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解　 説

上野善道

　『日本祖語の再建』は、著者服部四郎（1908─1995。以下「著者」）が生前に岩

波書店から出版することになっていた同名の原稿を元に、補注者上野善道（以

下、便宜的に「編者」とする）が新たに再編成したものである。

　比較言語学・史的言語学における必須の方法として「比較方法」がある。そ

の原理をわかりやすく説き、具体的な実践例を示したのが本書である。

　2 つ（以上）の任意の言語を取り上げ、その基本的な意味を等しくする単語ど

うしを比べたときに、その単語を構成する音（おん）の間に規則的な関係が認め

られる場合、その対応関係を「音韻法則、音法則」と呼ぶ。「法則」と言って

も、その規則性に着目して強調した名称に過ぎず、時空を問わず成り立つ自然

法則とは異なる。あくまでも具体的な言語ごとに歴史的に変化した結果として

成り立つ経験的な関係で、「音韻対応通則」などとも呼ばれる。この対応がそ

れぞれの言語の中核部分において成り立つ場合、これは偶然のこととは考えら

れない。なぜなら、単語を構成する音と意味との関係には必然性がない（恣意

的である）からである。それぞれ事実上同じ意味を表わすいろいろの単語にお

いてその音はばらばらになるのが自然なのに、それが規則的な対応関係を示す

のは（とりわけ、音が違っていながらその違いが規則的に現れるのはなおさら）

偶然ではありえず、元は一つの同じ言語であったため、と考える以外に説明が

つかない。その想定される元の言語を「祖語」と言う。元は同じ祖語から、各

言語がそれぞれ別方向に、しかしそれぞれ規則的に変化をした結果（音変化の

規則性）、その間に対応関係が認められるのだと考えるのである。祖語を共通

にもつ言語は互いに「親族関係をもつ」「同系である」と言い、その祖語の形

（祖形）を理論的に推定することを「再建（reconstruction）」（「再構、再構成」と

も。「補注者あとがき」参照）と言う。

　その再建の具体例は本書を参照されたいが、再建した祖形であることを明示

するときは、左肩に ＊ を付けて示す。現実にその存在を確認（実証）すること
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はできないが、理論的にそう考えられるという印である。ちなみに、同じ ＊ 

が、生成文法では文法的ではない（非文）という意味で使われる。ともに現実に

は存在しないという点で共通するが、片やかつて存在したに違いない形、片や

存在しない形という点では正反対の意味をもつ。このため、日本では、非文の

ためには × を付けて ＊ と区別することもある（特に同一論文の中で共存する場

合は使い分けが必要になる）。

　上では比較言語学の例で説明したが、狭義の史的言語学（歴史言語学）でも同

じである。同一の言語の場合は、異なる時代の状態（共時態）を比べてもその連

続性は自明で無自覚的に研究を進められることが多いが、本来は、ここでも 2

つ（以上）の異なる時代の状態を比較して、その間の対応関係を見ているのであ

る。複数の言語の比較の場合を「横の対応」と言うならば、これはいわば「縦

の対応」で、その間にはやはり音変化の規則性が見られることを前提にしてい

るものである。両者の原理は同じで、まとめて「比較歴史言語学」などと呼ば

れるゆえんである。

　一般に文献資料が残るのは書き言葉をもっている中央語に限られ、日本語の

場合は、たとえば平安時代の言葉をその直系の子孫である現代京都方言と比べ

ることになるが、事実上同じことになるので、以下、現代語は標準語を例に示

す。我々が古文（古典）を勉強するときに、

「はし（橋）、はな（鼻）、はる（張る）；あは（粟）、かはる（変る）、こはし（怖

し）」

「わた（綿）、わな（罠）、わく（沸く）；あわ（泡）、かわく（乾く）、よわし（弱

し）」

などを、それぞれ現代音で

「ハシ、ハナ、ハル；アワ、カワル、コワシ」

「ワタ、ワナ、ワク；アワ、カワク、ヨワシ」

と読んでいるが、これはその文献が書かれた時代の発音ではない。にもかかわ

らず、その間には次の対応法則が成り立つことを無意識に利用している。（こ

れらの単語の間には相互に何ら意味的な関係がないことにも注意。）
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「は」は語頭ではハ、語中ではワ、「わ」は語頭・語中を問わずワ

この対応関係があるからこそ、過去の発音とは違っていてもその連続性が保証

される、つまり同一扱いされるのである。だからこそ、我々は昔の発音がわか

らなくても「読める」のである。ただし、この規則さえ覚えれば、語中の

「は」と「わ」が一緒になっても（2 対 1 対応）古文を現代音で読むことはでき

るが、逆に現代音の方から見ると、語中のワは古文では「は」と「わ」の 2 通

りある（1 対 2 対応）ので、どちらであるかは単語ごとに覚えておかないと書け

ないことになる。この対応の原理は同時に音変化の原理でもある。すなわち、

合流は起こるが、分裂は音韻的な条件がないかぎり起こり得ない（一度合流し

てしまえば、元の区別はわからなくなる）のである。「は」がハとワに分裂した

のは、語頭と語中という音環境の違いがあったからである。史的な研究を行な

う場合は、十分に自覚して明示的に取り扱う必要がある。

　本書の著者は、これまでも『日本語の系統』などで「比較方法」を詳述し、

それを一層厳密な形にしてきたが、日本語とアルタイ諸言語など外部の言語と

の同系関係は証明されていない（もとより、無関係という証明もできない）とい

う結論からもわかるように、その祖形の「再建」を積極的に論じたものではな

かった。しかし、本書では、同系であることが証明済みである日本語内の諸方

言（本土諸方言、琉球諸方言、かつての東国方言の流れを汲む八丈島方言など）

を対象に据えて、それらの関係がどのようであったかを考察し、その祖形がど

のように再建されるかを、特に母音に関して具体的に論じている。その点で、

本書は題名のとおり「日本祖語の再建」に焦点を当てた論文集である。

　最初にも述べたように、本書は比較方法の原理をわかりやすく説いており、

その意味では比較研究の教科書としての側面をもつ。と同時に、特に第 6 章の

あたりを読むと、実際の再建においてはさまざまな問題があり、仮説を立てて

はそれを何度も修正していかなければならないこと、しかも自分の立てた仮説

を廃棄・修正することがいかに困難であるかということがよくわかるはずであ

る。課題は多く残っている。答えのわかっていない課題を明らかにするのが研

究である。その意味で、本書は研究書・実践書としての側面ももつ。

　折しも、琉球諸方言の研究が盛んになり、比較研究も進んで「日琉祖語」の
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名前で呼ばれるその実体が徐々に明らかになりつつある。その流れを一層推し

