猿),na:bi(鍋),?u:ki(桶)

この金武方言におけ るア クセ ン トの資料(6)は,こ の ように｢板｣類 と｢息｣
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類 の両者 が,と もにその第1音 節 の母音に長母音 を持 つ方言 において も,｢板｣

類 と｢息｣類 が 明確に区別 され る時代がかつてはあ った ことを裏づ け,結 果 とし

て(4)の｢服 部 の仮説｣の 妥 当性を示唆 して いるもの と思われ る.そ のため,

(少な くとも北琉球祖 語の段階 においては,)類 別 語彙2拍 語 の3･4･5類 は,

おそ ら く服部(1979a,b)の 言 うように,第1音 節 目の母音 が長 い語彙 と,そ れ

が短 い語彙 とに,分 かれていた時代がかつては存在 していたのではないか と推測

され る.し たが って(同 じように｢板｣類 がそ の第1音 節に長 母音を持 つ恩納

村15)(金 武 に隣接)の 方言 につ いて服部(1979b:107)が 述べ ているよ うに),

この金武方言 の｢板｣類 の第1音 節の母音 も,他 の琉球方言 と同様,元 来短 く,

何 らか の理 由に よって16)後 か ら長音化 した ものであ ることが示唆 され る.

ところで,今,こ の新垣(1996)の 資料(6)を もとに,金 武方 言の3･4･5

類 のア クセ ン トを検討 して見 ると,｢板｣類 も｢息｣類 もその語末に上昇調を持

つ ことが分か るが,そ の上昇の始 まる位 置を見 る と,互 いに少 しずれ ていること

が注 目され る.す なわち,｢板｣類 は?i:ta:の ように第2音 節 の途 中(す なわ ち

語頭か ら数え ると4拍 目)か ら上昇が始 まるのに対 して,｢息｣類 は?i:toの よ

うに第2音 節の初頭(す なわ ち語頭 か ら数え ると3拍 目)か ら上 昇を開始 してい

る.す なわ ち｢板｣類 の上昇の位置は｢息｣類 のそれ よ り,語 句 の末尾 の方 によ

15)本 稿 とは 目的の違 う調査 を1991年 恩納村で行 った際の資料 の中か ら,3･4･5類 の

語彙 を拾 って検 討 した ところ,恩 納村 では,｢板｣類 と｢息｣類 に関 して,ア クセ ソ ト

によるはっき りと した対立は見 られない よ うだ.(こ のことは,中 本･篠 崎(1988)の 資

料 に よって も確認 され る.)し たが って恩納村 の方言 は,｢板｣類 と｢息｣類 の アクセ ソ

ト型 が何 らか の理 由によ り合流を遂げて しまった(し たが って,従 来の｢板｣類 と｢息｣

類 の音韻的対立は,現 在 では,そ の第1音 節 の母音 の長 さとして も,ア クセ ソ トの型 の

対立 として も残 されてい ない)と 考 えなければ な らないが,一 体 なぜ これ らが合流を遂

げて しま ったか(隣 の金武方言 と どの ような条件の違いが あるのか)に ついては,今 後

詳 しい検討 を要す.

16)服 部(1979b:107)は,恩 納方言 で｢板｣類 の単語 の第1音 節の母音が?ita:>?i:ta:の

よ うに長 くなった理 由と して,｢こ れ らの単語の第2音 節の母音が長か ったために,発 音

のバ ラ ソスを保つため に第1音 節 の母 音の短い ものも長 くな った ものと考 え られ る｣と

してい る.一 方,金 田一(1984:21)は これ に対 し疑問を提示 し,こ れ ら4･5類 の第1

音節 の母音が伸びた のは,か つ て4･5類 の第1音 節にア クセ ソ トの山があ った時代に,

引 き続 いてその山を次の音節に送 ろ うとい う変化 が起 こったが,他 の類 との混交を避け

るため｢し かたな く,第1音 節 を長 く引いて,そ の後半部 だけを高 くした｣た めに,そ

の母音が長音化 した としてい る.し か しながら,本 稿は,そ の長音化 の原 因については

(決定的な資料が欠けているため),現 段階では未詳 とせ ざるをえない.
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り近い位置に生 じてい ることが分 かる.

さらに この ことを念頭にお きなが ら,も う一度 俵4]で｢板｣類 と｢息｣類 の

型に第1音 節 の母音 の長短 の区別 が保 たれてい る北琉球の諸方言(徳 之島岡前,

伊平屋島我喜屋,伊 是 名島諸 見,伊 是名,名 護市安和 など)の ア クセン トを検討

してみ ると,そ れ らの諸方 言において も,金 武方言 と同様,語 末 に上昇調が存在

し,さ らに｢板｣類 の方が｢息｣類 よ り,そ の上昇 の山が より語句末 に近い位置

にあ ることがわか る17).

ところで,金 田一(1973:15)の｢同 化の法則(1つ の型 の1つ の拍の高 さは

直前 の拍 と同 じ高 さになろ うとす る)｣を 参 照すれば,語 句 の末尾 の上昇調はた

とえば○○●● 〉○○○ ●の ように変化す る ことはあ り得 ても,そ の逆に○○○

●>○○●●の よ うに変化する ことは,あ ま りない とされ ている.こ れ ら｢板｣

類 と｢息｣類 の区別が母音の長短 の対立 として残 され ている北琉球 の多 くの方言

にお いて,｢板｣類 のほ うが｢息｣類 よ りも語句の末尾 に よ り近 い位 置に上昇調

の山を持 ってい るとい うことは,｢板｣類 のほ うが｢息｣類 よ り,上 昇調の山の

後退 とい う変 化が一歩先ん じている とい うことを意味す る もの と考え られ る18).

