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－「だろう」との比較を中心に－

白岩広行

1 ．はじめに

現在の沖縄では、中若年層を中心に、地域で伝統的に使われてきた琉球語（ウチナーグチ）

の体系と本土の日本語（ヤマトゥグチ）の体系が混交して生じた「ウチナーヤマトゥグチ」と

いうことばが話されている。このウチナーヤマトウグチでは、ハズという形式が標準日本語の

｢はず」と異なる特徴をもって使われている。次に示すのは、筆者が収録した自然談話の用例

である（談話の詳細については3節で後述)。

(1) (友人を誘って釣りに行くという話題）

OF2:え－， じゃ、○○【OF2の名前】 も行きた－い。じゃあ、 じゃあ、○○【人名O】

も－，呼んで－， この3月…

OM2:○○【人名O】、何してるのかな。ま－、○○【人名O】、来るはずね、たぶん。

(談話2）

(2） （大学院に行くと修了が30歳過ぎになり就職先が限定されるという話題）

OMl :行ったらー、 ドクター出るまでに－、何年かかるかわからんさー（中略）でー、

行ったら今度は－、働くくちが－，かなり限定されるさ。もう出るのは30過ぎだは

(談話1)ずだから。

(3） （しばらく会わないうちに、いとこの子どもが成長していたという話題）

OF6:「こないだまで幼稚園生だったのに」とかなるんだはずれ。そのうちね。

OF5:そう。小学生なってた。気づいたら。

OF7:憎まれ口たたかれるときも来る。

OF6:そう。今はあんなにかわいいのに。 （談話4）

ウチナーヤマトゥグチのハズは、語形は標準日本語の「はず」と同じだが、意味的には琉球

語のハジという形式の特徴を引き継いでおり、標準日本語の「だろう」に近いように考えられ

る。本稿では、関連の先行研究をふまえたうえで、内省調査の結果をもとにウチナーヤマトゥ
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グチのハズが標準日本語の「だろう」に似ていることを形式面、意味面の両方から示す。また、

ウチナーヤマトウグチでは、ハズの類義形式として、本土の日本語に由来する形式ダロウ、デ

シヨウも使われている。内省調査の結果のほか、 自然談話での使用状況をもとに、ハズとダロ

ウ、デショウの違いについても考える。

筆者のこれまでの研究との関わりについても、はじめに示しておく。筆者はこれまで日本語

のいくつかの方言を対象に、推量形式が本来的な推量の意味を離れ、聞き手への確認要求とい

う意味を強めていることを指摘してきた（白岩2008;2011 ;2015;2016)。一方、 ウチナーヤ

マトゥグチのハズは、確認要求の意味を持たない。これは、ハズが話し手の主観を表すように

はなったものの、談話的な意味を持つまでには至らない段階にあると捉えられる。このことに

ついては、最後の7節で論ずる。

本稿では、先行研究からの引用をのぞき、ウチナーヤマトゥグチのハズはカタカナ、標準日

本語の「はず」「だろう」はひらがなで表記して区別する。例文でこれらの形式を並べるときは、

（4）少し熱がある。たぶん風邪｜ダハズ（沖）／＃のはず（だ） （標）／だろう （標)|・

のように、ウチナーヤマトゥグチのハズには（沖)、標準日本語の「はず」「だろう」には（標）

と付記する。標準日本語の「はず」は「はずだ」のようにコピュラ（断定辞）の「だ」が後接

することも多いので、 「だ」が後接しうる例では、 「だ」をカッコ書きにして「はず（だ)」と

表記する')。また、 6節で示すように、 「だろう」 「でしょう」という形式は、本土の日本語由

来ではあるが、沖縄の中若年層話者も使用する。沖縄の話者が使用する形式として論じる場合、

これをウチナーヤマトゥグチの要素と見なしてダロウ、デショウとカタカナで表記する。ただ

し、上記の（1）～（3）のように、 自然談話の例を挙げる場合には、ハズ、ダロウ、デシヨ

ウを含めた発話全体を漢字ひらがなまじりで表記している。

例文について、不適格な文は*、文自体は適格だが文脈にあわない文は＃、不適格とまで断言

できないがかなり不自然な文は??の記号で示している。

3節で示すとおり、本稿で対象とするのは沖縄本島中南部のおおむね1980年代生まれの話者

のウチナーヤマトゥグチである。また、本稿は2010年におこなった調査をもとに執筆している。

接触言語である以上、ひとくちにウチナーヤマトウグチといっても、そのなかに細かな地域差

や世代差があり、かつ、その特徴も変化しやすいものと想定される。本稿に示すのは、多様に

ありうるウチナーヤマトゥグチのなかの、一様相にすぎないかもしれないということはあらか

じめ付言しておきたい。
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ウチナーヤマトゥグチのハズについて

2先行研究

本節では、標準日本語の「はず｣、琉球語（沖縄本島中南部方言）のハジ、 ウチナーヤマト

ゥグチのハズの順に関連の先行研究をまとめ、本稿の位置づけを示す。

2． 1 標準日本語の「はず」について

標準日本語の「はず」は、 もともと弓矢に関する語彙で、矢の末端で弦につがえる部分の

｢矢筈｣、弓の両端で弦をかける部分の「弓筈」を表す名詞「筈」に由来する。中世後期から近

世にかけて、弓矢の調子が整った状態から「物事のぴったり合うところ」「道理」のような意

味が「筈」に生じて成立したのが、現代語の文法形式「はず」であると知られている（佐田

1974、山口2002,菅2004、宮地2007、山本2007など)。

現代の標準日本語の「はず」には、 （5）のように何らかの根拠をもとにした「推論」を意

味するものと、 （6）のように事情を知って「納得」したことを意味するものがある2)。

（5）速達で出せば今日中に届くはずです。 （森田1980)

（6）まだストライキは解決していないんだって。それじゃ電車は来ないはずだ。 （森田

1980)

