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Evidentiality 
――琉球語の場合―― 

 

         

石垣観光協会HPより 
     (宮古島は沖縄本島から南西約290km石垣島寄りの位置にある) 
 
１．初めに（Evidentiality について） 

Alexandra Y. Aikhenvald.(2003) ‘Evidentiality in typological perspective’ “Studies in 
Evidentiality” Edited by & R.M.W. Dixon. Typological Studies in Language 54. John 
Benjamins Publishing Company  
P.1 参照 
In a number of languages, the nature of the evidence on which a statement is based must be 

specified for every statement－whether the speaker saw it, or heard it, or inferred it from indirect 
evidence, or learnt it from someone else. This grammatical category, referring to an information 
source, is called ‘evidentiality’. 
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２．琉球語と日本語  
 研究史上、両者が異なると気付かれていながら、問題にされにくかった。近い言語(方
言か言語かと意見が分かれた)なので、単語の翻訳や、歴史的成立の説明で、音形と意味
が解るように思われがちだった。 
 翻訳例 「ている」「ていた」「てある」「ておく」「しよった」etc. 
 
２．１ 琉球と日本の関係を示す史実を時代順に示す。 

● 『随書』(636年成立)東夷伝･流求国の条が文献資料の最初。 
● 遣唐使南東に漂着(653年と698年) 
● 『唐大和上東征伝』(753年) 
● 中世では三分感 ： 多祢･掖玖(大隈国所管)／鬼が島(境界)／異域 
● 漂着琉球国記(1243)  
● 皇民実録(1372) 琉球王権登場 
● 三山時代(1383) 
● 室町殿から琉球王に当てた文書 

① かな書き ②御内書様式 ③年号使用 ④ 印章使用  
⑤固有の称号「よのぬし」で呼ぶ。  
一体感、半ば外国 半ば家臣 

● 尚真王(1477－1526) 先島支配 
● 薩摩琉球侵入(1609) 
● 慶長の検地(1611)「宮古八重山両島絵図帳」に宮良の名初出。 
  
✩琉球語の行われている地域は、地理的･歴史的に変化に富んでいる。日本との関係も均

一的ではなかった。 
✩宮良は、東京から1952km、那覇から海を隔て411kmの距離。 
✩八重山では、本島に行く事を「沖縄に行く」という表現を用いる。沖縄(琉球王朝)に
征服された時の物語も、いろいろある。  
 
２．２ 琉球諸方言は話し言葉 

① 琉球語を表記する固有の文字は無い。先島の豊富な方言差が書き記されるというこ

とは殆ど無かった。 
✩明治政府による義務教育が始まってから、「日本語」の読み書きが一般的になった。 
✩方言表記は今でも苦心。サ行音に、半濁点のºをつける。キとキィの区別をする等。  
✩笑い話、軍隊 「フロ」に行く。 フロは方言では便所の意味。 
軍隊と商人が、義務教育の上に立って、日本語を浸透させるのに与った 



 3 

② 通信手段(ラジオ、テレビ、電話)は、半世紀程前までは無いに等しかった。 
以上のような理由で、琉球語は、必ず音声を伴い、必ず話し手が存在する。(独り言は
あるから、聞き手は必ずしも必要ではない。) 
 
２．３ 終止形について 

多くの琉球方言辞書は、N の付いた形を終止形(辞書形)としている1。動詞体系の大体

を知るために、方言文法全国地図第2集の終止形3語を下記する。 
61起きる「朝早く起きる」  64開ける 「窓を開ける」  67書く 「手紙を書く」  
  

宮古 多良間  川平   石垣    宮良        竹富   黒島    与那国  

起きる 

開ける 

書く 

ukiï   ukir/l   hukiruN   ʔukiN    ukiruN      huiru   hukiruN     ugiru  

akiï   akir/l   hakiruN    --     akiruN～akru    hairu   hakiruN     agiru  

kakï   kakï    kakï      kakuN   kakï～kakïN    koo    haku     katti 

宮良方言の形「書く kakï～kakïN」は、kaku～kakuN の聞き取り間違い。また、宮古の
「起きる」と「書く」の語末音は同じïで表記されているが、既に30年以上前に指摘さ
れているように、同じ音なのではない2。 
この文法地図は「終止形」を、例文に従って調査している。これによると、次のよう