松森(1996)で は,こ の ように多 くの北琉 球の方言 で｢板｣類 のほ うが語句末

17)た とえば,徳 之 島岡前方言 では,?ita:,?1t*a:nu...(板,板 が...)に 対 して,?i:ki,

?i:kinu...(息,息 が...)の ようになっている.こ れ らの上昇位置は,両 者 とも語頭か ら

数 える と3拍 目にあ るので,一 見 した ところ同 じ位置 にある よ うに見 えるが,よ く観察

してみ ると,前 者は,?itfa:の ように,第2音 節 の途 中か ら上昇 が始 まってい るのに対

して,後 者は?i:kiの ように第2音 節 の初頭 から上昇 していることがわか る.ま た この

2者 の上昇位置 のずれは,助 詞付 き接 続形にな るとさ らには っき りす る.す なわち,前

者は?1t*a:nu...の ように助詞 の部分だけが高 くなるのに対 し,後 者は?i:kinu...の よ

うに 当該 の語彙(す なわ ち｢息｣)内 部の第2音 節 目か ら高 くな ってい る.こ の ように,

｢板｣類 と｢息｣類 の アクセ ソ トの上昇 の位置 がずれてお り,し か も一般 に｢板｣類 の

語彙 の方 が｢息｣類 のそれ よ り,語 句末 に よ り近い拍にその上昇位置 が来 てい るとい う

ことが,こ れ までの筆者 自身の調査では,琉 球 各地 に観察 され ている.

18)こ のよ うに,｢板｣類 と｢息｣類 の語末 の上昇 の位 置が元来ずれ ていれば,次 に これ

らに語頭隆起が起 こ り,さ らにその タキが後退する と,た とえば｢板｣類 は,?ita:>

?ita:>?ita(?itanu)の よ うに変化す るのに対 し,｢息｣類 は,?i:ki>?i:ki>

?i:ki(?i:kinu)の よ うにな り,必 然的に両者のタキの位置 は,1拍 分ずれ続けてい く

ことが予想 され る.(さ らにそ の後｢息｣類 の第1音 節の母音に短母音化が及ぶ と?i:ki

nu>?ikinuの ようになる.)以 上の よ うな過程を経て,た とえば徳和瀬 における｢板｣

類(○ ●*)と｢息｣類(●○)の ア クセ ソ トの型の対立が,生1.て きたのではない

か と推定 され るのであ る.
一方,服 部(1979b:108)で は,｢息｣類 に見 られるタキは,そ の第1音 節の長母音が

｢短母音化 する ときに,つ づ まって,そ こにア クセ ソ トの山が生 じたのであろ う｣と し
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の高音調 の山の後 退が,｢息｣類 よ り一歩早 く進 行 してい るとい うこ との理 由 と

して,こ の高音調 の山のずれ は,過 去 のある時代に｢息｣類 の第1音 節が,(そ

の原因 は未詳 だが)｢板｣類 よ り長 くなる変化 が及んだ ことに よ り生 じた もので

はないか,と い う推定を行 った.

しか しなが ら本稿 では,以 下 のよ うな仮説 を提 示す るに とどめた い.｢息｣類

は,琉 球において過去のある時代(少 な くとも,[表4]に 示 された北琉球の諸方

言が分岐 を遂 げ る前),そ の第1音 節 に長 母音を持 っていた.そ の時す でに,そ

の｢息｣類 の アクセ ソ トの山の位置 は,そ こに長母音を持たない｢板｣類 よ り,

1拍 分ずれ ていた もの と推定 され る.そ の長母音 は,後 に徳和瀬 をは じめ とす る

北琉球各地の方言においてそれ ぞれ独立 して短母音化を遂げたが,そ の際,本 来

あ った｢板｣類 と｢息｣類 のア クセ ソ トの位置 のずれは,依 然 として多 くの方言

で残 された と考え られ る.す なわ ち,か つ ては,第1音 節の母 音の長短 に よって

担われていた｢板｣類 と｢息｣類 の音韻的対立が,こ れ らの方言では アクセ ソ ト

型の対立に移行 した もの と考 えるのである.

3.琉 球祖語 におけ る3･4･5類 の有標/無 標 の型 の対立

3.1.南 琉球 における｢板｣類 と｢息｣類 の音韻的対立

第2節 では,主 として,奄 美 の喜 界島か ら沖縄 本島にいたる北琉球 の諸方 言を

見て きたが,こ の節では,こ れ らの方言 の検討 によって導 き出された｢板｣類 と

｢息｣類 の対立の存在は,北 琉球 のみ な らず,宮 古 島か ら与那国島にいた る南琉

球 地域 に お い て も仮定 され なけ れ ば な らな い こ とを論 じた い.さ て,平 山

(1988)の 資料 によると,南 琉球の多型 アクセ ソ ト地域である与那 国島の2拍 名

詞の アクセ ソ ト型のそれぞれの所属語彙 は,次 のよ うに なってい る.

ている.こ の服部(1979b)の 考 えに従 えば,｢息｣類 のアクセソ トのタキは,琉 球 各地

で独立 して生 じたもの と考 えなければ ならない.し か しなが ら,す でに 俵4]に 関連 し

て本文中で指摘 した ように,こ の ような｢板｣類 と｢息｣類 の対立が残 され ている琉 球

諸方言の多 くにおいて,｢板｣類 の型 のほ うが｢息｣類 のそれ よりもそ の高 い音調の 山が,

(多 くの場合1拍 分)よ り語末 に近い位置 に置かれ ている とい う現象 が,観 察 されている

のであ る.こ の事実 を説 明するために,本 稿 では,こ の ような｢板｣類 と｢息｣類 のア

クセ ソ トの位置 のずれ(の 究極 の原因)は,琉 球祖 語の段 階か ら存 在 していた もの と

(今の ところ)考 えてお く立場を採るのである.
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(7)与 那 国 島 の2拍 名 詞 の ア クセ ソ ト型 とそ の 所 属 語 彙(平 山(1988:721)に