「推論」の「はず」は、 「確たる客観的根拠が話し手の脳中にあって、それを拠りどころに未

知・不明の現実を推測・予測する場合にしか使えない」 （森田1980)、 「自分が持っている知識

から推論すると、 こうなるのが当然だということを表す」 （野田1984)、 「《出来事の出現を当

然とする判断》をさしだしている」 （奥田1993)、 「確信的判断」 （三宅1995）などと記述され

るように、確実な根拠をもとに当然のものとして導かれた「推論」を表す。論理的に確実とい

える根拠がないと使いにくく、次の例のようにその場で得た情報から直感的に判断した内容を

｢はず」で表すことはできない。

（7）少し熱がある。＃私は風邪をひいたはずだ。 （森田1980、三宅1995参照）

（8） ＊一目見てその男が犯人のはずだと感じた。 （山田1982、三宅1995）

また、 「はず」による推論は「はずがない」のように否定することもできるし、 「はずだっ

た」のように過去のものとして述べることもできる。 「はずじゃなかった」のように否定と過

去の表現を重ねて使うこともできる3)。

（9）サルのようにかしこい動物に、それができないはずがない。 （高橋1975)

（10）予想では因数分解が出るはずだったのに、山がはずれちゃった。 （森田1980)
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(11) (筆者注・太平洋戦争について）

あのとき、 日本は負けるはずじゃなかったんだがなあ･ （高橋1975)

以下は例文に即した筆者の解釈だが、 （9）の「(サルがそれを）できないはず」という推論は

話し手以外がおこないうるものであり、その推論を話し手が否定している。 (10)の「因数分

解が出るはず」は過去の自分がおこなった推論である。 (11)の「負けるはず」という推論は

過去の自分が否定していた推論である。つまり、 これらの推論は、いずれも発話時現在の話し

手自身がおこなったものではない。

この点で「はず」による推論は「だろう」の表す推量の意味と異なる。 「だろう」は「*だろ

うない」のように否定することもできないし、 「*だろうた」のように過去の認識として述べる

こともできない。つまり、 「だろう」は必ず発話時現在の話し手自身の認識を表す。

仁田(1991)はこのような特性をもとに「だろう」を「真正モダリテイ形式｣、 「はず」や

｢ようだ」 「らしい」など否定表現、過去表現が後接しうるモダリテイ形式を「疑似モダリテイ

形式」と呼んでいる4)。モダリテイとは文で述べる出来事（命題）に対する話し手の認識を表

す文法概念である。例えば、

（'2）そのうち雨が降る ’だろう／はずだ,。 （筆者作例）
● ● ● ● ●

という文では、 「そのうち雨が降る」という出来事に対する話し手の認識を「だろう」「はず

だ」が表している。 「だろう」は常に話し手自身の認識を表す点で「真正」のモダリテイ形式

ということになる。それに対して、 「はず」は自分以外の認識として「はずがない」と否定し

たり、 「はずだった」と過去の自分の認識として述べたりできる。過去の自分は、現在の自分

とは違う認識をしうる点で他者とも見なせる。つまり、 「はず」は必ず話し手自身の認識を表

すわけではない｡ (12)のように肯定で非過去の形をとったときに限って話し手自身の認識を

表すため、 「疑似」のモダリテイ形式と呼ばれるのである。

本稿では、このような違いをふまえて、 「だろう」の表す意味を「推量」と呼び、 「はず」の

｢推論」の意味と区別する。 「だろう」は常に話し手自身の認識を表すという点で主観的な表現

だが、 「はず」は他者の推論も表しうる点で「だろう」より客観性の強い表現である。他者の
● ●

推論は、話し手自身の主観的な認識ではなく、 「そのうち雨が降る」と同じく客観的に捉えら
● ● ●

れる出来事の側に属している。

形態的にみると、 「はず」は、形容動詞に「可能なはずだ」のような形で、名詞に「満期

{の／な’ はずだ」のような形で接続する（寺村1984) 5)。動詞に「行くはずだ｣、形容詞に

｢赤いはずだ」のように接続することを考えると、述語の連体形、ないし「名詞十の」の形に
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ウチナーヤマトゥグチのハズについて

接続するといえる（標準日本語の動詞・形容詞は終止形と連体形が同形だが、 「なはず」とい

う形と一貫して考えると連体形への接続と見なされる)。つまり、 「はず」は、形態面で本来的

な名詞としての特徴を保っている。

2．2琉球語のハジについて

標準日本語の「はず」にあたるものとして琉球語にはハジという形式がある。ウチナーヤマ

トゥグチのハズの特徴は、 この琉球語のハジに由来すると考えられる。以下、先行研究をもと

に、琉球語沖縄本島中南部方言のハジの特徴を示す。

山本（2007）によると、琉球では近世中期に候文で書かれた農書や日記に「筈」の語例が見

られる。口語的な資料としては、近世後期成立の組踊の台本（伊波普猷編の『琉球戯曲集』所

収）に「筈｣、近代に入って書かれた『沖縄対話』 （1881年に沖縄県庁が編集)、 『EssayinAid

ofaGrammarandDictionaryoftheLuchuanLanguagel (1985年に言語学者チェンバレンが

執筆）に、 「ハズ」「hazi」の例が見られる6)。これらの例から見て、琉球語のハジも標準日本

語の「はず」と同様に「筈」を語彙的資源として成立したと考えられる。

ただし、山本(2007)は組踊台本の「筈」が基本的に本土日本語の近世後期の「はず」と同

様の意味を持つ一方、同じ組踊台本でも文末に生起した「筈」は「推量の意味」を持つこと、

時代が下った『沖縄対話』のハズはどれも「単なる推量の意味」であることを述べている。つ

まり、琉球語のハジは、標準日本語の「はず」と違って、根拠が確実でない場合にも使えるよ

うに変化したものと見られる。

ハジの意味について、首里方言を対象に詳しく記述したものにArakaki (2013;2016)があ

る。Arakaki (2016)によると、ハジの意味は述語のアスペクトとテンスによって変わる。述

語が結果相でも過去でもない場合、ハジは、根拠が不確かでも使用できる7)。

(13)Knowingthespeakerhasamildfever.