な解釈が起こるかもしれない。 

①八重山方言では、竹富、与那国以外、一段活用対応動詞はN で終わり、4段活用対応
動詞はNで終わらない(石垣は常にNで終わる)ように見える。 
②与那国にはNで終わる形が無いようにみえる。 
上記2点は共に正しくない。「開ける」「書く」は、例文に目的語があるので、一般に係
り結びだと言われている形をとることが多い。以下、この所謂「終止形」と係り結びか

ら問題にしていく。終止形というのは何なのか。本土と琉球が同じ枠の中に入るのだろ

うか。宮良方言動詞の概略を知る便宜上、本土方言の文法的枠組みによる活用表(過去接
辞 -daは連用形に後接)を示す。 
Ⅰ型 未然   連用    終止    連体    已然     命令  接続 
書く 
起きる 

kak-a  kak-I   kak-u-N    kak-u    kak-ja    kak-i    kak-i 
uk-u    uk-i    uk-ir-u-N   uk-ir-u    uk-ir-ja   uk-ir-i    uk-i 

Ⅱ型 未然    連用   終止     連体     已然  命令      接続 
(書いてる) 
(起きてる) 

kak-ira-  kak-i    kak-iN  kak-ir-u  kak-ir-ja  kak-ir-i  kak-ir-i/kak-ir-ir-i
uk-ira-   uk-i    uk-iN   uk-ir-u   uk-ir-ja   uk-ir-i    uk-ir-i 

                                                        
1
 沖縄語辞典。今帰仁方言辞典。石垣方言辞典。伊江島方言辞典。 

2 柴田武(1972,pp.36-37), 伊豆山(2002a,pp.69-70) 
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Ⅲ型 未然      連用    終止       連体       已然       接続 
書く 
落ちる 

kak-e:r-a-   kak-e:-  kak-e:-N    kak-e:r-u   kak-e:r-ja    kak-e:r-i 
ut-e:r-a-    ut-e:-    ut-e:-N    ut-e:r-u     ut-e:r-ja      ut-e:r-i 

 (連用形は独立しない。-N~-da~-so: が後接する。-Nは-so:/-daと共起しない) 
  参考に方言体系に基づく語形変化(活用)表をあげる。(Ⅲ型は省いた。類推できる。) 

 不定(連用) 確認(連体3) 已然 未然 
認識型 kak-I kak-u × kak-a  

Ⅰ群 
 

生起型 
生起認識型 

kak-i 
kak-ir-i 

× 
kak-ir-u 

kak-ja 
kak-ir-ja 

× 
kak-ir-a 

Ⅱ群 
 

生起型 
生起認識型 

uk-i 
uk-ir-i 

   × 
uk-ir-u 

   × 
uk-ir-ja 

uk-u (uka-4) 
uk-ir-a 

 
３．終止形と宮良方言の言い切りの形 

 ①  ba:  kakuN.    wa:  kakuN?  
    私 書く    あんた 書く？ (質問辞は無い。イントネーションで表す) 
終止形相当の形では、話し相手に質問することはできるが、話し相手を動作主体にした

陳述･断定はできない。つまり 
② wa:  kaki.   可     × wa: kakuN.   不可 
お前  書け。                お前(は)書く。 

相手(wa:)のことは、相手本人が一番よく解る。話し手が本人以上に解る筈はないのだ
から、不可なのである。共通語では、役割分担などで、「あんたは書く。私は読む。さあ

始めよう」など可である。 

③ ta:  du  kaku?     ba: du  kaku.／Atusko Ndu kaku.)     × wa: du kaku. 
  誰 が 書く(の)  私 が 書く 敦子 が 書く(そうと解っている時) 
④ no: du  kaku ?     kunu  zI:  du  kaku. 
   何 を 書く       この 字  を  書く 
上例では、「書く」行為が行われることは、見て(筆を持って紙を広げている)、あるいは
推論によって(ポスターを作るための集会だ等)当事者全員(話し手、聞き手)がすでに認め
ている。問題になるのは、焦点の「書き手」或いは「書く対象」なのである。つまり、