よ る)

(A)○ ●,○ ●*[1類]牛(?utt*i),風(kadi),飴(?ami),腰(kutt*i),

爪(mmi),羽(hani),星(futt*i);

[2類]橋(hat*i),歌(?uta),紙(kabi)

(B)○ ○,○ ○*[3類]犬(?inu),花(hana),色(?in1),雲(mmu),

山(dama);

[4類]板(?ita),糸(?itu),種(tani),麦(muN);

[5類]汗(?a∫i),雨(?ami),夜(duru)

(C)○●,○ ●*[3類]骨(Funi);[4類]臼(?utt*i),箸(hatt*i);

[5類]桶(?ugi),猿(saru),露(t*iju),婿(mugu)

これ をた とえば[表1]の 首里や 俵2]の 徳和瀬 の資料 と比較す る と,こ の(7)の

(B),(C)そ れぞれ の型 の所属語彙 は,首 里の｢板｣類 と｢息｣類,あ るいは徳

和瀬 の○●,○ ●*型 と●○,● ○*型 の,そ れぞれの所属語彙 と,ほ ぼ一致 し

ている ことが分 かる.す なわち,第2節 で主 と して北琉球 の諸方言 の資料か ら導

かれた｢板｣類 と｢息｣類 の対立は,南 琉球 に もその痕跡 が認 め られ ると しなけ

れ ばならない19).

筆者 のこれ までの調査において も,こ の ことを支持す る資料が,主 として宮古

諸 島の一部 の地域(池 間島,伊 良部島佐良浜方言)に 得 られ ている.た とえば,

(8)の 伊良部 島佐 良浜方言 のア クセ ン トの出現 の仕方 を説 明す るためには,や

は り,3･4･5類 の｢板｣類 と｢息｣類 の区別 の存在 を仮定す る必要が ある.

19)平 山(1988:715)に おいては,同 じ様 な多型 ア クセ ソ トの体系を持つ波照間島におい

ても,類 別語彙2拍 名詞の示すア クセ ソ ト型 とその所属語彙 は,

A.○ ○,○ ○*(1類)牛,風,飴,腰,爪,羽 な ど(2類)橋,音,紙 な ど

B.○ ●,○ ●*(3類)犬,花,色,腕,草 な ど(4類)板,肩,針,臼

(5類)汗,雨,声

C.○ ●,○ ○*(3類)山,骨(4類)麦(5類)陰,猿,婿,夜

の ようにな ってお り,こ こでも,3･4･5類 について,｢板｣類 と｢息｣類 の区別が存在

する ことが示唆 され る.た だ し,下 線 の語彙が本稿の[表1]に 挙げた首里方言の｢板｣

類 と｢息｣類 の語彙 とは規則的に対応 していないが,こ れは一体 なぜ か?こ れ らが例

外 とな ったのに は,何 らかの原因があ るのであろ うか,さ らに詳 しい調査 と考 察が必要

である.
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(8)伊 良部 島佐 良浜方言 の類別語彙2拍 名詞 のアクセ ソ ト

(接続形のアクセン トは,無 標の主格の助詞nuduを 付けて発音 して

もらった形を示す)

(a)*●,*●** [1類]烏 賊[?ika],牛[?usi],枝[juda],風[kadi],

蟹[kaN],口[futsi],腰[kusi],酒[saki],袖[sudi],

竹[taki],鳥[tui],鼻[hana],虫[musi],桃[momo];

[2類]痣(ほ くろ の意)[?ad*a],石[?isi],紙[kabi],

月[tsjtt*u],虹[nid*i],肘[gid*i],村[mura]

(b)*●,*●** [3類]網[?am],肝[tsimu],草[fusa],雲[mmu],

(｢板｣類) 舌[t?a],炭[sumi],角[nnu],綱[nna],墓[haka],

花[hana],波[nam],豆[mami],山 口ama],夢[?imi];

[4類]板[?ita],瓜(す い か の 意)[?ui],傘[kasa],

肩[kata],味 噌 【Nsu];[5類]汗[?a∫i],雨[?ami]

(c)*●,*●** [3類]瓶[kami],鞠[ma:i],骨[Φuni];[4類]息[?itsi],

(｢息｣類) 糸[?itu],臼[usi],海[?im],中[naka],針[hai],

(**●,**●**舟[Φuni];[5類]桶[?u:ki],陰[kagi],声[kui],

とな る場 合 も あ り) 猿[saru],足 袋[ta:bi],露[tsu:],鍋[nabi],

婿[muku]

(8)か ら分 か る よ うに,こ の方 言 で は,(a)と(b),す なわ ち類 別 語 彙2拍 名

詞 の1･2類 と,3･4･5類 の｢板｣類 は,1つ の ア クセ ソ ト型 に 合 流 して しま っ

て い るが,(b)と(c),す な わ ち｢板｣類 と｢息｣類 の ア クセ ソ トの 型 は,は

っ き りと対 立 を保 っ て い る こ とが 注 目され る.

以上 の事 実 か ら,｢板｣類 と区 別 され る3･4･5類 の｢息｣類 とい うカテ ゴ リー

は,北 琉 球 の み な らず,琉 球 全 域 にわ た って 想 定 され な け れば な らな い もの で あ

る こ とが わ か る20).ま た,以 上 の事 実 は,こ の｢板｣類 と｢息｣類 の対 立 は,(服

20)し たがって,琉 球 のア クセ ン トを調査す る際の調査項 目の中に,琉 球 諸方言 に,こ の

｢板｣類 と｢息｣類 の型 の区別が残 されて いるか否 か,ま た,残 されて いるとすれ ば,

どの よ うな音韻的対立 として残 されてい るか(す なわち,そ れが,母 音 の長短 と して残
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部(1979a,b)の 主張す る ように 日本祖語 にまでさか のぼ るもの,と は現時点で

は断定で きない21)ま でも),少 な くとも｢琉 球祖語｣の 段階においては,す でに

存在 していた と考 えなければ ならないことを意味す る.