肋"as/と/ AakafooaI弓u hazf

cold catch-CON-ATTRASSUM

&(Ithinkl)shouldhavecaughtacold' (Arakaki2016)

この例では、単に「少し熱がある」というだけの理由で「風邪を引いたはずだ」という直感的

な判断をしたことがハジによって表されている。2.1節の(7)で見たように、標準日本語の

「はず」は使えない文脈である。

一方、述語が結果相ないし過去の場合、ハジは確実な根拠がなければ使えない。
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(14)KnowinghowmachTarolikewine...

"..cmuu ZazzI"gia waji7 "7ur"nU仏earU hazf

yesterdayTaruuNMwine all drink-RES-ATTRASSUM

.(Iassume)Tarodrankallthewineyesterday.' (Arakaki2016)

この例のように「太郎がどれだけワインが好きか知っている」というだけの根拠では「昨日、

太郎がワインを全部飲んだはずだ」という判断をハジで表すことはできない。Arakaki (2016)

によると、 もしハジを使うなら、 「太郎の部屋にワインの空き瓶があること、そして、毎日た

くさんのワインを飲むのが太郎の習慣であることを知っている」という確実な根拠が必要で

ある。

このように、琉球語のハジは、述語が結果相ないし過去の形をとる場合には標準日本語の

｢はず」と同様に確実な根拠にもとづく判断を表すが、それ以外の場合は根拠が不確かでも使

用できる。

否定表現との関わりでは、ハジが否定の対象(scopeofnegation)にならないことをArakaki

(2013；2016）が指摘している。一方、過去表現との関わりでは、ハジが過去形になった例が

砂辺（2008）に見られる。

(15) tlinu:ja ju:ja tlu:ru had5i jataJiga

（昨日は裕也が来る はずだったけど

Jigutunu nikka na:ja:ijo kuraNtaNri

仕事が 遅く なって来られなかったらしいよ｡） （砂辺2008）

つまり、琉球語のハジを標準日本語の形式とくらべると、否定の対象にならないという点で

は「だろう」と共通し、過去形になりうるという点では「はず」と共通している。このほか、

Arakaki (2013;2016)は琉球語のハジが疑問文に生起しないことも指摘している。

(16) FM悔顔伽c-oo弓m hazry:

Miki NMwrite-CON-ATTRASSUM-Q

Intendedmeaning: .ShouldMikibewriting(thedocument)?' (Arakaki2016)

形態面では、 これまでの例で見たとおり、ハジは述語の連体形-ruに接続する形式であり、

文終止で使われる-Nの形8）には接続しない(Arakaki2013;2016) 9)。つまり、ハジは名詞と

しての形態的特徴を保っている。

また、琉球語のハジは標準日本語の「はず」の「納得」にあたる意味(2.1節の(6)参照）

を持たない(Arakaki2016)。
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(17) Justafterhearingthestrikehasbeenstillgoingon.

"2aAMeekAG/a-a kzIWV hazr:

then train-TOP come-NEGASSUM

Intendedmeaning:Thenlunderstandwhythetraindoesn'tcome. (Arakaki2016)

2．3ウチナーヤマトウグチのハズについて

ウチナーヤマトウグチのハズについては、高江洲（1994：262）が「標準語の「よむだろう」

という形に対応してウチナーヤマトウグチでは「よむはず」の形をもちいる。 （中略）根拠が

なくはっきりしないことを推量するときもある根拠にもとづいて推量するときも、 「するはず」

の形をもちいる｡」と述べるように、確実な根拠がなくとも使われることが知られる。根拠が

不確実でも使えること、標準日本語の「だろう」に近い意味を持つことは、市原(2006)、葦

原(2015)、座安(2016)などでも示されている。Arakaki (2016)は、琉球語のハジと異なり、

ウチナーヤマトウグチのハズは、述語のアスペクトやテンスに関係なく常に、確実な根拠がな

くとも使えることを示している。

(18)"加o 7brooga w'zmze"加no"-" hazu.

yesterdayTaro NMwine all drink-PASThazu

!(Iguess)Tarodrankallthewineyesterday' (Arakaki2016)

例えば、前節で挙げた琉球語の例文（14）では「太郎の部屋にワインの空き瓶がある」などの

確実な根拠がないとハジが使えなかったが、ウチナーヤマトゥグチの例文(18)では、そのよ

うな確実な根拠がなくともハズが使える。

意味面でこのような違いがある一方、琉球語のハジと共通する特徴として、Arakaki (2016)

はウチナーヤマトゥグチのハズが否定の対象にならないこと、標準日本語「はず」の「納得」

にあたる意味を持たないことを示している。

形態面では、 ウチナーヤマトゥグチのハズは形容動詞ないし名詞に後接するとき「ダハズ」

という形をとることが知られているlO)｡

（19）その日には授業もテストも終わってるから、大丈夫だはずよ・ （葦原2015)

(20) C (筆者注・人名）は絶対、金持ちだはずよ－。 （葦原2015)

ウチナーヤマトゥグチでは、標準日本語と同様、動詞・形容詞の終止形と連体形は同形で、ハ

ズは動詞に「行くはず｣、形容詞に「いいはず」のように接続する（葦原2015)。 「ダハズ」と

の一貫性で考えると、琉球語のハジと異なり、 ウチナーヤマトウグチのハズは述語の終止形に
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接続するといえる。