係り結びというのは単なる規則なのではないのだ。 

                                                        
3
一般的に琉球語には、用語「連体形」は相応しくないが、日本語との関係上使った。宮良のこの形は、話

し手に関係なく、その会話当事者達にとって、動作状態が既知であることを意味している。その動作状態の

担い手は新情報であり、焦点を示すparticle により示されることが多い。つまり係り結びは単なる規則では
なく、情報論的な意味を表す手段である。 
4
派生語を作る。例えば使役(uk-a-h-起こす)。独立用法はない。 
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⑤ami hwo:N.       ⑤’  × ami hwo:N? 
雨 降る                      雨 降る?  質問はできない。 

⑥ ami hwo:N kaja:.    疑問の語を用い言うべきである。 
    雨 降る かねー  
雨が降るかどうかは、人間には答えられない質問なのである5。 

 例えば木を見ながら kunu  ki:  ja  hana  sakuN?  
                      この  木  は  花   咲く？ 
 花木のことをよく知っている人は答えられる。 sakuN.(咲く) 
しかし、「kunu ki: ja(この木は)」が無く、ただhana sakuN?(花咲く？)とだけ、聞いたなら、
「お花さん」に話しているような気がするという報告もある。 
つまり、-N が後接して文を終止すると言われている形式は、発話者(話し手)の判断･
認知を表しているのであり、質問は、相手がその形で答えられるかどうか、相手の判断

を問うているのだと考えられる。話し手は、自分の行動なら確実に解っている。他人の

行動でも確実な事実に基づく推論なら可能である。しかし聞き手のことは、聞き手以上

に確実な陳述をすることはできない。 

 つまり、動詞-N 形の陳述には、何らかの意味で、必ず話し手の認識･判断が伴うので
ある。単なる「終止形」ではない。 
 3人称が動作主体の場合は、「そうである」と確実に判断される状況証拠がある場合な
ら「Atsuko: kakuN.(敦子書く)」も可だが、そうでなければ、hazI を加えるのが好まれる。 
⑦ ure:  kaku  hazI.    
  彼は  書く  はず 

 これは、日本語の筈とは異なり「でしょう」程度の推量を表す。 

 

４． 過去 

 Aikehenvald(p.4) は、VISUAL(or DIRECT)),INFERS, REPORTEDの三項対立を挙げてい
る。これは琉球語の過去を考える際に有効である。 
 宮良方言での｢過去」というのは、無限の過去ではない。自分の経験範囲での過去な

のである。その行為が過去時点で実現したということを、話し手の体験(見聞)により確

認した状態にある。過去を示す語と共起することが多い。数回にわたっているものでも

丸ごと一体として捉えられている。以下に過去(接辞-da)の例を挙げる 
  ① ba:  kInu   tigami  kakI-da.      
    私 昨日  手紙  書いた      

                                                        
5 黒い雲が湧いて来るのを見ながら jagati ami hwo:N? やがて雨降る？）なら可。これは単語の切れ目と構
文的な切れ目が一致しないことを示唆している。 
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もし自分が必要な手紙を書いたかどうか忘れたなら、  

  ② ba:  tigami  kakI-da  kaja:.  
    私 手紙   書いた かねー  答えは次の二通りがある。 

 ③ wa:  tigami  kakI-da (-so:). 
あんた手紙   書いた(さ) （手紙を書くところを見ていた。） 

 ④ wa:   tigami  kak-e: -so:.6  ～    wa:    tigami   kak-e:-da-r-u. 
    あんた 手紙  書いた さ         あんた 手紙   書いたんだ(てある) 

  書くところは見ていなかったが、書いた手紙を見た。書く｢動作」は見なかったが、

書く行為の結果として手紙があるのだから、「書く行為(動作及びその付随事象）」は

起こったと推論できる。 

 尚、この形は、動作を見ることはないが、終わった出来事だと仮定されることにも用

いられる。 

④’  kak-e:r-u  pIto:  ja:  ge:   kair-i   mishaN. 
書いた   人は 家  に  帰って いい  ( 学校などで) 

 また、「(言ってくれれば) kak-e:r-u munu (書いたものを。)」「jagati kak-e:-N( もう少し
で書いたところだった)」というような subjunctiveにも用いられる。 
それでは、自分の経験外の事柄を述べる時はどうか。「自分の生まれた日は台風だった」

というのは、自分が見聞(経験)していない(生まれたばかりだから解らない）。誰かに告

げられ(reported) 、知ったことなのである。 
 ⑤ ba:  maridakeN  ja  kazji  Ndu   huk-i-da     co:. 
    私の 生まれた時 は  大風  が   吹いていたって 