進める上でも、本書の出版は役に立つものと信ずる。

　なお、ユネスコの提言以来、「琉球（諸）方言」は「琉球（諸）語」（個別には奄

美語、沖縄語、与那国語など）の名前で呼ばれることが一般化してきている。

しかし、それはユネスコがある判断からそう呼ぶことにしただけで、「言語」

であるか「方言」であるかの区別は言語学的に客観的な線が引けるものではな

く、相違の程度に加えて、政治・社会言語学を中心とするさまざまな観点から

分けられている（あるいは、分けずに便宜的に用いられている）に過ぎない。ま

してや、「言語」であれば重要で、「方言」であればそうではない、などという

ことは全くない。また、同系関係にあるということは、言葉を換えれば、同一

言語（祖語）の方言関係にある、ということでもある（同系関係が証明されてい

なければ別の言語で、方言ではありえない）。ここでは、著者が多く使ってい

る「琉球（諸）方言」を用いているが、「琉球（諸）語」と呼んでも、その主張に

は何ら影響しないことに留意されたい。「八丈語」と「八丈（島）方言」につい

ても同様である。大事なのは言語か方言かでも、また祖語の名称でもない。そ

れを構成する諸言語がどのような関係にあるかを明らかにすることにある。

　関連して、本書の「日本祖語」と、近年言われる「日琉祖語」とは、完全に

同一とは言えない。本書の「日本祖語」は、かつての東国方言も含むもので、

その内部関係はさらに研究を進めなければならない。その関係が解明された後

で、その頂点に立つ大本の祖語をどう呼ぶかは、その段階で適切な名前を考え

ればいいことである。

編集方針

論文収録
　編者に渡されたリストは、1987 年 10 月時点で著者自らが選んで配列したも

のを岩波書店編集部が入力した電子ファイルで、再編成後の本書の章立てで言

えば、第 1, 2, 9, 17, 3, 20, 4, 10, 11, 5, 12, 6, 7, 8, 14, 19（19 は関連する 2 編を統

合）の各章に相当する 17 編が、1962 年 4 月から 1987 年 7 月まで発表年月順に

並んでいた。そして、これらのほかに、後出の 4 編が含まれていた。それら
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21 編の後に、子息の服部旦氏が後で付け加えた関連候補論文 16 編、検討参考

論文 7 編の計 23 編が並んでいた。

　それを受け取ってすべての論に目を通した後、全部を含めると大部で相当に

高額なものにならざるを得ないという出版社からの話を受けて、選択（むしろ

割愛）の基本方針を 2 点定めた。論文集にすでに再録されていて入手の容易な

もの、および「日本祖語の再建」という主題からはやや離れていると認められ

るものは、その重要性に関わりなく割愛するしかないという判断をした。一定

の価格内に収めて、将来のある若手研究者に買って読んでもらえるという目的

を優先した選択である。

　最終的に割愛した 4 編は、「日本語の起源」は服部旦編（2000）『服部四郎沖

縄調査日記』（汲古書院）に含まれることから、『魏志倭人伝』と実際の地形の両

方を著者の言語学の研究手法に従って分析して「邪馬台国熊本市説」を提唱し

た長編の「邪馬台国はどこか」と「同 続論」は服部四郎（1990）『邪馬台国は

どこか』（朝日出版社）として刊行されていることから、そして「アクセントの音

声表記と音韻表記」（『月刊言語』12（9）: 104─107）はテーマの点から、見送ること

になった。特に『邪馬台国はどこか』は日本祖語との関連で考察したもので、

琉球諸方言の直接の祖語は日本祖語から分岐発展した 3 世紀初めの「くまそ方

言」であろうとしているので、別途参照されたい。

　旦氏による追加分に関しても同じ方針で臨み、ほかの論と内容が重なるもの、

むしろ一般音声学の分野とすべきものは割愛し、本書の関連テーマであっても、

その出発点となる他者の論も掲載して照らし合わせながら読まないと理解が難

しい批判論文等も、全体の量を考えて断念した。その結果、関連候補論文から

は第 16 章の「沖縄の言語と文化」、第 13 章「橋本進吉先生の学恩」（（一）と

（二）を統合）、第 15 章「過去の言語の音韻共時態再構の方法」（（上）と（下）を統

合）を取り入れた。検討参考論文からは、「急を要する琉球諸方言の記述的研

究」の 1 編を第 18 章として加えることにした。

　旦氏追加分で見送ったのは下記のとおりである（『日本語の系統』に再録済み

のものは除く）。

「大野晋著『日本語の起源』」『図書新聞』1957 年 10 月 26 日。



x──解説（上野善道）

「日本語と朝鮮語の分れ 3 千年よりは前」『新潟日報』1983 年 10 月 16 日。

「金田一春彦君への質問とお願い」『月刊言語』9（6）: 154─160、1980 年 6

月。

「柴田武君の奈良時代日本語八母音音素説を駁す」『月刊言語』10（2）: 85─
89、1981 年 2 月。

「本誌前号所載の拙論への補説」『月刊言語』10（3）: 95、1981 年 3 月。

「柴田君へのお答え」『月刊言語』10（5）: 114─122、1981 年 5 月。

「「柴田君へのお答え」への注」『月刊言語』10（11）: 106─107、1981 年 11

月。

「毛利正守氏の「萬葉集ヤ・ワ行の音声──イ・ウの場合」について」『月

刊言語』11（8）: 94─97、1982 年 8 月。

「日本語の「ザ行音」と「ダ行音」」『月刊言語』12（1）: 92─93、1983 年 1

月。

「東京、亀山、土佐、首里の諸方言の frontal obstruent について」『月刊言

語』12（2）: 84─87、1983 年 2 月。

「蒙古諸言語の「＊i の折れ」」『月刊言語』12（6）: 109─113、1983 年 6 月。

「王育徳君著『台湾語入門』『台湾語初級』」『月刊言語』12（10）: 115─119、
1983 年 10 月。

「蒙古諸言語の「＊i の折れ」再説（上）」『月刊言語』12（11）: 101─105、
1983 年 11 月。

「蒙古諸言語の「＊i の折れ」再説（下）」『月刊言語』12（12）: 105─108、
1983 年 12 月。

「Distinctive Feature について──paper phonetics 的思考を防ぐために」『月

刊言語』13（1）: 249─253、1984 年 1 月。

「中古漢語音と上代日本語音──paper phonetics 的思考を防ぐために」『月

刊言語』13（2）: 108─113、1984 年 2 月。

論文配列
　元の発表年月順の配列は、著者の思考の過程を追う上では便利であるが、テ

ーマが飛び飛びになって読者が全体を理解する上では必ずしも便利ではないと
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考えて、内容に応じた章立てにすることにした。その結果が、目次に見るよう

な、第 1 部「日本語の系統」、第 2 部「日本祖語について」、第 3 部「上代日本

語の母音体系」、第 4 部「琉球諸方言および本土諸方言」、の 4 部立てである。

　第 1 部は総説的なもの、第 2 部は 22 回に及ぶ長期連載の「日本祖語につい

て」が中心で、それをそのままタイトルとした。八丈島方言や、琉球方言と本

土方言の関係を扱った論もここに収めた。第 3 部は上代日本語の母音を扱った

論で、著者の立場が明確になるよう「母音体系」とした。最後の第 4 部が琉球

諸方言と本土諸方言の各論的なもので、その終わりに、基礎語彙統計学の立場

から全国諸方言の位置づけをした論を置いた。各部の中はできるだけ関連の深

い論を並べ、理解がしやすくなるように努めた。各論文については、後半に私

見も交えた簡単な解説を添える。

編集校正
　まずは当然のことながら、正誤表が出ているもの、著者自身が誤植等を訂正

していた部分はそれに従って改めた。

　次に、具体的な作業に入るに当たっては、著者自身の論文集『アルタイ諸言

語の研究』Ⅰの「序文」にある次の言葉を手本とすることにした。

学術論文といっても、コミュニケーションの成立することを目標としてい

るのだから、その障碍となるような表記法はよくない。当然、現代かなづ

かいと新字体の漢字を用い、仮名ばかり長く続いて読みにくく成らないよ

うに、適当に漢字を混ぜたので、表記法自身はかなり変わったけれども、

学問的内容は改めないようにした。【中略】数字は、際立つと同時に数を把

握し易いアラビア数字に殆んど改めた。

　すなわち、原文の忠実な再現でも、原文とその修正とを逐一明示したいわば

校訂本の作成でもなく、今の若い人たちが素直に読める形で、同時に著者の考

えは変えることなくしっかり伝わるような形のものにすることを基本方針とし

た。

　その方針に合わせて、さまざまな表記の不統一は、断わりなしにできるかぎ

り統一した（原則を定めたが、実際の校正では各表記の出現数も考慮して決め
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た）。旧漢字（正字体）も新字体に改めた。人名も、「東條操、宮良當壯」などと