2．4本研究の位置づけ

以上、先行研究で明らかになっていることをまとめた。標準日本語の「はず」は、確実な根

拠をもとにした推定の場合に使われる疑似モダリテイ形式である。一方、 ウチナーヤマトウグ

チのハズは確実な根拠がなくとも使える。このような意味的特徴は琉球語のハジの特徴を引き

継いだもののようである。

ただし、琉球語のハジは述語が結果相ないし過去の場合に確実な根拠を必要とするのに対し、

ウチナーヤマトウグチのハズにそのような制約はない。また、琉球語のハジはあくまで名詞と

しての形態的特徴を保ち、述語の連体形に接続するのに対し、 ウチナーヤマトウグチのハズは

述語の終止形に接続する。このことを考えると、琉球語のハジにくらべ、 ウチナーヤマトウグ

チのハズはいっそう文法化が進み、意味も変化しているように考えられる。具体的には、先行

研究の指摘どおり、標準日本語の「だろう」に近い特徴を持つ可能性がある。

しかし、 これまでの記述では、 ウチナーヤマトゥグチのハズを標準日本語の「はず」と比較

する視点はあっても、 「だろう」と比較した分析が十分におこなわれたわけではない。例えば、

2.1節で示したとおり、標準日本語の「だろう」は常に発話時現在の話し手自身の認識を表す

真正モダリテイ形式である。ウチナーヤマトゥグチのハズは、否定の対象にならないという点

は明らかだが、過去表現の後接の可否について明確な記述がないため、真正モダリテイ形式と

いえるか定かでない。また、標準日本語の「だろう」は「ほら、あそこにポストがあるだろ

う？」のように聞き手への確認という談話的な意味も持つが、 ウチナーヤマトゥグチのハズが

確認の意味を持つかも明らかでない。

7節で論じるが、 日本語で疑似モダリテイ形式が真正モダリテイ形式に変化し、 さらに談話

的意味も持つようになった例として、古典語の「べし」から現代東日本方言「ベー」への変化

(Narrog2005;2012)がある。この変化はTraugott (2003)のいう主観化(subjectification)

および間主観化(intersubjectification) という言語変化の流れのなかに位置づけられる。ウチ

ナーヤマトウグチのハズについても、真正モダリテイ形式になっているか、談話的な意味を持

つかを明らかにすれば、 このような言語変化のどの段階にあるかを位置づけられると考える。

以上をふまえ、本研究では、どのくらい標準日本語の「だろう」に近い特徴を持っているか

という視点から、 ウチナーヤマトゥグチのハズの特徴を記述する。
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S.調査の概要

表1に示す話者を対象に、 2010年2月に、内省調査と自然談話収録調査をおこなった。話

者はいずれも沖縄本島中南部の出身で、 1979～1989年生まれの男女10名である。OMlとOFl，

OM2とOF2、OF3とOF4、OF5とOF6とOF7は、いずれも親しい友人どうしであり、話者どう

しの自然談話も収録した'')。収録時間は各組およそ30分で、すべて普通体基調のうちとけた談

話である（談話lの話者は3歳の年齢差があるが、年下のOFlも丁寧体は使っていない)。話

者OM3には内省調査でのみご協力いただいた。

表1 調査協力者一覧

居住歴生年 性別話者談話

男性 0歳一北中城村1981年OMl
談話1

女性 0歳一西原町1984年OF1

男性 0歳一那覇市1983年OM2
談話2

女性 0歳一沖縄市1983年OF2

女性 O-22歳一浦添市、 22歳一那覇市1987年OF3

談話3
女性 0歳一糸満市1987年OF4

女性 0歳一与那原町1989年OF5

女性 0歳一沖縄市1989年談話4 OF6

女性 O-4歳一浦添市、 4歳一沖縄市1989年OF7

0-24歳一沖縄市、 24-26歳一今帰仁村、

26-30歳一名護市、 30歳一沖縄市
男性1979年なし OM3

居住暦にある市町村はすべて沖縄県内。

本稿で示す例のうち、 自然談話から挙げた例には、どの談話からの挙例かを付記する。それ

以外は内省調査で得られた作例である。内省にあたって多少の個人差が見られることもあった

が、本稿で挙げる例については話者間で一致した内省が得られている。

以下では、内省調査で明らかになった形式的特徴（4節)、意味的特徴（5節）をもとに、

ウチナーヤマトウグチのハズと標準日本語の「はず」「だろう」との比較をおこなう。また、

ウチナーヤマトウグチにおいて、ハズ、ダロウ、デショウはどのように使い分けられているか、

自然談話における使用状況をまとめる（6節)。
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4．ハズの形式的特徴

4． 1 述語への接続

まず、述語への接続を表2に示す。先行研究の記述どおり、ウチナーヤマトゥグチのハズは、

述語の終止形に接続することが筆者の調査でも確認された。

表2ハズの述語への接続

動詞 形容詞 形容動詞 名詞

書クハズ 高イハズ 静カダハズ 雨ダハズ

形容動詞・名詞に対して「|ノ／ナ｜ハズ」という形も使わないわけではないと内省された

が、 「|ノ／ナ｝ハズ」はあくまで標準日本語の表現と意識されている。現在の沖縄の中若年層

話者は標準日本語の運用能力も持っており、 ウチナーヤマトゥグチのハズの内省のなかに標準

日本語の「はず」に関する内省が混じることは避けがたい。以下の分析で挙げる例文で特徴を

調べても、 「|ノ／ナ｜ハズ」という形については標準日本語の「はず」と同様の内省が得られ

た。つまり、 「{ノ／ナ｜ハズ」という形を使わないわけではないが、それはあくまで標準日本

語の表現として使うのであって、 ウチナーヤマトゥグチのハズとは別物と考えられる。

また、終止形と連体形が同形の動詞・形容詞述語では、標準日本語の「はず」とウチナーヤ

マトゥグチのハズの区別がつかなくなる。調査した限り、動詞・形容詞述語の例文では、 ウチ

ナーヤマトウグチのハズと標準日本語の「はず」を話者が区別して内省するのは困難なように

感じられた。

よって、以下の内省調査による分析では、標準日本語の「はず」との混同を避け、確実にウ

チナーヤマトウグチとしてのハズの分析をするため、形容動詞・名詞述語で「ダハズ」という

形をとる例のみを用いることにする。

4．2連体修飾の可否

標準日本語の「はず」は「はずの」という形で連体修飾をすることができるが、 ウチナーヤ

マトウグチのハズは連体修飾成分にならない。形態面で名詞としての特徴を失っており、 「だ

ろう」に近い特徴を持つといえる。

（21） まだ小学生｜*ダハズノ （沖）／のはずの（標）／??だろう （標)｜太郎が、なぜか学

ランを着ている。いったいどうしたんだろう。
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4．3否定・過去表現の後接