このように、co:（とさ）という語を付け加えなければならない。これは、次例に見るよ
うな伝聞の語と同じである。 

 ⑥ ami  nu    huiriki       mukaina:   kuN  co:. 
     雨  が  降っているから 迎えに  来るって 

つまり経験した(visual evidence)か、しないかで、事実は同じでも、異なる表現をとらな
ければならないということになる。 
例えば方言話者から昔の苦労話を聞いたとする。実際経験した話者は言う。 
⑦ mukasa: jamaNgarasI sa:ri tamunu putso:-da.    
    昔は   山刀  で  薪  取った(拾った） 

この話を筆者が「宮良地方の昔の生活」として報告するなら、そのままではない。 

 ⑧ mukasa:  jamaNgarasI  sa:ri  tamunu  putso:-da   co:.  
      昔は   山刀    で    薪   拾った そうだ 

                                                        
6 -so:は客観的な叙述を示し-Nと対立する 
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このような理由で、たとえ表記が与えられたとしても、筆者が宮良方言で昔の生活を

「書く」のは難しいことになる。歴史的なできごと、明和の大津波(1771)事件について

も以下のようになる。 

⑨ mukasI  takarabe:kIN  di   aNzu  pItu nu  ta: Nga  sjigutu  hi:  
昔 タカラベークィンと  いう  人  が  田 で  仕事 して 

o:ruNkeN du  naN nu  kItara: du  takaharu  kata  ge:  nuburuN  di: 
いられたら  津波 が 来たから    高い  方   へ   登ろう  と 

o:ruNkeN  du   haN ba  a:rai  unu  naN  ja   haQ-ta   co: 
していられると  足 を  洗い その   津波 は  去った とさ。 

 

５．動作の目撃と行為の認識 ( -i 変化形) 

５．１ 日本語連用形(テ形)相当について 

接続(～継続～中止)と呼ばれている形(日本語の連用形及びテ形相当)は、独立用法がある。
行為の出現を示している。「た」「ていた」「ている」等と訳せる。 
(1) 書いてある書を見ながら 誰が書いたか尋ねる。 
A:  kure:   ta:   du   kak-i:.  (du は焦点の助詞)  
  これは 誰が   書いた？                
B: ba:   du    kak-i:.  ／  tosjio  Ndu  kak-i:  C: wa:  du  kak-i: ?  
    私が      書いた        俊夫   が  書いた    あんたが 書いたの？ 
(2)  友人に「今日は手紙書く」と話した。その翌日 
友人：  kIno:  wa:   tigami  kak-i:?   私：  N:   kIno:  tigami  kak-i: 

昨日は あんた 手紙 書いた？     うん  昨日は 手紙 書いた  
(3) 夫が既に祝い状を書いたのを知らず、妻がまた書いた。それを知った夫が言う。 
夫：   wanuN   tigami  (du)   kak-i:?     妻：    banuN  kak-i:  

           あんたも 手紙     書いたのか      私も  書いた 
(4)  mizI  nu  tamarisoNga     ami (N)du   hwu-i?      

水   が 溜まってるけど  雨  が 降った(／ていた)の？ 
(5)  八重山以外から来た人が(または八重山以外から電話で)台風だったか尋ねる7。 

A:  kIno:  kazji Ndu  hwuk-i:?      B:  kazji  Ndu   hwuk-i:.  
     昨日  風  が  吹いた(／ていた)？    風  が 吹いた(／ていた) 
(6) 酔っ払いが歩きながら金銭を落とすのを、後ろにいた人が気づいて連れに言う。 

A:   unu   pItu   gara   zjiN   nu   ut-i:.   
        あの   人  から  お金  が  落ちた 

                                                        
7
経験した八重山の人は、kazji ba hwuki: na:.(風なんかが吹いたね) kazji ba hwuki jo:.／kazji ba hwuki:.(吹いたよ)。 
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 (8) atsuko:  hwuNdam  gara  du   ut-i:.     
敦子は   縁側      から 落ちた（敦子は今病院か家で寝ているだろう） 

ut-i(Ⅱ群動詞)では、行為の出現にだけ注意が向けられる。(6)は、酔っ払いから金銭が｢落
ち｣た(体から離れた)のが注目されている。既に落ちて地面にあるのを見たならutida。Ⅰ
群動詞でも、生起型不定形が｢ている｣と訳されながら、行為の継続ではなく、行為の出