3.2.琉 球祖語の アクセ ン ト体系におけ る類の合流の仕 方

これ まで論 じて きた ことを まとめ ると,｢息｣類 とい うカテゴ リーは,琉 球祖

語(す なわち琉球の諸方言が分岐を遂げ る前 の段階)で,4･5類 の一部 の語 彙,

お よび3類 の少数 の語彙 が,そ の第1拍 目に長 母音を持 って いた こ とが契機 にな

って生 じた もの と推定 され る.し たが って｢息｣類 の語彙は,琉 球祖語において

は第1音 節に長母音を持 ってお り,そ のア クセ ン トの山がそ こに長母音 を持 たな

い｢板｣類 よ り1拍 分ずれていたが,後 に次第 に琉球各地 の方言 において各々独

立 してその長母音が短母音化を遂げ,そ れに代わ って アクセ ソ トの型の対立 が,

その対立(す なわ ち本来 の第一音節 の母音の長短に よって担 われて きた音韻 的対

され ているのか,ア クセソ ト型 の違 い としてか,そ れ ともそれ らとは全 く異質 の何 らか

の音韻対立 と して残 され ていないか),と い うような点を今後,加 えてい く必要 がある と

思われ る.

21)本 稿 では,こ こで提示 した｢板｣類 と｢息｣類 の区別が,日 本祖語 の段階か ら区別 さ

れていた とす る服部(1979a,b)の 説は(今 の ところ)採 らない.な ぜな らば,本 土 の方

言 の中には,こ れ までのところ｢板｣類 と区別 され る｢息｣類 とい うカテゴ リーを建 て

なければな らない よ うな決定的証拠 は,こ れ まで のところ存在 していない.ま た,筆 者

の これまでの九州諸地域(屋 久 島,天 草,島 原,諌 早,鹿 島,波 佐見,鹿 児島 など)の

調査 において も,こ れ らの方言がすべて,類 別 語彙2拍 語が1･2/3･4･5と い う明瞭

な合流の仕方を示す ものばか りであ ることが確認 されてお り,そ の3･4･5類 の アクセ

ソ トに限 って,本 稿 の｢板｣類 と｢息｣類 に相当す るよ うな2種 の類 に分裂す るとい う

ような現象は,そ の第1音 節 の母音の長 さにも,そ のア クセ ソ トの型 に も,観 察 され て

いない.

また,服 部(1979b:108)に おいては,こ の琉球 の3･4･5類 の長母音 と,屋 久 島の宮

之浦,尾 之間方言 の第1音 節母 音の長母音 との関係が示唆 され ているが,筆 者 自身の屋

久 島諸方言,お よび天草 の本渡 町,松 島町,上 甑島 のこれ までの調査に よれぽ,こ れ ら

九州 西南部諸地域 に観察 され る第1音 節に長母音 を持つ語彙は,本 稿 で論 じてい る琉球

の｢息｣類 に属す語彙 とは規則的対応を示 さない.こ れ らの諸地域 におけ る第1音 節 の

長母音化は,た とえぽ屋久島の上屋 久町永田方言 を例 に とれ ば,ho:｢∫i(星),ku:rt∫i(口),

mi:dzu(mi:d*iと も)(水),na:*i(梨),na:*tsu(夏),ju:k1(雪),*e:mi(蝉),

mi:mi(耳),?a:rmi(網),ku:tsu(ku:ruと も)(靴),mu:*i(麦),ka:su(糟),

?u:su(?u:*iと も)(臼),ta:bi(足 袋)な どの ように,そ の語末の母音 が/i/,/u/で 終

わ る語彙 に起 こるのであ り,し たが ってこれ は2拍 語3･4･5類 に限 らず1･2類 にも生

じている.

した がって現在 までのところは,｢息｣類 の存在 を琉球祖語 よ り前 の段階 に仮定 しなけ

れば ならないよ うな積極的な理由は存在 しないのではないか と思われ る.
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立)を 担 うことに なった.本 稿は,以 上の ような考 えを提示 した.こ のよ うに し

て本稿 は,琉 球各地に 現在見 られ る｢板｣類 と｢息｣類 のア クセ ン ト型 の対立 の

存在 を説 明す るのであ る.

さて,こ の｢息｣類 とい う語彙群 は,元 来(琉 球祖 語で)第1音 節に長母音を

持 っていた ものが,以 上述べた よ うな事情に よって一部 の琉球方言 でア クセソ ト

の型 となって定着 した,特 殊な カテ ゴ リーである と考 えられ る.し たが って本稿

では,こ の｢息｣類 の示す型を2拍 語3･4･5類 の｢有 標｣の アクセ ソ ト型 であ

る と考 え,(そ れを他 の普通 の3･4･5類(｢板｣類)と 区別 して示すために)以

下,3･4･5類 の よ うに下線で示す こととす る.

一 方,首 里 をは じめ とす る沖 縄本 島南 部の諸方 言で第1音 節 に短母音 を持つ

3･4･5類 の｢板｣類 のほ うは,以 上のよ うな特殊 な事情を経ない(し たがって普通

の)3･4･5類 のア クセ ン ト型 であると,考 えられ る.し たがって,こ れ ら｢板｣

類 の語彙 こそ2拍 語3･4･5類 の｢無 標｣の ア クセ ン ト型を示す ものであ って,

(特に歴 史言語学的立場か ら琉球 ア クセ ン トを記述す る場合),こ ち らの示す型

の方 を3･4･5類 のア クセ ソ ト型の代表 と しなければ な らな い と思わ れ る.(つ

ま りこのことは,(2)の 上村(1992:800)の 記述 にお いて,｢3類 と行動を とも

にす る4･5類 のい くつかの単語｣と して,例 外的に扱われ ている2拍 語4･5類

の語彙 こそ,実 は4･5類 の代表 である,と い うことにな る.)