標準日本語の「はず」は否定表現、過去表現が後接可能な疑似モダリテイ形式だが、 ウチナ

ーヤマトゥグチのハズは否定・過去表現を後接させることができない。この点で、標準日本語

の「だろう」と同じ真正モダリテイ形式といえる。

（22）今日は水曜なのに、学校が休み｜*ダハズ（沖）／のはず（標）／*だろう （標)｝が

ない。

（23）天気予報では雨｜車ダハズ（沖）／のはず（標）／*だろう （標)｝だったけど、…

（24）今年のクリスマスは一人｜*ダハズ（沖）／のはず（標）／*だろう （標)｜ じゃなかっ

たのに。

4．4 ノダヘの後接

標準日本語の「はず」は「のだ（んだ)」に後接しないが、 ウチナーヤマトゥグチのハズは

ノダ（ンダ）に後接しうる。標準日本語の「のだろう （んだろう)」と同じ意味なのかについ

ては踏み込んだ検討が必要だが、少なくとも後接可能という形式面の特徴は「だろう」と共通

する。

（25） （友人が飲み会に来ないという状況で）たぶん用事がある ｛ンダハズ（沖）／*んなは

ず（だ） （標）／んだろう （標)｝。

5．ハズの意味的特徴

5． 1 「だろう」との類似点

5． 1 ． 1 根拠の確実さ

推論ないし推量にあたっての根拠が確実かという特徴は意味的なものであり、 「確実性」に

程度差もあるため、客観的に検証しにくい。ただ、根拠が不確実で直感的な判断であるため標

準日本語の「はず」が使えない次の例文（2.1節（7） （8）参照）で、ウチナーヤマトウグチ

のハズは問題なく使われる。標準日本語の「はず」ほど根拠が確実でなくとも使えるわけで、

この点で、 「だろう」に近い意味を持つ可能性がある。

（26）少し熱がある。たぶん風邪｛ダハズ（沖）／＃のはず（だ） （標）／だろう （標)}。

（27）一目見てその男が犯人｛ダハズ（沖）／*のはず（だ） （標）／だろう （標)｜ と感じた。
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5． 1 ．2納得の意味

先行研究の記述から示したとおり、標準日本語の「はず」は納得の意味を持つが、ウチナー

ヤマトウグチのハズは納得の意味を持たない。この点でも、ハズは「だろう」に似ている'2)。

（28） （友人の見舞いに行ったら、思いのほか元気だった。理由を聞くと、実は仮病だった）

どうりで元気｜窯ダハズ（ダ） （沖）／なはず（だ） （標）／*だろう （標)}。

5．2 「だろう」との相違点

5．2． 1 思い出しの文脈での使用

標準日本語の「はず」は副詞「たしか」と共起可能で、話し手自身の記憶を思い出すことで

推論する場合にも使えるが、 「だろう」はその場合に使えない。一方、 ウチナーヤマトウグチ

のハズは、記憶を思い出すという文脈でも使用できる。この点では、 「だろう」ではなく 「は

ず」と共通している。

（29） （店の定休日を思い出そうとして）たしか、 この店の定休日は火曜日 ｜ダハズ（沖）／

のはず（だ） （標）／窓だろう （標)}。

5．2．2疑いの意味

標準日本語の「だろう」は疑問文に生起して「疑い」の意味を表すことがある。しかし、 ウ

チナーヤマトウグチのハズは疑問文に生起しない。これは、疑問文に生起しない琉球語のハジ

の特徴（2.2節）を引きついだものといえる。

（30）あの子はもう中学生｜*ダハズカ （沖）／､のはずか（標）／だろうか（標)}。

(31) (太郎が家出をした） う－ん、太郎はどこ |*ダハズ（沖)/難のはず（だ) (標)/だ

ろう （標)}。

5．2．3確認要求の意味

標準日本語の「だろう」は、 「ほら、あそこにポストがあるだろう」のように、聞き手に確

認を求める談話的な意味、つまり 「確認要求」の意味でも使われる。一方、ウチナーヤマトウ

グチのハズは確認要求の意味を持たない。このような例で仮にハズを使ったとしても、それは

自分の認識が不確かであることを表すだけで、聞き手に確認することにはならない。 （34）の

ように副詞「ほら」と共起することもない。

（32） （天気予報を見てきたという友人に尋ねて）今日の天気は雨｜＃ダハズ（沖）／＃のは
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ず（だ） （標）／だろう （標)｝ ？