あるところは「東条操、宮良当壮」などとした。ただし、「頸」と「首」など、

著者が意図的に使い分けていることを知っている箇所や「上田萬年」はそのま

まとした。送り仮名も、著者が意図的に使っていると見なしたところ以外は、

通常のものに変えた。常用漢字（の音訓）を基本とし、それ以外の漢字を仮名に

直したところもある（上記引用の最後の部分で言えば、「把握しやすいアラビア

数字にほとんど改めた。」というような形にした）。数字は、著者の方針に従っ

て算用数字を基本とした。そのため、一般の慣用よりも算用数字が多くなって

いる。著者自身の過去の論文からの引用部分もこれらの方針で揃えた。

　その中で、「～を（～に）変化する」（「～を（～に）変化させる」ではない）とい

う「変化する」の他動詞用法と、「～を固執する」（「～に固執する」ではない）

という表現は、数もそれなりに現れ、一時代前までの用法であったことがわか

っているので、資料的な側面からそのまま残すことにした。1 例だけある「考

え換える」もそのままとした。

　他者の論文からの引用は、原則として元のままとしたが、数字などの表記は

統一したところもある。その場合でも、当然ながら、内容に手を加えることは

していない。

　引用箇所は、その文言から具体的なデータに至るまで、可能なかぎり原典に

当たって確認をし、単純な誤りと認めたところは、これも断わりなしに正した。

ただし、論旨に影響する可能性があると判断したところは、〔 〕に入れて補注

としてその旨を記した。手書きの中国資料に関しては、漢字の異体字の判断な

らびにその印刷が難しく、注記を断念した箇所もある。また、注記をしたもの

の一部は、著者自身が同様の判断をしていた可能性もある。引用原文に〔 〕が

含まれていた場合は、その旨を注記するか、適宜［ ］か（ ）に置き換えた。

　引用文献情報についても、元に当たってその参照ページ数、開始と終了のペ

ージ数も示すなど、必ずしも〔 〕に入れずに形式を整えた。文献類は、「参照文

献」として巻末にまとめて掲げ、その後、論文集などに収録されているものは、

わかるかぎりその情報も追記した。

　これらの原典との照合・校正には平子達也氏の協力を得て、2 人で二重チェ

ックをして誤りのないように努めた。ただ、原典が図書館にもなかったり、版
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が違っていたりして、確認できないものが最後まで数点残った。

　本文の注は章末にまとめた。文献注は原文では伝統的な形式になっていたが、

現在一般的になっている「著者名（刊行年）」の形式に全面的に書き換えた。そ

の際、原文の「○○○○氏は」などの部分はできるだけ生かしながら、そのあ

とに（○○ 1980: 19─20）のようにした。冗長にはなるが、原文の「先生、氏、

君、さん」は著者が自らとの関係を示しているものなので、これを削除するこ

とは避けた。また、フルネームにしてある箇所（通常は初出箇所および同姓者）

もそのまま生かし、名字だけにすることも避けた。近年の名字だけの方式では

同姓者のうちの誰であるかわからないので不適切である、という著者の考えを

反映したものである。刊行年情報は「1980（昭和 55）年」のように、西暦と元号

を併記した。この併記方式は、文献に限らず、本文一般にも用いた。元号から

時代風潮も伝わるという著者の考えを守りたいという、服部旦氏からの提案を

受けたものである。文献だけの注は本文の中に埋め込んだ。

　地名などの読みにくい固有名詞には〔 〕なしにルビを振った。特に奄美・沖

縄の地名は、公的な読みか方言読みかで発音の異なるものが多いが、公的読み

を原則とした。方言読みは仮名表記が難しいこともあり、編者が調査をしてお

らず方言読みの不明な地点があるからでもある。公的読みはひらがな、方言読

みはカタカナとしたが、後者は奄美喜界島の「阿
アディン

伝」のように、著者自身が振

っているところに限られる。ごく一部、編者の現地調査で何人にも確認した結

果と違っていたところは、断わらずに直すか、必要な補注を加えた。

　方言調査で取り上げられるような町村名は、特に平成の大合併のあとは変更

されているものが非常に多い。それらには補注の形で現在の市町村名を入れた。

　本文中には、「これについては後述（する）」「後に説く」という類の表現が頻

出するが、ほとんどの場合、どことは特定されていない。これも可能なかぎり

該当すると見られる箇所を探して注記するように努めた。この作業も平子氏の

協力によるところが大きい。ただし、直後に述べていて自明の場合、あるいは

どこと特定できない場合は、適宜この字句を省くか、注記なしとした。

　これらの作業によって、本書がより読みやすく、より理解しやすい形になっ

ているものと思う。ただし、著者の意図をゆがめた点があったとしたら、すべ

て編者の責任である。お気付きの点はご指摘いただければ幸いである。
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各論文の簡略解説

第 1 部　日本語の系統

第 1 章　日本語の系統（1962）

　本書は独立した論考を集めた論文集ではあるが、その全体の導入かつ概説

となっている論。言語の系統とはどういうことかをわかりやすく説き明かす。

日本語の系統は不明だが、日本祖語は 2000 年ほど前に北九州で話されてい

たものと想定することはできる、とする。が、同時に、他にもさまざまな可

能性があり、言語学的に再建される日本祖語は、いつの時代にも、どこにも、

かつて話されたことのない仮説的概念に過ぎないこともありうる、と述べる。

この最後の可能性は十分に注意する必要がある。研究者によっては、祖語と

はそもそもそういうものと考える人もある。

第 2 章　日本語はどこから来たか？（1967）

　この問いを「日本人はどこから来たか」と同一視する人がいることに対す

る注意から始めて日本語の系統に説き及ぶ。著者の考える可能性とその蓋然

性を示しながら、単純明解な結論の出る問題ではないとする。ここに、「可

能性」とは有無を、「蓋然性」とはその程度を表わし、「可能性の蓋然性」が

あることになる。著者の論全般を理解する上で重要な区別である。

　なお、この論文は改行が少なく、その中に長い引用文も含まれていたので、

改行や字下げなどの形式面でかなり手を入れて読みやすくした。

第 2 部　日本祖語について

第 3 章　八丈島方言について（1968）

　八丈島方言は東歌に見られる東国方言の系統を引く非日本祖語系方言が本

州東部方言の同化を受けつつ成立したもの、とする仮説を裏付ける調査資料

を提示した論文。特に、形容詞連体形の「長ケ（～）」、動詞連体形の「立ト

（～）」など形態論的特徴に着目し、後者の形から琉球方言との関係に関して

重要な仮説を導いている。

　先行研究も参照しながら編者なりに八丈島以外の東国方言的特徴に関して
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補足をすると、この形容詞と動詞の（終止形と区別される）連体形は、八丈