しか しなが ら,先 行記述を検討す るとそのほ とん どが,(2拍 語3類 につ いては,

｢板｣類 の示す型 のほ うが数 の点 で圧倒的 に優勢 なので,そ ち らの型 をその3類

の代表的 ア クセ ン ト型 と して挙げ ている ものの,)2拍 語4･5類 の代表 的 アクセ

ソ ト型 と して,｢息｣類 の示す型のほ うを挙げているのである22).

この ように,｢息｣類 のほ うを2拍 語4･5類 の代表 と考 える通説 に従えば,こ

の類 の示す型 は,3類 の優勢な型 とは異 なるア クセ ソ ト型 で出現す ることか ら見

て,必 然的 に,(5)に 見 られ る1･2/3/4･5の ように,2拍 語の3類:と4･5類

22)一 例 として,上 村(1959)は4･5類 の代表語彙 として｢息,海,舟,今 日,雨,蔭,

婿,桶｣を 選 んでいるが,こ の うち例外 な くどの方言 でも｢板｣類 に所 属する語彙は,｢雨｣

だけ であ る.ま た,上 村(1992)に よる｢琉 球列 島の言語(総 説)｣の 記述 にお いて

4･5類 の代表 として挙げ られている｢松,海,船,太 陽｣な どの語彙の中に も,｢板｣類

の語彙は入 っていない.
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が区別 され るよ うな体系を,琉 球祖体系に仮 定す る考 えに導かれ る.一 方,本 稿

のよ うに,｢板｣類 の示す型のほ うが,(3類 のみでな く)4･5類 の無標 のアクセ

ソ ト型 であ る,と い う立 場 にたてば,｢す べ て の琉 球諸方 言に おいて,無 標 の

4･5類 は3類 と合流 してい る｣と い う結論に導かれる.

す なわ ち,本 稿 は,類 別語彙1･2拍 語について(5)の ような合流 を琉球祖語

に想 定す る通説 に対 して,そ の2拍 語 の部分に1･2/3･4･5/3･4･5の よ う

な類 の合流を琉球 ア クセ ソ ト祖体 系に想定す る(9)の よ うな体系を,琉 球祖語

のア クセ ソ トとして仮定す ることを提案す る23).

(9)琉 球祖語 のアクセソ ト体系におけ る類の合流(本 稿 の仮説)

第1次1拍 名詞(12)(3)

2拍 名詞(12)(345)(345)

以上 をま とめ ると,本 稿 では,有 標 の3･4･5類(｢息｣類)は,琉 球 におい

て新 し く生 じたア クセ ソ ト型 である と仮定 し,し たが って,次 の よ うな変化を琉

球祖語か ら現代諸方言にいた る過程 において想定す る.ま ず,琉 球祖語において

は,本 土 の類別語彙2拍 語3･4･5類 に相 当す る語彙 の一部 が,○ ○○ の よ うに

そ の第1拍 目が長 音節で,全 体 として3拍 語 であったもの と考 える.(有 標 の3･

4･5類(｢息｣類)の 存在)そ の琉球祖語 の時代において,す でに｢息｣類 のアク

セ ソ トの位置は,｢板｣類 のそれ と(お そ ら く1拍 分)ず れて いた もの と推定 さ

れ る.そ して(そ の琉球祖語か ら生 じた現代琉 球の各地の方言 の分岐が ある程度

進行 してか ら),そ の長音節 が短 くな るとい う変化 が,各 地 に独 立 して生 じる.

しか しア クセ ソ トは依然 としてずれた まま,そ の対立の痕跡 を残す.こ の ように

して,(3)の 亀津方言 や[表2]の 徳和瀬方言,あ るいは[表4]に 見 られ る琉球各

23)以 上 の ように,本 土の類別語 彙2拍 語 に対 応す る語 彙は,琉 球 におい ては,ま ず,

1･2/3･4･5/3･4･5の ような3種 の類に合流を遂げたということが想定されるが,こ こで示 し

た有標 の3･4･5類(｢息｣類)は,当 初(琉 球祖語の段階?)に おいては,2拍 語 では

な く,第1音 節に長音節を持つ2音 節3拍 の語であ った と考え られ る.そ れが,現 代琉球

方言 の2拍 語 のア クセ ソ トの類 として確立す るのは,こ の類 に属す る語彙が,琉 球各地

で,そ の第1音 節 の母音 を短 母音化 し,全 体 として2拍 にな った段 階であ ると考 えられ

る.
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地 の方言 におけ る,｢板｣類 と｢息｣類 のア クセ ソ トの型 の対立 は生 じて きた も

のと思われ る.

4.通 説(1)の 修正案 とその検討

さてここで,本 稿の仮説(9)に したが って,通 説(1)を 書 き直 して見 ると,

次 の(10)の ようになる.

(10)琉 球におけ る類 の合流 の仕方(本 稿 の説)

類別 語彙(カ ッコ内の数字 は類別を表わす)

ところで,こ れ まで述べて きた｢板｣類 と｢息｣類 の対立 は,ア クセソ ト型 の

対立 のあ るすべて の琉球の方言で残 されてい るとは限 らない.た とえば筆者 のこ

れ まで調査 した地点で言えば,喜 界島の小野津 と志戸桶,加 計 呂麻島 の諸方言,

奄美大島の瀬戸内町の古仁屋 と節子,宇 検村 の宇検,阿 室,お よび,石 垣島の諸

方言(石 垣,大 浜,宮 良,白 保)な どでは,こ の対立 は(第1音 節の母音の長短

と して もア クセ ソ ト型 の区別 として も)残 され ていないが,こ れ らはす べて,

(10)に おけ るタイ プ(II)の 方言にあた るもの と思われる.(10)の 類の合流の

仕方か らも推測 できる ように,こ れ らタイプ(II)の 方言には,本 来｢板｣類 と

｢息｣類 の対立 が存 在 しなか った のではな く,も ともとはそ の対立を持 ってい
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た24)のだ が,歴 史的変 化の結果,た また まその2つ が合流 を遂げて しま ったた

め,現 在はその対立を残 していない とい うことが理解 できる25).