(33） （酒で酔っ払いながら聞き手に尋ねて）どう？ 俺の顔、真っ赤｜＃ダハズ（沖）／＃

なはず（だ） （標）／だろう （標)I ？

(34） （友人に道案内をして）ほら、あそこにあるのがポスト ｜*ダハズ（沖）／*のはず（だ）

（標）／だろう （標)}。あの角を右に曲がって…

(35） （共通の友人である山田を話題にして）山田って下戸｜＃ダハズ（沖）／＃のはず（だ）

（標）／だろう （標)'。だから、 ・・・

(36） （車道を歩く友人に注意して）そんなところを歩いていたら駄目 ｛＃ダハズ（沖）／＃

なはず（だ） （標）／だろう （標)|・車が来るぞ！

6． 自然談話での使用状況

4節、 5節で示したとおり、ウチナーヤマトウグチのハズは形式面で標準日本語の「だろ

う」に似た特徴を持ち、意味的にも「だろう」の推量と似た意味を表す可能性がある。しかし、

この「だろう」および丁寧体の「でしょう」という形式は、本土の日本語由来の要素として、

ウチナーヤマトゥグチでも使われている。ウチナーヤマトゥグチのなかで、ハズ、ダロウ、デ

ショウはどのように使い分けられているのだろうか。内省調査の限りでは、ウチナーヤマトウ

グチのダロウ、デショウの特徴は標準日本語の「だろう」 「でしょう」と変わらないようだっ

たが、本節では自然談話での使用状況を確認することにする。

筆者の収集した約2時間の自然談話では、ハズ26例、ダロウ48例、デショウ55例の用例が得

られた（ハズには形容動詞・名詞述語以外の述語に生起した例を含む。ダロウとデショウには

ダロ、デショのような短呼形も含む)。

まず、意味面から見た各形式の使用状況をまとめる。26例のハズのうちには、ナノニが後接

した例がl例、思い出しの文脈（5.2.1節）で使われた可能性のある例がl例あった。

（37） （仲のよい後輩がたくさんいるはずなのに卒業式のプレゼントが少なかった友人の話）

OF6:そしたら「後輩いっぱいいるはずなのにあんまりもらってなかったよ」ってから。

（談話4）

(38） （卒業式と日程が重なるサークルの合宿のことを思い出し、手帳を探しながら）

OF3:卒業式…と、かぶってはいたけど、途中から行ってもいいはず。 （談話3)

標準日本語「だろう」との置換可能性で考えると、 （37）のハズは「だろう」に置き換えられ

ない。 （38）のハズは、手帳を探しながら発話しているので、 「(合宿に）途中から行ってもい
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い」という決まりを思い出しながら発話している可能性があり、だとすれば、やはり 「だろ

う」には置き換えられない。ただし、そのような決まりが特になく、 「途中から行ってもいい」

という判断をその場でおこなっているなら、 「だろう」に置き換えられそうである。

このように、 自然談話の例については、話者の発話意図が必ずしも明確でなく意味的な解釈

は難しい。ただ、あくまで筆者の判断する限りにおいてだが、 「だろう」に置き換えにくそう

なのはこの2例だけであり、残り24例のハズは「だろう」に置き換えても大きく意味が変わら

ないように感じられた。具体的な例は、本稿冒頭の1節で示したとおりである。

そのうえで、 この24例のハズを「だろう」の表す推量と同様の意味を持つと見なし、推量、

疑い（5.2.2節)、確認要求（5.2.3節）の各意味で、ハズ、ダロウ、デショウの各形式がどれだ

け使われたかをまとめたのが表3である。

表3各形式の意味別の使用頻度

男性話者 女性話者

推量 疑い 確認要求 推量 疑い 確認要求

ハズ 3 0 0 21 0 0

ダロウ 2 4 13 9 17 3

デショウ 3 0 6 2 1 42

このほか前後の文脈が聞き取りにくくどの意味とも判断しがたいデショウが1例。

この表に示すとおり、ハズが推量の意味に限定して使われる一方、ダロウは、疑い、確認要

求という推量以外の意味で使われることが多い。デショウは、 もともと丁寧体の形式だが、普

通体基調のこの談話でもよく使われている。標準日本語の「ほら、あそこにポストがあるでし

よ」と同じく丁寧の意味は薄いようで、特に女性話者が確認要求の意味で使った例が多い,3)。

ダロウ、デショウが推量の意味で使われた例は少なく、推量の意味の例についても、聞き手

への何らかのはたらきかけが感じられるものが多かった。

（39） （この方言調査に暇そうな他の友人も呼べばよかったという話題）

OF2:○○【友人の名前】呼べばよかったのにね、今日ね。

OM2:だ－るね－。 【標準日本語「だね」に相当するあいづち】

OF2:ね－．絶対暇でしよ。

OM2: {笑｝絶対暇かどうかわからんけど。 （談話2）

この例で、その友人が本当に暇かどうかは、話し手にも聞き手にもわからない。よって、表3

の集計ではこの例を推量の意味を表したものと見なした。しかし、聞き手が笑いながら「暇か
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どうかわからん」と返していることから見ても、聞き手に何らかの反応を求める談話的機能が

あるように感じられる。ハズが単に推量の意味だけを表すのに対し、ダロウ、デショウは、推

量の意味で使われた場合も、談話的な意味を含意しやすい可能性がある。

江戸・東京方言の通時的変化として、推量形式の使用頻度が談話的な確認要求の意味に偏り

つつあることが指摘されている（土岐2002、白岩2015;2016)。現代の東京の話しことばで

は「だろう」「でしょう」は確認要求の意味で使われることのほうが多い。ウチナーヤマトゥ

グチには、そのような現代の口語的な「だろう」「でしょう」の特徴がそのまま取り込まれて

いるといえる。女性話者が確認要求の意味で使う場合にダロウよりデショウをよく使うという

性差も尾崎（2003）が示す東京圏の状況と同じである。

つまり、 ウチナーヤマトゥグチでは、標準日本語の「だろう」が表す意味のうち、ハズが推

量の意味に限定して使われる一方、ダロウは疑いと確認要求の意味、デショウは確認要求の意

味に偏って使われやすいという傾向がある。ハズの特徴は、琉球語のハジの特徴を引き継ぎつ

つ、 さらに言語変化が進んだものと考えられる。ダロウ、デショウについては、現代の東京の

話しことばにおける特徴をそのまま取り込んだものと考えられる。

ところで、表3の集計は、意味的な観点で用例を分類したものである以上、筆者の窓意的な

判断が入ってしまっている。疑いの意味かどうかは疑問表現の共起から明確に判断できるが、

推量か確認要求かの判断は、文脈によるため、調査者によって揺れる可能性がある。よって、

より客観的な形式面のデータとして、助詞等の後接状況を整理して表4に示す。

表4は、表3で除外した（37） （38）のハズの例を含め、ハズ、ダロウ、デショウの各形式

にどのような形式が後接しているかをまとめたものである。従属節末については具体的な形式

と例数を枠内に示し、主節末については終助詞力、 ヨ、ナ、ネが後接した例数、および、終助

詞の後接しない例数を示した。

表4ハズ、ダロウ、デシヨウの後接形式

主節末
従属節末

ネ 終助詞なしナ力 ヨ

9617ハズ ダカラ1，ナノ二1 0

382 601カラ1ダロウ

5400 010デショウ

引用節末の例は主節末相当と見なした。ハズの後接形式が聞き取りにくい例をl例、集計から除外している。
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この表に示すとおり、ハズは終助詞ヨやネが後接する例が多く、終助詞の後接しない例は比