島・青ヶ島の他に、信越国境にまたがる秋山郷にも報告がある。他の特徴の

例もいくつか挙げると、動詞否定形（「書カノー、起きノー」など。Cf. 東歌

のナフ）が山梨県早川町奈良田、静岡県井川村（今は静岡市）にある。動詞の

促音便（「飛ッデ、泳ッデ」など）が八丈島、伊豆利
と

島
しま

、山梨県奈良田（終止形

は「飛ッドー」）、長野県開
かい

田
だ

村（今は木曽町）、岐阜県徳山村戸
とにゅう

入（ダムに水

没）、新潟県魚沼地方などにあり、さらに名詞でも「貧乏」を「ビッボー、

ビッポー、ビッポ」などと言う（秋山郷なども名詞には出る）。この促音の出

現から考えると、私見では、音韻面でも東国方言の濁音は前鼻音を伴ってい

なかったことが推定される。東国方言に関連する論をいくつか示しておく。

馬瀬良雄 編（1982）『信越の秘境 秋山郷のことばと暮らし』第一法規出版。

金田一春彦（1967）「東国方言の歴史を考える」『国語学』69: 40─50。

上野善道 編（1989）「音韻総覧」徳川宗賢監修『日本方言大辞典』下、小学

館。

　東国方言の特徴（上にはその一部を掲げた）を保持すると見られる方言の調

査研究はまだまだ不十分である。それなのに、これらの方言も危機に瀕して

いる。たとえば奈良田集落は、一番若い住人でも 60 代半ばである。若者が

方言を話さなくなっているのではなく、若者がいないのである。これは日本

の方々の集落で起こり得る近未来の姿である。人なくして言葉の存続はあり

えない。琉球方言の陰に隠れた形になってしまっているが、特に史的な重要

性を考えたとき、これらの本土方言にもより一層着目する必要がある。

第 4 章　琉球方言と本土方言（1976）

　本格的な日本祖語論を展開した、いろいろの点で注目される重要な論文。

最も大きな主張は、当初は「日本曽祖語」を立て、それがまず奈良朝東国方

言と日本祖語とに分かれ、次いで日本祖語が奈良朝中央方言と琉球方言に分

かれたとする仮説であったのを廃棄して、「日本祖語」から奈良朝東国方言、

同中央方言、琉球方言の 3 者が別々の方向に分かれたとする仮説に変わった

点である（ただし、3 者が同時に分岐したという確証はないとする）。これに

伴い、日本祖語から奈良朝中央方言への母音の変遷仮説も大きく転換するこ
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とになる。この後の服部説の根幹は、この論をもって基本枠が定まった感が

ある。

第 5 章　日本祖語の母音体系（1976/6/22）

　新聞掲載の短い記事ながら、第 4 章のまとめとなっている。第 4 章の新し

い仮説により、「音韻法則の例外」が説明できるようになったことをわかり

やすい例で説く。古い仮説を捨てることの困難さと、多少の例外は付きもの

だとせずに、例外の「なぜ」を追究していくことの重要さが伝わる。（細か

い資料を 1 つ補強しておくと、編者の青森市調査では「水」は［mẽdzɪ］が得

られている。）

第 6 章　日本祖語について（1978─79）

　22 回にわたって連載された、本書の中心をなす論考。「日本祖語」という

術語の説明から入って比較方法の発達史を振り返り、その日本への導入・受

け入れをチャンブレン（チェンバレン）、ポリワーノフ、伊波普猷を中心に取

り上げながら、著者自らの研究と比べて批判的に論ずる。その研究史を通し

て「琉球方言と上代日本語と日本祖語」という主題に入っていく。

　話は多岐にわたり、しかもそれぞれ深いテーマなので、ここに逐一取り上

げることはしないが、生きている言語のフィールドワーク（音声言語調査）、

書かれた過去の言語の文献言語調査、それを扱う比較方法という理論、この
3 つがこの分野の研究に不可欠であることを実例でもって示しており、著者

がこの 3 つの能力を兼ね備えた稀有な存在であることが伝わってくる。氏を

評して言語学を文献学から独立させた人とする見方もあるが、著者にとって

はそれは当たっておらず、音声学も文献学もすべて氏の言語学の一部であり、

言語を解明するための必要な手段に過ぎない、ということになるのであろう。

　その巨人の雄編ではあるが、そうは言っても、これだけ広い分野にわたっ

ており、しかも 40 年前の仕事である。むしろ、発展の余地のある研究テー

マの宝庫であると捉えてその研究を進展させていくことこそ、この論文を読

む者の務めであろう。編者も、わずかその最後の 2 回分（第 21 回と第 22 回）

の論（と本書には含まれないが、服部 1967a のアイヌ祖語のアクセント）につ

いてだけではあるが、私見を発表したことがある。
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上野善道（2017）「長母音の短縮から核が生ずるか──服部仮説を巡って」

『アジア・アフリカ言語文化研究』94: 345─363。

　本章の最後に取り上げられている『枕草子』の「ひてつ車に」については

次がある（安田 2015 の補説も参照）。

安田尚道（1992）「『枕草子』の「ひてつくるまに」──沖縄などの方言に

おける個数詞ヒテツ（1 個）をめぐって」『国語と国文学』69（11）: 87─95（安

田（2015）『日本語数詞の歴史的研究』武蔵野書院、197─211 に改題所収）。

　中国資料に関しては、たとえば下記があり、他の研究も引用されている。

多和田眞一郎（2010）『沖縄語音韻の歴史的研究』溪水社。

石崎博志（2015）『琉球語史研究』好文出版。

　なお、組版の都合上、第 6, 10, 15 回と第 5 節の始まりで改頁とした。

第 7 章　琉球語源辞典の構想（1979）

　第 4, 6 章からの発展を講演で話したものの活字化。現代京都方言等のキに

対して琉球方言ではチが対応するのが原則であるが、「木」はどちらもキで

ある等の例外がいくつかある。これを単に例外とはせず、しかもいわゆる甲

乙の区別をもつ奈良朝中央方言から導き出すのでもなく、その元の日本祖語

の形を再建することにより、例外が解消して歴史が見えてくるとする。その

上で、琉球方言には「A 時代、B 時代、C 時代（現代を含む）」の 3 つの相対

年代が比較方法によって導き出されるとし、「語音翻訳」や『おもろさうし』

などの文献からその位置づけに迫り、琉球漢字音の話題まで取り上げている。

　最後に琉球語源辞典の構想を語り、方言記述調査（「ない」ことの記録も含

む）、古文書類を含む過去のあらゆる文献、碑文・歌謡等々の集成、会話語

の記録、さらに文典（文法書）の必要性を説く。

第 8 章　音韻法則の例外──琉球文化史への一寄与（1979）

　前章の発展で、首里方言に多数見出される漢（字）語借用語は、中国語から

直接入ったものはごくわずかで、ほとんどが本土漢字語を取り入れたもので

あり、しかもその音形（琉球漢字音）を対応規則に基づいて精密に考察すると、
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その成立年代も推定でき、先の「A 時代、B 時代、C 時代」がいつごろであ