現だけを指す例もある。 
(9) 南瓜は、花咲けば直ぐ花粉交配(hana a:h-)しなければならない故、毎日畑を見回る。 
 畑を歩きながら独り言        

hana  nu  sak-i.  花   が  咲いた／咲いてる （よしよしの気持ち） 
 ｢咲」くの出現そのことが必要で、眼前で「咲いた！(sakiTa)」のではなく、咲いていた
のを見た(sakida)のでもない。以前咲いたのを見た(sakIda)でもないし、咲くのを待ってい
たのだから、｢咲き続けている｣のでもない。これは、話し手と関わりない行為の出現を

指す。見た時は行為が生じているのである。 
(12) auda  nu  nak-i.   Cf. auda nu nakiru. (泣き声に人が耳を傾けている)  
     蛙   が 鳴く／鳴いている (auda ｢蛙｣ に使う動詞を教えてくれた時の例) 
５．２ ＋-N 形とvisual evidence 
前記の形に、-N が後接して、日本語「ている」と訳される形がある。これは、動作
が見える時と見えない時の差がある。話し手は見て(経験して)始めてその行為が出現し
た(している)と知る。kaki-N が「書いている」に当るのは、話し手が行為の出現を見て
認識したからである。見た時は、すでにその行為が起きている(起きていなければ、見え
ない)。 
 (1)道で出会って(道なのだから、書いている動作は見えない) 
A： ba:  taraNdaru muno:  wa:   kak-i-N?   B： kak-i-N.／me:da  kak-anu .  
私の 頼んだ ものは あんた書いてる？   書いてる／まだ書かない(＝書いてない) 

(2)書類を取りに来た人の声が、戸の外で聞こえる。戸を隔てて姿は見えない。 
ba:  nama  kak-i-N.    maca:.   
私  今 書いてる    待って 

(3) 戸が開いていて相手が見えている。 nama du  kak-i-ru.   maca:.   × kak-i-N  
                                       今    書いてる  待って 
(4) 眼鏡をかけていないので、良く見えない。そこで傍の人に尋ねる。 

A： ure:  tigami  kak-i-N?     B：  kak-i-N.    
彼は  手紙   書いてる？      書いてる  

Cf. 書いている人に対し wa:  tigami du   kak-i-ru ?  × wa: tigami kak-i-N?  
あんた  手紙を 書いてるの？  あんた手紙 書いてる？ 

(5)眼鏡が無くて書きにくいから、傍で遊んでいる幼児に尋ねてみる 
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A：  wa:  zI:  kak-i-N?           ba:    ka:rI    kak-i  hiruN?  
        あんた 字 書く／書いている？    私の 代わりに 書いて くれる？ 
幼児 ：   kak-i-N.       

書く／書いてる (字が｢書ける｣／字を書く状態は既に生じている) 
(6) 遠くで隣人の子が泣いているらしい。A：  ure:  nak-i-N ?     B: nak-i-N.  

         彼は 泣いてる？     泣いてる  
(7) その子に近づいて  A： no:di du  nak-i-ru8?       × wa:    nak-i-N9?  
                  何故  泣いてるの？     あんた 泣いてるの？ 

-N の形が「ている形」に訳され、-N無し形が「た形」に訳される。発話の時点、即
ち当事者の見聞時、既に行為が出現しているのだから、その出現時点は、客観的には過

去なのである。従ってこの形で質問ができるのは、動作が見えない時である(見えていれ
ば認識できるから質問する必要は無い)。見ながら相手に確かめる事は無い。 

1段対応動詞もこの点では同様。 
(8) 息子(敏夫)の友達が早朝尋ねてきた。友達： tosjio  uk-i-N?    

敏夫   起きてる？ 
   母親(息子に部屋の外から声をかける)：   wa:  uk-i-N?     敏夫： uk-i-N. 
                                       あんた 起きてる？       起きてる 
しかし母親が部屋に入って寝ている息子に ×wa:  uk-i-N?  