このこ とを示 唆す る資料 が,平 山(1951)の 『九州方言音調の研究』にあ る.

先程,筆 者 自身の調査では,奄 美大島の宇検村 の方言 においてはこの｢板｣類 と

｢息｣類 の型 の対 立は残 されて いない とい うことを述べ た26).す なわ ち この地

域の方言は,現 在 では タイプ(II)の 体系を持つ もの と考え られ る.し か し,平

山(1951:282)に よれば,同 じ宇検村の生勝方言で,類 別語彙2拍 語4･5類 の

｢針,海,松｣(本 稿 の｢息｣類 に属 す語彙)は,そ の第1音 節 に長母 音を持つ

ハ ー リ(針),ウ ー ミ(海),マ ーテ ィ(松)の ような形 で出現す る とい う報告が

あ る27).そ の報告にお いて注 目すべ き点 は,同 じく4･5類 に入 る｢雨｣(本 稿の

24)そ れが,ど のよ うな対立 であ ったか(す なわち第1音 節の母音の長短であ ったか,そ

れ ともア クセ ソ ト型の区別 であったか,あ るいは何かそ の他 の音韻 的対立であ ったか)

は,不 明であ るが.

25)(9)に お いては,琉 球の第1次 体 系 として2拍 名詞 が まず1･2/3･4･5/3･4･5

のよ うな合流 の仕方を遂げた ものを考 えなければ ならない ことを示 したが,こ の体系は,

次 の発展段階(す なわち第2次 の体 系)と して,次 の(ア)(イ)(ウ)3通 りの可能性

が考 えられ る.

(ア)(12)対(345345),(イ)(12345)対(345),(ウ)(12345)対(3

45).こ れ を図示す ると,次 のよ うになる.

第2次 の体系におけ る2拍 語の合流の仕方

この うち,(イ)と(ウ)の 体系に おいては,無 標の3･4･5類(｢板｣類)と 有標 の

3･4･5類(｢息｣類)の ア クセン ト上の対立が残 され るが,(ア)の 体系においては,こ れ

らが同 じ1つ のア クセ ン トの型 に合流 して しま うこ とに よ り,そ の音韻対 立が失われ て

しま うことが分か る.(た だ し,首 里 の ように,こ れ らが同 じア クセン ト型 になって しま

って も,依 然 として｢板｣類 と｢息｣類 の第1音 節 の母 音の長短 の区別 が残 されていれ

ば,そ の音韻対立は第1音 節 の母音 の長短 とい う形 で保持 される ことになる.)こ の うち

(ア)が 本稿 のタイプ(II),(イ)が タイ プ(III),(ウ)が タイ プ(IV)の 体系 に当た

ると考え られ る.

26)中 本(1981)の 言語地 図を参照 して,｢糸,味 噌,猿,桶｣な どの4･5類 の｢息｣類

に属 す と思われ る語彙 について検討 してみた ところ,こ の宇検村を始め とす る奄美大 島

南部 の諸方言 では,こ れ らの語彙 の第1音 節 に長母音が残 され ている方言は存在 しない

よ うだ.

27)し か しながら,筆 者 自身 の宇検村 の宇検,阿 室,佐 念な どの調査 においては,こ の長
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｢板｣類 に属す語彙)と い う語彙は,(ア ーム ィではな く)ア ム ィーの ような第

1音 節 に長母音 を持 たない型 で出現 している ことである.こ の ことは,こ の方言

(ひいては,現 在 この2つ の類 の対立 を残 していない奄美大 島南部 の諸方言 に見

られ るタイプ(II)の 体 系)に も,最 近 まで(平 山(1951)が 調査 した50年 程

前 まで?),｢板｣類 と｢息｣類 の対立が,第1音 節 の母音 の長短 とい う形 で残 さ

れていた時代 が存在 したのではないか とい うことを示唆す る28).

さて,(10)に 提示 された本稿 の仮説 は,琉 球におけ る類別語 彙の1拍 名詞 の

合流の仕方 と2拍 名詞の合流の仕方 との相 関についての,通 説では説明の難 しい,

次の よ うな問題 点に,自 然 な説 明を与 えられ ると思われ る.