ったかも、ある程度推定可能だとする。音対応の例外の徹底した探求という、

傍から見ると一見現実性のない空論と思われかねない考察が、琉球文化史の

解明に大きく寄与することを示す画期的な論。同時にこのことは、琉球王国

の人々が中国（明・清）よりも日本に対して親近感をもっていた証拠ともなる

とする。

第 9 章　やま、もり、たけ（1967）

　再建は、一般には音に関して行なわれる。しかしながら、言語の変化は音

だけではなく意味の面でも起こる。琉球方言を中心にしながら辞典類で全国

を見渡し、その意味の再建に挑んだ論。音法則のような規則性は認められな

いので、意味の再建はそれだけ難しくなり、従来「原義」と言われていたも

のに近くなるであろうが、著者は意味を「意義特徴」に分析してそれが日本

祖語までさかのぼるかを検討しており、今後さらに発展させるべき領域であ

る。なお、題名が「山、森、岳（嶽）」となっていない点に注意。漢字は本来

のものとは違う意味を思わせてしまうおそれがあり、音形だけを示したもの

であろう。たとえば「もり」は《丘》の意味で使われるところが多く、むし

ろ「盛り」が近い。

　音の対応を求めるときは、意味の同一性を前提としている。しかしながら、

現実には意味もまた変化しており、意味がずれた単語を比較することも少な

くない。解説の冒頭で「基本的な意味を等しくする単語どうしを比べ」とし

て「基本的な」を付けた理由である。しかし、他で音対応が明らかになって

いてその規則に合致していれば、意味がかなりずれていても問題なく同源語

という認定ができ、むしろそこから意味変化の考察が可能になる。「風呂」

と「フ（ー）ル」《豚小屋便所》など、関連する項目がいろいろ思い浮かぶ。

第 3 部　上代日本語の母音体系

第 10 章　上代日本語の母音体系と母音調和（1976）

第 11 章　上代日本語のいわゆる“8 母音”について（1976）

第 12 章　上代日本語の母音音素は 6 つであって 8 つではない（1976）

第 13 章　講演「橋本進吉先生の学恩」補説（1983）
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第 14 章　奈良時代中央方言の音韻の再構について（1983）

第 15 章　過去の言語の音韻共時態再構の方法──「上代日本語」を例として
（1983）

　この第 10 章と第 11 章は、著者の論にしては珍しく内容の重複が目立つが、

挙例の違いなどがあるので、そのまま両者を収録することとした。

　第 3 部は一括して述べる。橋本進吉による「上代特殊仮名遣」の再発見と

体系づけの講義を聞いた著者は、その推定音価に修正を加えたあと、イ列と

エ列の甲乙の区別は先立つ子音の口蓋化の有無によるもので母音「音素」は

同じであり、一方、オ列甲乙の母音は音韻的に対立する別音素という解釈を
1959a から一貫して取っている。そして、オ列の「甲、乙」は他と性質が違

うことから、これを「陽、陰」という別の用語で呼ぶべきとする。

　この立場から、通説の 8 母音音素説はこれを厳しく排し、7 母音音素説も

退け、さらに内的再建に基づく松本克己 5 母音音素説も、手法は評価しなが

らも、オ列の 2 つの母音はやはり対立すると主張する。また、有坂秀世の

「音節結合の法則」は母音調和の名残りと見るが、アルタイ諸言語や朝鮮語

のそれとは著しく異なるとする。

　著者はイ列エ列の甲乙の対立は口蓋化の有無によるとする点では一貫して

いるが、その音韻解釈には変遷がある。今、キの甲乙とヤ行頭音の順で示す

と、次の 3 段階を経ている。（以下の /ĭ/ は著者の /ĭ/ に同じ。）

服部 1959a 等 服部 1976f 服部 1983

/kji/ と /ki/ と /ĭ/ /kJi/ と /ki/ と /j/ /ki/ と /koi/ と /j/

すなわち、甲の子音に口蓋化する音素 /j/ を立ててヤ行は半母音の /ĭ/ とし

ていたのが、1976f ではそれぞれ記号を /J/ と /j/ に変えている。いずれの

場合も拗音（/kja/ など）がまだ存在せず、両者は別音素であるとしている点

は同じだが、一般音韻論から見て、/j/ は /u, o, a/ の前に現れやすく、/J/ は

先行子音音素と結合してのみ出て、かつ /i, e/ の前に現れることなどが根拠

となっている。ところが、1983 では、/i/ の前が口蓋化するのは当たり前

（無標）であって表記も普通の /ki/ にし、口蓋化しない乙の方が「結びつき

方が普通ではない」ことを表わすために子音と母音との間に /o/ を入れて示

す方式に変えている。
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　その音声実質の説明は /o/ でもよくわかる。しかし、問題はこの /o/ の音

韻論的位置づけが何であるかである。この疑問は当然起こることで、たとえ

ば小倉肇（2011: 24）や早田輝洋（2017: 59）も問題視している。両者とも 6 母音

音素体系という点は服部と同じであるが、小倉は結論としてむしろ服部の初

期の 1959a 案を取るとし、早田は出力の音声形は全く服部と同じであるが、

入力形にその出力と 1 対 1 対応する音素レベルは不要である（従って、問題

となる / / 表示はそもそも設けない）とする立場を取っている。

小倉肇（2011）『日本語音韻史論考』和泉書院（所収の小倉（1987）「上代日本

語の母音体系（上）」『弘前大学国語国文学』9: 左 1─15 への補注）。

早田輝洋（2017）「上代日本語の母音」『上代日本語の音韻』岩波書店、53─
68（初出は早田（2009）「上代日本語の母音」『水門 言葉と歴史』21: 1─13）。

　一方、松本克己（1995）の第 2 章「上代語「5 母音説」──その後の展開」

は、類型論と普遍性の観点から 5 母音説を再述している。他の先行研究に

も触れている。

第 4 部　琉球諸方言および本土諸方言

第 16 章　沖縄の言語と文化（1968/1/24）

　沖縄の言語と文化は、本土のそれとは異なる発達経路をたどったもので、

本土で失われた古代の特徴を保存している点も多く、日本語・日本文化史の

研究にとって貴重きわまりないものだと説く。と同時に、古代語の姿を丸ご

と保っているのではなく、本土にはない改新も起こっていることの注意も忘

れない。とかく古代語そのものと思いがち、あるいは思いたがりがちだから

である。また、5・7・5・7・7（31 文字）の和歌と、8・8・8・6（30 文字）の琉

歌は、やはり一方から他方が出たものではなく、共通の祖形から別々の方向

に変化したものとする比較言語学の考え方に基づく説を述べている。

第 17 章　〈書評〉平山輝男著『琉球方言の総合的研究』（1968）

　書評ではあるが、実はその中で服部音韻論を展開している。奄美大島佐仁

方言の鼻母音を平山とは違って /m/ と解釈し、あわせて、喜界島阿伝方言
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の鼻母音は /ŋ/ と解釈する案を提示している。従うべき説である。なお、

朝鮮語大邱方言の鼻母音は「鼻音＋母音」と解釈している。（ちなみに、朝

鮮語の鼻子音が落ちて鼻母音になる発音と、鼻子音が発音されて鼻母音には

ならない発音は、ともに同じ音韻的構造だが、異なる文体的レベルに属する、

としている。服部（1968b＝1989: 329）。）

　一体、著者は、書評や他の本の「はしがき」、祝辞などに、一つの論文に

相当するような内容や情報を含むものをしばしば書いていることを忘れては

ならない。沖縄関係で言えば、たとえば、仲原善忠・外間守善（1967）『おも

ろさうし 辞典・総索引』（角川書店）の「はしがき──琉球の言語と文化の研

究方法について」、服部（1987）「琉球方言クラブの 30 周年を祝って」『琉球

方言論叢』pp. 5─10（服部旦 2008: 273─283 所収）などの例がある。しかし、これ

らが「論文」でないためか、あまり注目されないらしく、上記の奄美方言の

音韻解釈を知らずにいる人も多いのは残念である。

　書評に戻ると、奄美・沖縄方言の母音変化に関する平山説（それは同時に

通説）をも、奈良朝時代の母音解釈の立場から批判し、奄美方言と首里方言

は、いずれとも異なる祖形から別々の方向に変化したものだとしている。

第 18 章　急を要する琉球諸方言の記述的研究（1973）

　沖縄に対する深い思いに裏付けられながら、特にその若い世代に向かって

話し掛ける口調で琉球方言の重要性と調査研究の緊急性をわかりやすく述べ

る。その学問的な姿勢を少しも緩めずに、なすべきことと、それがなぜ必要

なのか諄々と説いている。方言を非現代的な過去の遺物と見る感情から生ず

る方言調査研究に対する抗議──最近は随分情勢が変わってきたものの、か

つては学者の業績稼ぎのためだろうと非難される経験もしたらしい。服部旦
（2008: 4, 244 など）参照──に対しては 3 つの回答が用意されている。そのう

ちの 3 番目に、「1 つの言語（方言）に顕在している特徴はすべて普遍的であ

る」という著者独自の言語観が述べられている。ここから、すべての言語・

方言はどれも掛け替えのない存在であることが導かれる。

第 19 章　日本語諸方言のアクセントの研究と比較方法（1985, 1987）

　一言で言えば、日本語諸方言アクセントの史的研究にも正しい「比較方

法」が不可欠という主張である。「その祖形から現在までに知られているす
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べての方言（『名義抄』方言も含む）の実在形への通時的変化が無理なく説明