較的に少ない。一方、ダロウはネの後接する例が一定数あるほかは、終助詞の後接しないこと

が多い。デショウはほとんど終助詞が後接しない。

これは、確認要求という談話的な意味で使われたダロウ、デショウが同じく談話的な意味を

持つ終助詞類を後接させにくいのに対し、談話的な意味を持たないハズは終助詞類を自由に後

接させうるためではないかと考えられる。江戸・東京方言の推量形式についても、使用が確認

要求の意味に偏るにつれて後接する終助詞類の種類や頻度が限られてゆくという通時変化が見

られる（土岐2002、白岩2016)。

なお、ハズへの終助詞の後接例は、すべて、ハズヨ、ハズネのようにコピュラのダを介さな

いもので、ハズダヨ、ハズダネという形は見られなかった。しかし、接続助詞については、 1

節の（2） 「30過ぎだはずだから」のように、 コピュラを介して接続するようである。

7． まとめ

以上、ウチナーヤマトウグチのハズについて、標準日本語の「だろう」と比較しながら、そ

の特徴を示した。

ウチナーヤマトウグチのハズは、名詞としての形態的特徴を失っており (4.1節、 4.2節)、否

定・過去表現が後接しない真正モダリテイ形式である（4.3節)。また、 ンダハズという形で

ノダに後接が可能である（4.4節)。このような形式面の特徴は、標準日本語でいうと、 「はず」

ではなく 「だろう」と共通している。

意味面では、先行研究の指摘どおり、確実な根拠がなくとも使えるし(5.l.1節)、納得の意

味を持たない(5.l.2節)。この点でもハズは標準日本語の「だろう」と似ている。思い出しの

文脈で使える(5.2.1節） という点では「だろう」と異なるが、 「だろう」の推量に似た意味を

表す可能性がある。しかし、 「だろう」の持つ意味のうち、疑い（5.2.2節） と確認要求（5.2.3

節）の意味までは表さない。

実際のウチナーヤマトゥグチの談話では、ハズのほかに、ダロウ、デショウも使われるが、

ダロウとデショウの使用は談話的な確認要求の意味、ないし、疑いの意味に偏る傾向にある。

(6節)｡

このようなウチナーヤマトゥグチのハズの特徴は、琉球語のハジの特徴を引き継ぎつつ、 さ

らに真正モダリテイ形式への変化が進んだものと考えられる。対して、ダロウ、デショウにつ

いては、東京の話しことばの特徴がそのまま取り込まれたものと考えられる。
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最後に、推量形式に生じる言語変化の事例として、ウチナーヤマトゥグチのハズがどのよう