(9)帰宅した主人が家人に言う。 
 kInu  kazji nu  hwukIdara:   ki:  nu  ha: nu  ut-i-N.       so:zI   hi:.  
昨日 風 が  吹いたから  木 の  葉 が 落ちてる    掃除  しろ 

(10) 道を歩きながら、友達とお喋りしている。(葉が落ちる時期になった時) 
 baNcja  Nga:  ki: nu ha: nu  ut-i-N.     waQcja Nga N     ut-i-N? 
私のうちでは 木の葉 が 落ちてる。 あんたんちでも  落ちてる？ 

(11) 縁側から子供が落ちそうになった。   ut-i-ru-N!   落ちる！ cf. (15)  
(12)  kazji nu hwukja:  du  ki:  nu  ha:  ja   ut-i-ru.    

風  が 吹くから   木  の 葉  は 落ちる 
(13) kazji nu  hwukiri du   ki: nu ha:  nu  ut-i-ru (木の葉が落ちるのを眺めながら) 
風  が  吹いていて  木 の 葉  が 落ちてる (落ちている最中、継続中) 

(14) kazji nu  hwukIdara:  du  ki: nu ha: nu  ut-i-ru.    
    風   が  吹いたから  木 の 葉 が 落ちている (既に下に溜まっている。) 
(15) 夜、床の中で風の音と木の葉が落ちる音を聞きながら 

                                                        
8
泣いている子供に向かって見ながら(見れば解る)確かめる為に尋ねる事は不可。理由なら尋ねられる。 

9 wa: nakiN? には、方言話者が必ず笑う。泣いた方がいいと思っている気がするとも言う。 
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  kazji cjo:ho:riki  ki:  nu  ha:  nu  ut-i-ru-N.      cf. (11) 
  風  強いから 木  の 葉 が 落ちる（落ちている）(はらはら落ちている最中） 
(16) 薬を飲んだ鼠が倒れている。 

A :  sjin-i-N?     B:  sjin-i-N.         C :   sjin-i-so:   
   死んでる？       死んでる             死んでるさ 

 -i-N形は、継続(繰り返し)や結果を表すように見えるが、話者による行為実現認識なの
である。当事者皆が(経験して)認識できる場合は、-i-N 形ではなく-i-ru 形である。 
５．３ ＋-da形(過去)とVisual evidence 
通常「書いていた」と翻訳されるが、動作の継続を表すものではない。話し手の直接

経験(見聞)により行為が出現しているのを認識した状態なのである。その行為の現れ(動
作･状態)は、今、話し手の眼前にはない。従って、話し手本人の行為と第３者の行為と
では、異なる事態になる。「行為が出現しているのを見聞(経験)した状態にある」のだか
ら、見た時とそれを告げている時が余り離れていない場合、話し手、聞き手共現在なお

その状態だと思う10。話し手本人の行動なら過去ということになる。 
(1)  A:   ba:  zI:  kaki-da kaja:.    (忘れたとき)      
       私 字  書いてた かねー 
  B:    wa:  kaki-da-so:.     ba:  mi:-da.  (書いている所を見た) 
    あんた書いてたよ  私 見ていた 
(2)  陽子と敦子が隣室で手紙を書いている。所用で陽子が出て来た。敦子が怠けている
といけないと思って 
 母親：①atsuko:  tigami  kaki-da?   （まだ書いていると思っている） 
         敦子は 手紙 書いていた？ 
    ②atsuko:   tigami  kaki-Ta?  (書き終わったと思っている)   
     敦子 は 手紙 書いた？ 
 陽子：① kaki-da.(今書いている。書いているのを見て出て来た) 
       ①’nama du kaki-ru.(今、書いている)  
       ②kaki-Ta.(書き終わった)  
   以上のように kaki-da(書いていた)とnama du kaki-ru(今書いている)は、ほぼ同じ事実
を示すことができる。 
(3) そこへ、敦子本人が隣室から出て来たので尋ねる 
    母親:   (wa:) kaki-da?       敦子:    kaki-da. 
       (あんた)書いてた？      書いてた（もう書き終わっている） 
これらは、共通語の「ていた」に翻訳され、これと近いと考えられている。しかし宮良