できる」という比較方法による祖形再構の作業原則の例が書かれてあり、も

し新しい方言が発見されてその祖形では説明がつかなくなった場合は、祖形

を立て直せばよいとする。

　これは重要な点で、ある仮説では説明できない新たな方言の例が見つかる

と、その仮説が間違っていたという言い方がよくなされるが、それこそ間違

いである。祖形とは、あくまでも、それまで得られているすべての例を説明

するための仮説なのだから、説明できない例が見つかった場合はそれも説明

できる形に組み替えるのは理の当然である。逆に、比較方法による理詰めの

推論による仮説ではなく、勘による推測とたまたまうまく合う例が見つかっ

たとしても、それは推論の正しさの証明にはならないことになる。

　後半の秋永一枝・金田一春彦批判に関して、著者も常に＊X を立ててそれ

からの変化とするわけではなく、地理的に連続している地域の A 体系と B

体系の間では A → B の変化も認めている旨の記述がある。しかしこれは、

誤解を受けかねない書き方だと考える。編者の理解するところでは、そして

それは著者の考えでもあると思っているのだが、直系の子孫でないかぎり、

変化のモデルは常に一つで、下記のものしかないと考える。
＊X

A B

　一見 A → B の変化のように見えても、それは上記の＊X＝A の特例に過ぎ

ず、変化としては、やはり上の図式に当てはまるものである。B は、今の A

から直接変わったのではなく、もと＊A（＝＊X）であった段階から変化したも

のと考えるからである。その間、A は不変化だったのである。

　なお、本論文の対象となっている編者の考えについて余計な紙面を使うべ

きではないが、1 点だけ補うと、その下降式仮説は、本文に書かれているよ

うに本土方言について考えたものではあるが、琉球方言のいわゆる A 類に

ついても当てはまる、すなわち日本祖語にまでさかのぼるものと考えている。

　別の話になるが、章末の「付記」も見逃せない情報を含む。著者の視野は

広く、単に言語事実だけに限られていたのではなかったことがわかる。
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第 20 章　方言区画論・周圏論と基礎語彙統計学（1970）

　基礎語彙統計学とは、以前の言語年代学を改称したものである。言語年代

学はさまざまな批判を受けてきたが、この論文は同系である日本語諸方言の

みを扱っていてその対応関係もはっきりしていること、および、分岐年代よ

りも、基礎語彙における相互の相対的距離を扱っていることから、そういう

批判とは独立に読むことができる。

　注目されるのは、東京と京都の相対的距離が最も近いこと、八丈島方言が

孤立していること、周辺分布の共通性は見られるものの、全体として八丈と

宮古・首里・奄美は互いに最も遠いことなどで、結論として、本土対琉球の
2 大別に代わる、本土、奄美・沖縄、宮古の 3 大別、あるいは八丈も加えた
4 大別の可能性も考慮しなければならないとする。
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凡　 例

・各論文の発表以後に公表された正誤表および著者手沢本にある訂正を
反映した。また、単純な誤記と思われる箇所は、一々断ることなく訂
正した。

・文献参照は著者名と刊行年で示す形式に統一し、初出論文では本文中
や注に記されていた文献情報を巻末の「参照文献」にまとめた。その
ため、各論文の注番号は初出論文と異なることがある。

・年、数字、用字など、表記上の統一を行なった。
・【　】は著者による補足、〔　〕は補注者による補足である。
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第 1 章　日本語の系統

1　言語の「系統」とはどういうことか

　言語は時代とともに変化して、とどまることがない。日本語でもシナ語〔著

者は、「支那語」の表記は問題を含むので避け、China の意味の中立的な名称という意図

でカタカナ表記にして「シナ語」を用いている。本論集では、これをそのまま踏襲した。

後出の「シナ人」も同様。服部四郎（1992: 118─119、初出は 1956b）も参照〕でも英語で

もアラビア語でも、その他のどんな言語でも、その歴史が少しでもわかるとこ

ろでは、そのことが実証されるし、過去の記録の全くない言語では、その方言

の分布状態その他から、そのことが推察される。どんな言語でも、老年層と青

少年層とでは、ことばが少しずつ違っているが、そのような違いが積み重なっ

て、数百年のうちに、かなり大きな差異となってくる。そして、その変化は、

発音・文法・語彙いずれの面においても起こる。文法や語彙は変化したが発音

は元のままだとか、文法は元のままで発音と語彙が変化した、などということ

はない。どの面においても、何らかの変化が現れてくる。

　ほぼ同じ 1）言語を話している 1 つの共同体 A が、何かの原因（たとえば、海

を越えての移住、あるいは異民族の割り込み）で 2 つ（あるいはそれ以上）の共

同体 a，b（……）に分かれ、それらの間の言語的交通がとだえると、新しくでき

た各々の共同体の言語は、時代とともに変化を始めるが、おもしろいことに、

変化の方向は、共同体ごとに必ず違っている。新しくできた共同体 a の言語と、

共同体 b の言語とは、たとえば 200 年後には、必ず、発音・文法・語彙いずれ

の面においても、たがいに違ったものとなってくる。そして、その違いは、時

代がたつにつれてますます大きくなり、しまいには、たがいに全くことばが通

じない程度になる。このようにしてできた言語 a と言語 b とは、たがいに「親

族関係」を有する「同系語」であると言い、また、それらの言語は同一の「語
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族」に属すると言い、元の言語 X をそれらの「祖語」と言う。オランダ語と