まず(1)を 見 る と,第2次 体系,す なわち原則 的にいわゆ る｢2型 ア クセ ソ ト｣

を持つ とされ てい るタイプ(II)~(IV)の 体系の うち,唯 一,タ イ プ(III)の

体系におい ては,1拍 名詞が1種 の型 しか持た ない ことが注 目され る.こ れ ら,

タイ プ(III)の 体系の観察 され るのは,筆 者 の これ まで調査 し得た地域 に限 っ

ていえば,ま ず上述 の(8)に 示 された伊 良部 島佐 良浜方 言を含む宮古諸 島の一･

部,そ して奄美諸 島の喜界 島の多 くの集落(阿 伝,上 嘉鉄,中 里,湾,赤 連,坂

嶺な ど),さ らに与論 島茶花方言な ど,琉 球 の中のかけ離 れたい くつか の地点 に

点在 してい る.こ れ らの地域に限 って,全 体 と して2型 ア クセ ン トであるに もか

かわ らず,(2拍 名詞 は2種 類 の型 を持 つのに)1拍 名詞 は1種 類の型 しか持 たな

い とい う特異 な体系 が観察 され るのであ る.こ れ らかけ離れて存在 するい くつか

の地点で この よ うな特殊 な体系が観察 され,さ らにそれ らがすべて,2拍 語 がタ

母音 は観察 されなか った.さ らに詳 しく調査を してみ なけれ ば断定はで きないが,こ の

長母 音は現在多 くの宇検村 の方言 で失われた(あ るいは失わ れつつある?)も のと思わ

れ る.こ のことの兆候 とも言 える現象 と して,平 山(1951)の 報告 の中には,こ の宇検

村 の生勝方言では,単 独 の場 合には アム ィー(雨)対 ウー ミ(海)の ように,第1音 節

の長母 音の有無で区別 され る｢板｣類 の｢雨｣と｢息｣類 の｢海｣に,そ れぞれ助詞が

つ くと,ア ム イヌ(雨 が),ウ ミヌ(海 が)の よ うに｢海｣の 第1音 節が短 くな り,両 者

の区別が,明 瞭 では な くな ることが挙げ られる.

28)さ らに平 山(1951)の 報告において注 目される ことは,｢松｣と い う(｢息｣類 の)語

彙 には主格 の助詞 ヌが付 くとマテ ィヌ(松 が)の よ うに2つ の高音調 の山がその内部 に

生 じてい る点 である.し たが って｢息｣類 の語 彙は この方言 において,か つては1文 節

中に2つ の高音調の 山を持 つ●○ レの よ うな型だ ったのではないか とい うことが推定で

きる.私 見では,こ の2つ の山を持つ型は,そ れ に高平 化● ○*>● ●*が 生 じること

に よって,同 じ｢息｣類 の｢海｣の 示 す ような高い平板型 のア クセ ン ト(ウ ミヌ)に 変

化 した ものと考 えられ るが,こ の事については,稿 を改めて論 じたい.
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イブ(III)に 見 られ る ような合流 の仕方 を遂げた ものであ るとい うことは,こ

の｢2拍 語 の合流 の仕 方｣と｢1拍 語が一種 しか型 を持たない｣と い う事実 との

間には,何 らかの必然的な相関がある とい うことを示す ものである.し か しなが

ら,タ イプ(III)の2拍 語に1･2･3/4･5と い うよ うな合流 の仕方を想定す る

通説(1)で は,こ れが なぜなのかを説明す ることがで きない.

一方
,本 稿 の仮説(10)で は,こ の ことに次の よ うな説 明を与 える ことがで

きる.(10)か ら分 かる ように,こ の タイ プ(III)の 方言は例外 な く,そ の2拍

語が,1･2･3･4･5/3･4･5の ような合流 を遂げた地域 であると考え られ る.

今,こ こで無標 の類だけに着 目す る と,そ の2拍 語は(12345)の よ うに全て

1つ の型 に合流 を遂げ て しまってい ることが分か る.つ ま り,こ れ らタイ プ(III)

の方言 は,1拍 語 は(123),2拍 語 は(12345)の よ うに,無 標の類がすべて

1つ の型 に合流 して しま った体系 なのである.さ らに(10)か ら分か ることは,

この2拍 語 の1･2類 の型 と無標 の3･4･5類 の型 との区別が保たれ てい るタイ プ

(II)と タイ プ(IV)の 体系においては,1拍 語 にも2つ の型の対立が きちんと保

たれ ている とい う事実 である.こ の ように して本稿 の仮説 は,上 述 の ような2拍

語 の類 の合流 の仕方 と1拍 語 の型 の数 との間 の相関性(す なわ ちなぜ,タ イ プ

(III)の 体系に限 って1拍 語が1つ の型 しか持 たないか)を 説明す ることがで き

る.

また 以上 の ことか ら分か ることは,2拍 語の有標 の3･4･5類 の型 が他の類 の

型 と合流 を遂げ ているか否か は,そ の体系 中の1拍 語の合流の仕方 とは全 く無関

係 なのであ り,こ のことは,本 稿 の仮説 のよ うに,こ の有標 の3･4･5類 とい う

カテゴ リーが アクセ ソ トの類 としては琉球 に元来存在 した ものではな く,後 か ら

生 じた ものであ ると考え ることに よ り,納 得 のできる解答が与 えられ ると思われ

る.

以上 の ように考え れば,な ぜ,こ のタイ プ(III)の 方言 に限 って1拍 語 が1種

の型 しかないかを説明す ることが できるのだが,こ れは,｢服 部 の仮説｣を 採 り

入れ,か つ本稿 の仮 説(9)の ように(｢息｣類 では な く)｢板｣類 が示す型のほ

うを2拍 語3･4･5類 の無標 の型で あると捕 える ことに よって初めて,可 能に な

るものであ る.
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以上,こ こでは,琉 球祖体系 の2拍 語(の 無標 の語彙)に1･2/3･4･5と い

う類 の合流 の仕方を想定 し,3･4･5類(｢息｣類)の 型 のほ うは琉球 において

新 し く生 じた(し たが って有標 の)ア クセソ ト型 である とす る本稿の仮説(9)

が,そ れに1･2/3/4･5と い う合流の仕方を認め る通説(5)に おいては説 明

の不可能な(あ るいは難 しい)問 題 点に,説 明を与え られ るとい うことを示 した.

5.有 標の3･4･5類 の歴 史的位置 づけ

以上,本 稿では,琉 球 におけ る2拍 語3･4･5類 は,琉 球祖語 の段階 ですでに

本稿の｢板｣類 と｢息｣類 に相 当す る語彙群に分裂 していた とす る服部の仮説 を

支持 し,そ して現在,琉 球各地 の方言 にお いて｢息｣類 の アクセ ソ トの山の後退

が｢板｣類 よ り一拍分遅れ ている とい う事実は,過 去のあ る時代,こ の｢息｣類

の語彙の第1音 節 が長母音 を持 っていた ことが究極 の原因 となったものであ ると

す る説を提示 した.