                                                        
10 共通語でも、後述のように、「あなたの部屋に電気がついていた」と言われたら、今もついていると思う。 



 11 

方言での文法的意味は、普通言われているような共通語の意味とは異なって、動作の継

続を表すのではない。行為の出現を確認した状態なのである。 
(4)雨がぽつぽつ来ていた。濡れながら家に入った私が家人に教えてあげる。 
   ame:ma Ndu  hwui-da.       
   小雨  が 降っていた  
家人は今降っていると思い、急いで洗濯物を取り込みに行く。  

ame:ma Ndu hwui-ru．   または    ame:ma ba du  hwui-ru． と同じである。 
   小雨 が 降っている       小雨  が  降っている 
(5)自家の前に繋いである犬に食べ物をやるようにと、子供に言いつけた。 
母親が外から入って来た人（子供を見た）に尋ねる  

    unu hwa: ja  iN ge:  munu  hwa:hi(:)-da ?  答えて  hwa:hi(:)-da  
   あの子 は 犬 に  物 食べさせていた？       食べさせていた 
 これは「その時食べさせる行動を続けていた」という過去の動作継続を意味している

のではない。尋ねる母親は子供が今食べさせて「いる」と思っている。正確な意味は「あ

なたの見るところ『あの子が犬に食べ物を食べさせている』という状態か」なのである。

答えは「そういう状態だ」で、当然今食べさせていることになる。二人とも「まだ今食

べさせている」と思っている。この会話では、話し手は今も食べさせていると思って尋

ね、答える人は「今その行為を確かに見た」のである。終わっている事の確認なら 
  unu hwa: ja  iN ge:  munu  hwa:sI-ta?  (過去。不規則形) 
  あの子 は 犬に  物  食べさせた？（終わった） 
(6) 留守番のものが帰ってきた主人に言う 
① uNco:   kama  Nga du  sjini-da.      

     鼠は   あそこ で  死んでいた 
鼠が向こうで死んでいるのを見た(今でもそこに死体があると思っている)。 
② 留守番のものが次のように言ったら事実が異なる 
 uNco:  uma Nga du  sjini-da.     

    鼠は ここで   死んでいた（死体は片付けてある11） 
   cf. もしここに死体があるなら 
   ②’ uNco:  uma Nga du  sjini-ru.     
      鼠は ここ で   死んでいる(死んでいるのを誰でも確認できる) 

 

                                                        
11
共通語なら、「私が来た時、鼠はここで、死んでたのよ。気味悪いから片付けてないの。片付けて頂戴、

ホラ」と言える。 
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６．日本語の「ていた」形とVisual evidence 

 日本語の「ている～ていた」形は、継続や動作の完了を表すというのが定説だが、話

言葉では、琉球語のように、話し手による「動作･状態の出現確認(visual evidence)」
ではないかと思われる現象がある。即ち、｢ている｣形は、動作･状態が出現しているとい

う話し手の認識･判断を表す。その動作･状態の出現を見た(経験した)と言いかえてもい
いかも知れない。但しその動作・状態は、その発話時点で、発話当事者が等しくその確

認・判断に参加できる(見る／経験することができる)。しかし、その動作・状態の始ま
りを認識する必要はない。必要な特徴は出現と確認であって、継続か完了かは、動詞の

語彙的な意味による。「ていた」形は、話し手の確認が過去に行われたのであって、動作・

状態の継続や完了が過去に行われたのではない。 
 術語は異なるが、金田一(1947)、高橋(1985,p.33)、工藤(1995,p.46) を参考に表示する。 
 

アスペクト    
普通態   「ている」態   

非過去 
過去(／完了) 

書く 
書いた 

書いている 
書いていた 

テ
ン
ス 

非過去 
過去(／完了) 

落ちる 
落ちた 

落ちている 
落ちていた 

６．１「ている」と「ていた」が相関関係を持つ例 

(1) マーケットで会った近所の人、 
 A: 貴女のうちの庭で猫が死んでいたわよ。 
  これを聞いた私は、今でも「死んでいる(死体がある)」と思って、家路を急ぐ。 
(2) 街角で近所の人とお喋りをしているところ、家から出てきた子供が言う。 
子供: ストーブが点いていたよ。私は、今でも｢点いている｣と思って慌てて帰る。 