英語、あるいはチェッコスロヴァク語〔チェコ語とスロヴァキア語〕とセルボクロ

アト語〔セルビア語・クロアチア語〕とは、それぞれこのようにしてできた同系語

である。

　両共同体が分裂後 2000 年たった程度である場合には、言語学者は、a，b 2 つ

の言語が同一の祖語 X からたがいに違った方向に発達してきたものであるこ

とを、比較方法という極めて厳密な方法によって証明することができる 2）。し

かし、年代がたつにつれて両者の差異はますます大きくなるから、親族関係の

証明はますます困難となり、5000 年もたつと、従来の比較方法のような厳密

な方法で証明することはほとんど不可能となり 3）、さらに年数がたつと、親族

関係の存在がただ漠然と認められるに過ぎなくなり、ついには、それさえも認

めることが難しくなる。

　1 つの言語が地続きの一定の地域内に広がった場合でも、その地域が非常に

広くかつ住民が定住していると、全地域に言語的交通がかたよりなく行なわれ

ることは困難だから、数百年ののちには、両端の地方のことばを直接較べると、

たがいにかなり違ったものとなってくる。そして、その地域内のたがいに離れ

た所に文化的・政治経済的・宗教的中心地が 2 つ（あるいはそれ以上）できると、

それらの中心地のことばが、それぞれ別の著しく違った言語へと発達していっ

て、2 つ（以上）の同系語ができる。フランス語・イタリア語・スペイン語はこ

のようにして、同一のラテン俗語から変化してできた同系語である。パリのフ

ランス語とローマのイタリア語とを直接較べると著しく違っているが、両者の

間にはごくわずかずつ違う方言が連続的に分布しており、仏伊国境においても、

それを境にしてことばが通じないという状態ではなく、国境の両側の方言の差

は、たがいにことばが通じる程度に小さい。

　言語は、このように、分裂的発達をとげる面があるが、統一的発達をする面

もある。現に我々は、わが国の各地の方言が共通語の影響でいろいろの程度に

共通語化していくのを目撃しつつある。このような変化は、初等教育、ラジオ、

テレビの普及の著しい国々では、特に急速に起こりつつあるが、そうでない国

や地方でも起こりつつあるから、過去においても起こったものと考えられる。

ことに、住民の移動その他の原因によって住民の混合が起こると、各地に生じ
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ていた方言は平均化される。方言と言われる程度の差である場合には、音韻体

系・文法体系・基礎語彙は近似しているから、同化的変化は起こりやすい。こ

のようにして、どの言語でも、数多くの方言に分裂しようとする力と、方言差

を消して平均化しようとする統一的力とが、同時に働きつつ 4）も、その時その

時、あるいはその場所その場所の条件によって、いずれかの力が他を制しつつ、

複雑な発達をとげて、今日の状態に達したものと考えられる。

　一方、たがいに全くことばの通じないほど違った言語を話す 2 つの共同体が、

いろいろな状態で隣接し合うようになっても、たがいの間に統一的力が働くこ

とがある。両者が対等の状態で対立しつつ影響し合う場合もあるが、一方が、

政治的、文化的に、あるいは話し手の数の上で優位にあると、他の言語に影響

して、それをいろいろの程度に同化する。文化的に優位にある民族の言語は、

何らかの言語的交通さえあれば、直接隣接しない遠隔の地の民族の言語に、同

化的影響を与えることさえある。

　最も容易に起こる言語的同化現象は単語の借用で、文化的事物の名称はたや

すく取り入れられる。現代日本語における英語その他の西洋語からの借用語は

その良い例である。このような借用語は非常に多量にのぼることさえある。現

代英語の中のフランス語からの、あるいはフランス語を通じての借用語は、全

語彙の半数にも達すると言われる。

　しかし、このような外国語の影響は、発音や文法の面にも現れ得る。日本語

には、語頭にラ行音の立つ自立語はなかった（「らし」のような付属語はあっ

た）が、シナ語その他の外国語の影響で、ラク（楽）、リク（陸）、ロク（六）、ラ

ジオ、レース等々、のような単語ができた。また、チェック語〔チェコ語〕の語

頭に立ち得る破裂音は、

無声音　　p- t- c-

有声音　　b-　　d-　　Ɉ-

のように、無声音と有声音とが対をなしているのに、無声音 k- に対する有声

音 g- がなかったが、外国語の影響で、g- で始まる単語ができた。また、英語

の
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単数　　analysis alumnus

複数　　analyses　　alumni

のような不規則な複数形もラテン語の影響（前者はギリシア語が中世ラテン語

を通じて入ったもの）によるものである。

　しかしながら、このような著しい外国語の影響も、その言語の音韻体系や文

法体系を根本的に変化させるようなものではない。上述の英語の不規則複数形

にしても、英語には元から単数形と複数形の対立があり、その上に、固有語に

すでに man, men; foot, feet; ox, oxen などのような不規則複数形があり、かつこ

のような不規則性は過去にさかのぼるほど著しかったことを思えば、英語の文

法体系を根本的に変化したものではない 5）ことがわかるし、チェック語の場合

でも、新しい音素ができたとは言い条、音素体系のあきまが満たされたのに過

ぎない。日本語の語頭のラ行子音にしても、全く新しい音素ではなく、母音間

には存したのである。英語がフランス語から借用した単語は、その語彙全体か

ら見れば極めて多量にのぼるけれども、ごく基礎的な単語は大部分が英語固有

のもので、フランス語からの借用語は非常に少ない。

　このように、音韻体系・文法体系・基礎語彙は、1 つの言語の核心部の 3 つ

の面に過ぎず、いわば「相まって 1 つの言語体系をなしている」のであって、

どんな著しい外国語の影響でも、短い期間にそれらを大きく変化させるような

ことはない。ことばが通じないほど違った外国語は、この三者が著しく違った

言語であるわけだが、そういう外国語が、強力な文化的政治的（宗教的）力を伴

って蔽いかぶさってくるとき、固有語の話し手たちは、2 つの相容れない言語

体系に直面して、固有語のものを固執するか、外国語のものを受け入れて固有

語のものを棄てるか、いずれかの道を選ばざるを得ないのが普通である。なぜ

なら、2 つの著しく異なる体系を平等に混合して、第 3 の新しい体系を作り出

すことは、ほとんど不可能だからである。

　第 1 の場合には、外国語の著しい影響を受けつつもその固有語の言語的核心

部は伝承し続けられ、従って、その言語の「系統」は変わったと認められない。

英語がフランス語の著しい影響を受けつつもゲルマン系統の言語と認められる

のはその例である。日本語が漢語の著しい影響を受けつつも、シナ語と同系統
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となったとは認められないのも、同じ理由による。

　第 2 の場合には、「言語のとりかえ」が起こる。これは、普通、若い世代

──そこでは、固有語をうとんじ外国語を好ましいと思う気風が支配的となる

──が固有語を忘れて外国語ばかりを話すようになり、老人たちも若い者に向

かってはその外国語を話すことが次第に多くなり、また、固有語を話す老年層

が死んでいくことによって、起こる。このような言語のとりかえは、小さい種

族においては、たびたび起こったようであり、現代においても方々で起こりつ

つある。言語の系統が人種の系統とは一応独立に研究されなければならない理

由は、言語のとりかえが起こらなかったという保証が得られない場合が少なく

ないからであり、人種的に甲種族（民族）と同系統のある種族が、自分の言語を

忘れて、人種的に系統の異なる乙種族（民族）の言語を話すようになった場合に

は、その種族は人種的には甲と同系統だが、その言語は乙のそれと同系統だ、

ということになるからである。政治的文化的その他の点で優位に立つ異民族の

言語を話すようになった種族（民族）は、その言語の底層〔基層とも〕（substratum）

になったと言う。

　上述の 2 つの場合の、いわば中間的な言語状態の 1 つとして、二重言語生活

（bilingualism）がある。個人が 2 つ（以上）の言語を話す例は多いが、1 つの種族

（民族）が二重言語生活を営む例もなくはない。しかし、その場合にも、系統を

異にする 2 つの言語が同一の民族によって話されているのに過ぎず、両者の中

間物・混合物的言語ができたのではない。しかも、2 つの言語を“完全に”話

すと言われる個人においてさえ、いずれか一方の言語がヨリ基礎的だというか

ら、1 つの種族（民族）が 2 つの言語を完全に話すということはあり得ない。ど

ちらかの言語の体系が基礎となっていて、それに基づいて他の言語を話すのが、

普通である。言語のとりかえが起こる場合には、老人層では固有語の体系が、

青少年層では外国語の体系が基礎となっている、というような二重言語状熊が、

過渡期において生ずることが少なくない。

　また注意しなければならないのは、音韻体系・文法体系・基礎語彙は相まっ

て 1 つの言語体系、言語的核心部を形成するものであるから、音韻体系だけあ

るいは文法体系だけ、外国語のものを取って他は固有語のものを保存するとか、

音韻体系と語彙だけ外国語のものを取って文法体系は固有語のものを保存する
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などということは、あり得ない。