さらに本稿 は,4･5類 の無標 の語彙は,(通 説 が述べ ている よ うに)｢息｣類

の方 ではな く,｢板｣類 の ほ うであ るこ とを論 じた.し たが って,(本 稿 の仮説

(9)に おける第1次 体系の2拍 語 の合流 の仕方1･2/3･4･5/3･4･5か らも

分か る ように)本 稿 は,4･5類 の無標の語彙,す なわ ち本稿 の｢板｣類 は,全

琉球に渡 って3類 の示す型 と合流 している とい うことを示 した.こ の点か ら,｢琉

球祖語 の段 階です でに(無 標 の)4･5類 は3類 と合流 していた｣と い う,通 説

とは異なる仮説 が導 き出せ る.

しか しなが ら本稿 では,こ の｢板｣類 と｢息｣類 の対立が,日 本祖語の段階か

ら区別があ った とする服部(1979a,b)の 説は,(今 の ところ)支 持 していない.

(このこ とについては注21を 参照)こ れ を証明す るた めには,今 後,九 州諸地

域を始め とす る本土諸方言において,こ の有標 の3･4･5類 を仮定す るための積

極的 な証拠 を発見 しなければ な らない.し か し,管 見 の限 りでは,こ の有標 の

3･4･5類 に対応するような語彙群の存在 を,本 土の諸方言に仮定 しなければ ならな

い とい う証拠 は,(こ れ までの ところ)発 見 され ていない.こ れは,今 後,本 土

諸地域の調査 を通 して明 らか に していか なければな らない ものであ るが,そ のた

めには,母 音 の長短 の対立 ばか りに注 目していては不十 分で,(本 稿 で示 した琉



琉球 ア クセ ソ トの歴史的形成過程 111

球諸地域 のよ うに)ま ずそれが アクセ ソ トの対立 に残 されている方言 は どこか に

存在 しないか,を 探 ってみ る必要があ る.あ るいは,そ れ が他の音声現象,た と

えばそ の当該の母音の無声化の有無,前 後の子 音の 口蓋化や喉頭化 の有無,有 気

/無 気 の違いな どとい った現象,ま たは強 さの ような(ア クセ ン ト以外 の)プ ロ

ソデ ィックな音声現象に移行 して残 されている可能性 はないか どうか等 々,様 々

な視点か ら,今 後本土の諸方言を仔細 に検討 してい く必要 がある.

また,も う一つ の別 の可能性 として,こ の よ うに琉球において無標の3･4･5

類 と区別 され る有標の3･4･5類 が生 じた背景 には,日 本祖語か ら琉球祖語が分

岐す る途 中の段 階で,2拍 語3類 及び4･5類 の一部の語彙 に第1音 節の母音が長

くなるとい う変化が生 じた,と す る仮説 を立 てる方 向が考 えられ る.こ の変化は,

(類別語彙のあ る特定の ものだけに生 じている点か ら見 て)お そ ら くアクセソ ト

と関係があ る何 らかの原因に よって引 き起 こされ たもの,と考 えることが できる.

(この ことは,日 本祖語(あ るいはそれ か ら琉球祖語 に至 る途 中のある時代)の

アクセソ ト体系には,そ の ように第1母 音を長音化す る何 らかの要因がすでに含

まれ ていた と考え られ ることを示唆す る.)し か しなが ら,そ の長音化 の原因 と

な った ものが一体何であ るかは,未 だ明 らか にされ ていない.そ のためには,琉

球 の無標 の3･4･5類 と有標 の3･4･5類 が この ように分 裂 しなければな らない

音韻的条件が,解 明 されなけれ ばな らない.こ れ は,引 き続 き考 えていかなけれ

ばな らない,今 後 の大 きな課題 の一 つである と思われ る.
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Analysis of the formation process of Ryukyuan accent 

                     systems: 

    Based on the distinctive patterns of merger 

           for 2-mora classified words 

               Akiko MATSUMORI 

             (Japan Women's University)

  Within the tonal classes in ruibetsu-goi (which is referred to here as 
"Classified Vocabulary") developed for the diachronic study of 

Japanese accent, classes 3, 4, and 5 for two-mora nouns exhibit distinc-

tive patterns of split and merger into two distinct types in Ryukyuan. 

These two types are called "ita-group" and "iki-group" in this paper. 

The paper attempts to show that these two groups are distinguished by 

the vowel length of the first syllables in certain Ryukyuan dialects (e.g. 

Shuri in mainland Okinawa Island), while they are distinguished by 

different accentual patterns in some other Ryukyuan dialects (e.g. 

Tokuwase in Tokunoshima). This paper proposes that such distinction 

of accentual patterns developed as a result of the transference of the 

phonological distinctions in Ryukyuan dialects from the vowel length of 

the first syllable to the accent patterns. 

  This paper argues that the vowels in the first syllable in "iki-group" 

nouns were once long, but were subsequently shortened in various 

Ryukyuan dialects, while their accent patterns retained their former 

distinctions between "ita-group" and "iki-group". Thus, being a newly 

developed accent class in Ryukyuan, formed as a result of the above 

mentioned process of transference of phonological distinctions, the "iki-

group" is a marked category for the two-mora nouns of classes 3, 4, and 

5. Thus, the unmarked accentual patterns for classes 4 and 5 are not 

those of the "iki-group" as most of the previous studies have proposed, 

but actually "ita-group" patterns. The collorary of this assertion is that,
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contrary to the traditional analyses that assert that the patterns of tonal 

mergers in proto-Ryukyuan of 2-mora nouns in the Classified 

Vocabulary is 12/3/4 5, it is actually 1 2 / 3 4 5/3 4 5, with the newly 

developed "iki-group" represented by 3 4 5.

(受理 日1998年3月27日)