に位置づけられるか考えたい。ハズと同様に疑似モダリテイ形式が真正モダリテイ形式になっ

た例として、古典語「べし」から現代東日本方言「ベ－」への変化がある。古典語の「べし」

は否定の「ず」や過去の「き」 「けり」が後接しうる形式だったが（小田2015:69-72)、 「べ

し」に由来する現代東日本方言の「ベ－」は否定・過去表現が後接しない真正モダリテイ形式

である。さらに、 「ほら、あそこにポストがあるく」のように、談話的な確認要求の意味も持

つ。このような「べし」から「ベ－」への変化は、文の出来事（命題）に属する客観的な要素

が話し手の主観を表すようになる主観化(subjectification)、そして、それがさらに談話的な

意味を持つようになる間主観化(intersubjectification) という、多くの言語で見られる変化の

流れ(Traugott2003)に一致している。

「べし」から「ベ－」への変化をこのような視点から捉えたものにNarrog(2005;2012)が

ある。Narrog(2012)は、文のうち客観的な出来事として表現される要素をevent-oriented，

話し手の主観的認識や対人的ないし談話的な意味という言語行為に関わる要素をspeechact-

orientedとしたうえで、古典語の「べし」がevent-orientedな表現であり、 speechact-oriented

な意味が未発達だったことを示している。一方、現代東日本方言の「ベ－」はevent-oriented

な意味を失っており、 speechact-orientedな意味を発達させていることを示している'4)。

1節であらかじめ述べたとおり、筆者はこれまで日本語のいくつかの方言で推量形式が確認

要求の意味を強めていることを示してきた（白岩2008;2011 ;2015;2016)。これは、すでに

真正モダリテイ形式として主観的な意味を表す推量形式が対人的・談話的な意味を強める間主

観化の局面を捉えたものと位置づけられる。一方、本稿で示したウチナーヤマトゥグチのハズ

は、名詞の「筈」をもとに、疑似モダリテイ形式としての段階を経て、話し手の主観を表すも

のになるという主観化の結果、現在の特徴を持つに至ったと位置づけられる。ただし、確認要

求という談話的な意味は持たないため、問主観化の段階にまでは変化が進んでいないことにな

る。つまり、東日本方言の「ベー」が主観化に続いて間主観化の段階まで至っているのに対し、

ウチナーヤマトゥグチのハズはまだ主観化の段階にとどまっている。ウチナーヤマトゥグチで

確認要求の意味を担っているのは、本土の日本語に由来するダロウ、デショウである。

以上、本稿では、 「だろう」との比較を中心にウチナーヤマトウグチのハズの特徴を記述し

た。そのうえで、ハズがそのような特徴を持つに至った流れを、最後に主観化という視点で捉

えた。
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付記

本稿はJSPS科研費07JO3699「現代諸方言に見る推量形式の用法変化-<認識〉からく伝達〉へ一」により

2010年2月におこなった調査の結果をもとに執筆したものである。

調査にあたっては、当時、琉球大学の佐藤里美先生、狩俣繁久先生、および、當山奈那さんをはじめとした

ゼミ生のみなさまに懇意なるご協力をいただいた。また、東北大学大学院生の内間早俊さんにも話者の紹介な

ど親身なご協力をいただいた。調査の過程で、沖縄県高校教諭の山口栄臣氏にもご協力を得る機会があった。

東北大学大学院生の中西太郎さんには参考文献に関するご協力を得た。調査後の自然談話資料の整備には伊波

枝里子さんの助力を得た。 （各氏のご所属は調査当時のものである。現在、當山奈那さんは琉球大学で、内間早

俊さんは沖縄県内の高校で、中西太郎さんは目白大学で教員としてご活躍である｡）標準日本語の内省について

は、注1に示すとおり、立正大学の学生諸氏の協力も得た。

調査時に多くのご協力をいただきながら、成果を形にするのが遅れてしまったことをお詫びするとともに、

心より御礼申し上げる次第である。

註

1) 2.3節に挙げた先行研究を確認する限り、 ウチナーヤマトウグチのハズにコピュラのダが後接することは

基本的にないようである。筆者のおこなった内省調査でもハズにダが後接することはないと回答された。

ただし、 1節（2）のように、従属節内でダの後接する例が自然談話に見られた。

また、本稿の標準日本語に関する文法性判断は筆者(1982年生まれ、男性、福島県出身）がおこなっ

ている。ただし、筆者は18歳まで福島県内で生育した話者であるため、標準日本語の「はず」を記述し

た先行研究を参考にしたうえで、首都圏で生育した立正大学の複数の学生の内省も確かめた。

2）本稿ではひとまず「はず」の意味を「推論」「納得」という概念で捉えたが、岡部(1998;2003)のよう

に「推論」「納得」 （岡部の用語では「みこみ」 「さとり」）を「はず」の本質的な意味としない捉え方も

ある。

3）高橋(1975)が述べるように、 「はずじゃなかった」は基本的に過去形で使われる表現であり、 「はずじ

ゃない」という非過去形にはなりにくい。

4）同様の捉え方をしたものに益岡(1991)があり、仁田(1991)の「真正モダリテイ形式」「疑似モダリテ

イ形式」にあたるものをそれぞれ「一次的モダリティ形式」「二次的モダリテイ形式」と呼んでいる。

5）寺村(1984)は、名詞に接続するときの「～なはずだ」という形をまれに聞かれるものとしている。

6） 「筈」 「ハズ」 「haji」という表記は山本(2007)のまま。
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7）本稿でArakaki (2016)から引用する例文のグロス略号は次のとおり。Arakaki (2016)には略号一覧

がないためArakaki (2013)を参照した。日本語訳は筆者による。ASSUMassumedevidential (推測)、

ATTRattributive (連体形)、CONcontinuative (継続相)、NEGnegation(否定)、NMnominative

case (主格)、 PASTpasttense (過去)、Qquestion(疑問)、RESresultativeaspect (結果相)、TOP

topicalisation(主題）

8)Arakaki (2013;2016)は、 -Nをdirectevidential (直接目撃性）を表す接辞と見なしている。

9）ただし、沖縄本島北部の今帰仁村謝名方言では述語の-raという形にハジが接続するとされる（かりま

た・島袋2006)。また、 『方言文法全国地図第3集』 （国立国語研究所編1993)、 『同第5集』 （国立国

語研究所編2002）の112図「書くだろう」、 237図「行くだろう」など、 「だろう」に関する図では、本島

中南部でも-raにハズが接続する例が見られる。この点に関しては、 ‐raが連体修飾をしうる形式なのかを

検討する必要があるが、本稿では十分な準備がなく論ずることができない。

なお、以前に筆者が調査した日本語鹿児島県甑島里方言では、古典語の「む」に由来する接辞-(a)uが、

原則として文終止の位置で使われる一方、疑似的モダリテイ形式にあたる形式名詞「ごと」 （古典語の

「如」由来）に対してのみ、連体修飾をしうる（森ほか編2015:72)｡ -raとハジについても、同様に、特

別な連体修飾の関係が生じている可能性は考えられる。

10) 「本だ－るはず」 （高江洲1994:280)のように「ダールハズ」という形もあるが、 これはコピュラが動

詞アル相当の活用をしたものと考えられる。また、葦原（2015：82）には「大丈夫はず」という例が見

られるが、形容動詞の語幹に直接ハズが接続する形は筆者の調査では確認されなかった。

ll)内省調査の内容が自然談話におけるハズの使用に影響することを避けるため、内省調査は談話収録のあ

とにおこなった。ただし、時間の都合で談話1のインフオーマントのみ、談話収録前に内省調査をおこ

なった。

12）標準日本語の「はず」は納得の意味で使われるとき「だ」が後接したほうが自然なように感じられるの

で、 ウチナーヤマトゥグチのハズについてダの後接した形でも内省を求めたが、それでも不適格とされ

た。例文では「ハズ（ダ)」と示している。なお、Arakaki (2016)によると、琉球語のハジ、ウチナー

ヤマトゥグチのハズともに、サが後接すると納得の意味を表しうるとされるが、筆者はその点について

未調査である。

13)標準語の「でしょう」と同様、疑いの意味で使われるときは本来の丁寧の意味を持つようである。この

談話において疑いの意味で使われたl例は、他者の発話を引用したものであった。

（例)OF5:「どういう意味でしょうか」って？ （談話4)

14)古典語の「べし」と現代東日本方言の「ベー」の中間的な段階を記述したものには、近世初期の『雑兵
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物語』を分析した橋本（2008）がある。
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