　文法体系と語彙だけ外国語のものを取って、音韻体系は固有語のものを保存

する、ということもあり得ない。A 言語を話す種族（民族）が B 言語を話すよ

うになった場合に、固有語すなわち A 言語の発音習慣の一部分がこの種族の

話す B 言語に残ることがある。しかし、それは、固有語の音韻体系を固執し

つつ外国語を受け入れたのではなく、やはり音韻体系も外国語のを受け入れた

のであって、固有語の発音習慣がいろいろの程度に残るのに過ぎない 6）。

　しかしながら、音韻体系と文法体系だけ外国語のものを受け入れて、語彙だ

けは固有語のものを用いる、というような観を呈することがある。たとえば、

アルメニアのジプシーは、音韻と文法は完全にアルメニア語のもので、語彙だ

け固有語のものを保存する言語を話すという。しかし、このジプシーは、実は
9 9

アルメニア語も話す
9 9 9 9 9 9 9 9 9

二重言語生活者で、他のアルメニア人にわからないように

用いる隠語の語彙が固有語のものから成っているに過ぎない（A. Meillet 1926: 95）。

アメリカのジプシーも、英語を話す
9 9 9 9 9

一方、固有語の単語を数十ないし数百取り

入れた隠語を話すことがある。それらの単語は、英語式発音で発音され、英語

の文法に従って用いられる（L. Bloomfield 1933: 471）。これらのジプシーの隠語は、

語彙だけ固有語のものを保存するのではなく、実は、──仲間以外の人々に自

分たちの言語をわからなくするという目的を意識的にいだきつつ──語彙だけ

固有語のものを取り入れたというべきものである。これは「パラサイト的住

民」（populations parasites）においてのみ見られる特別な現象である〔Meillet 同上〕。

　また、ピジン英語（Pidgin English）などのような国際語は、シナ人の不完全な

英語のまね──発音や文法はシナ語のそれによりながら英語の単語を不完全に

まねて用いる──などによって成立した不完全な──単語の数の少ない──言

語であって、異民族間のごく単純な取り引きに用いられる。このような言語に、

先に述べたような意味における「言語の系統」という概念を適用することはで

きない。

　「日本語の系統」を問題にすることは、「日本語はどの言語と同系であるか」

を問題にすることであり、日本語が、たとえば朝鮮語と同系であることを証明

することは、とりもなおさず、日本語と朝鮮語の音韻体系・文法体系・基礎語

彙が、同一の祖語のそれを伝承し、それぞれ別の方向に発達させたものである
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ことを、証明することである。日本語は、その構造・体系から見ても、ピジン

英語のような不完全な言語から発達してきたとは考えられないが、アルメニア

のジプシーの隠語のような言語から発達してきたのでもない、という仮定を、

我々は暗々裏に立てている、と言ってよいであろう。

2　日本語と同系の言語は？

　さて、日本語はどの言語と同系だろうか。

　奄美群島・沖縄群島・先島群島（宮古群島・八重山群島）から成る琉球列島の

諸方言が、九州から東北（北海道）にかけて分布する内地諸方言と同系であるこ

とは、証明されている。琉球地方のことばがシナ語に似ているとか、南洋系の

ことばだというのは、全く根拠のない流説である。

　しかし、それ以外の言語と日本語との関係となると、もう確かなことは言え

ない。あらゆる点から見て、同系である蓋然性の最も大きいのは、朝鮮語であ

るが、諸学者の努力にもかかわらず、日本語と朝鮮語との親族関係は、まだ証

明されていない 7）。これは、もし両言語が同系であるとしても、祖語からの分

裂年代が古く、今から 2000 年前や 3000 年前のことではあり得ないことを意味

する、と解釈してよい。

　日本語とトゥングース語群・蒙古語群・チュルク語群（トルコ語と同系の諸

言語）との間にも、親族関係のある蓋然性はあるが、やはりまだ証明されてい

ない。一方、朝鮮語とトゥングース語とが親族関係を有すると説かれ、トゥン

グース語群と蒙古語群とチュルク語群とは親族関係を有するらしく、「アルタ

イ語族」を形成すると言われる。

　シナ語は、あらゆる点から見て、日本語や朝鮮語、アルタイ諸言語などと、

著しく違っている。仮にこれらの言語と親族関係があるにしても、日本語と朝

鮮語との間の（蓋然性のある）親族関係よりははるかに遠い関係であろう。

　台湾の高砂語〔台湾原住民諸語〕やフィリピンのタガログ語は、文法構造が日

本語とは著しく違っているから、これまた、もし親族関係があるとしても、非

常に遠い関係に違いない。ただ、高砂語など、単語にときどき日本語のそれに

似たものがあるのは（服部 1959a: 222, 223, 227）、どういう原因によるものか、さ
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らに研究しなければならない。

　同様に、カンボジア語その他を含む「南アジア諸言語」〔＝オーストロアジア諸

言語〕の単語と日本語のそれとの類似が、指摘されている。この言語も、文法

構造が日本語のそれと非常に違っているから、もし親族関係があるとしても、

やはり非常に遠い関係であろう。指摘された類似がどういう原因によるものか、

研究を要する。

　アイヌ語は、日本語と親族関係を有しないと説かれたことがあるが、そのよ

うに断定することはできない。その言語構造は、なるほど日本語のとはずいぶ

ん違うが、シナ語や高砂語に較べれば、むしろ日本語のそれに似ているとさえ

言えるだろう。基礎的単語にもときどき似たものがある。それらの類似がどう

いう原因に起因するものか、研究を要する。もし日本語と親族関係を有すると

しても、日本語と朝鮮語との間の（蓋然性のある）親族関係よりはずっとずっと

遠いに違いない。日本語とアイヌ語とが、5000～6000 年前に同一祖語から分

かれ出た、などと考えることは、到底できない。一方、エスキモー語がアイヌ

語と親近性を有するように説かれることがあるが、両言語の文法構造の差異は

ずいぶん大きく、日本語とアイヌ語のそれの差異より小さいとは、決して言え

ないほどである。

　アムール河河口地方、北カラフト〔北サハリン〕などのギリヤーク語〔ニヴフ語〕

は系統上孤立しているように説かれたこともあり、旧シベリア諸言語の 1 つに

も数えられるが、近ごろソビエトの学者クレイノヴィッチが、トゥングース

語・満州語との間の類似を指摘した 8）（Е. А. Крейнович 1955）。彼は、その類似が

借用関係に起因するものと考えているが、その中には、遠い親族関係に起因す

る蓋然性の方が大きいものもあると、私は思う。日本語との文法構造の差異も

なかなか大きいが、アメリカの言語学者ロバート・アウステルリッツ（Robert 

Austerlitz）氏は、この言語の構造が日本語のそれに類似していると言っている
〔服部 1959a: 215、また、アウステルリッツ（1990）も参照〕。しかし、親族関係がある

にしても、非常に遠いものに違いない。アイヌ語との違いも非常に大きい。

　以上述べたように、日本語との間の親族関係が、厳密な方法で証明されてい

る言語は、その四周には──琉球語を除いて──1 つもない。ただ、朝鮮語、

さらにアルタイ諸言語の文法構造がかなり似ているので、最も近い同系語はそ