(3) 赤ちゃんの泣き声が聞こえたような気がしたので母親が見に行って来た。 
父親: どうだった？ 
母親: 起きていた。(言いながらミルクの用意を始める) 
 それを言った人も聞いた人も、今赤ちゃんは｢起きている｣と思う。 
(4) 姉妹は、いつも同じ部屋にいる。姉がダイニングルームに来たので、食事の支度を
済ませた母親が、妹はどうしたかと思って尋ねる。 
母親: あっちゃん(妹の名)は? 
 姉:  作文 書いていた。（母親は今も｢書いている｣と思い、「じゃ、先に食べよう。」） 
(5) お財布が落ちているのを見つけた子が報告する。 
子供：あっちの道にお財布が落ちていたよ。 
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 母親：あらいやね。拾って届けた方がいいかしら。（今も落ちていると思い、出て行く。） 
 上例は、「ている」でも可なのであるが、自然な会話では、特に(3)の例などでは、｢て
いた｣が好まれるであろう。       
重要なことは、上例の、「ている」：「ていた」は、普通態の「る」：「た」と平行的では

ないということである。普通態各々の対応形「(1)死ぬ : 死んだ (2)点く: 点いた (3)起き
る : 起きた (4)書く: 書いた (5) 落ちる：落ちた」等が、上述のような、同じ事実に対
して、相関関係をもつことはない。 
しかも、｢ていた｣では、動作者の人称(話し手か、それ以外か)によって、この同じ形
式の表す事実が異なる。 
(3’) 私、起きていた。 
 これは｢起きている｣と同じだとは解釈されない。(3)の、赤ちゃんの場合は、母親も聞
いた人も、今｢起きている｣と解釈する。「私起きていた」は、ある時点で起きていた(過
去)を意味するのが普通で、過去時点を意味していると思われる。 
(4’)  私、書いていた。 
これも、現在｢書いている｣のように理解されることは全くない。ダイニングルームで

このように言ったら、それは過去の事だと理解される。 
(6) 子供達が外で遊んでいる。学校から帰って来た姉娘が鞄を置き、服を着替えてから、
おやつを食べにキチンに来て言う。 
   姉： お母さん。ひろちゃん(弟の名前)泣いていたよ。 
 母親は今でも泣いていると思い、喧嘩でもしているのかと、見に出て行く。 
(6’) 私 泣いていた。    これは｢泣いている｣のだと理解されることは無い。 
このような例は特別なものではなく、継続動詞でも瞬間動詞でも同様で、例は、誰で

も、いくらでも、思い浮かべることができるであろう。 
 次に、動作者が話者であっても、動作が眼前に無い場合を考えてみる。 
(7) 電話12(動作が見えない)の場合 
 友達：   あなた今何しているの／何していたの？ 
  私：   作文書いていた。／書いている。もう少しで終わる。 
 友達：   じゃ、今から誘いに行くわ。40分くらいかかるからね。 
普通、対面の会話では、特別の場合を除いて、話者の動作が相手から見える。たとえ、

ドアや襖で隔てられていても、気配を感じられる。質問時と同時では「ていた」で質問

し、答えるということは無い。 
 無意志動詞では、当然この傾向がはっきりする。期待されるとおり、変化動詞ではそ

の傾向が強い。 

                                                        
12 電話器が携帯やコードレスの場合は、手を休めず｢書いている｣と言うだけかもしれない。 
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① 濡れて帰宅した子供に 
母親： あれ？ 雨降っていたの？ 気付かなかった。お姉ちゃんに傘持って行って

あげなければ。(今も降っていると思う) 
② 水引草が好きなことを知っている友人。水引草を差し出しながら 
 友人：土手で一杯咲いていた(わ)。 
 私： じゃ明日私も行ってみよう。(今も明日も咲いていると思う) 
③ (電子レンジを何分かければいいか解らないで、適当にやって) 
私：温まっていた?  
子供：うん 温まっている。  
同例は多い。「乾いていた。/？」「乾いている。/？」｢腐っていた。/？｣｢腐っている。/？｣。 
 
６．２ 「できる」および可能動詞 (単独の「ている」形不可) 
(1) 漢字書き取りの練習を沢山させたら、翌日の試験は良くできていた。 
母親(答案用紙を見ながら): アラーッ。今日は、できている！凄い！ 

(2) 発音練習授業の後 
自信のない学生：先生これで良いですか。聞いてください。 
 先生：     うん。そうそう。(ちゃんと発音)できている(わよ)。いいわ。 
(3) 顔が水中の水泳初練習で、見てあげながら、 
あーっ！ 今度は、うまく泳げていたわよ。ほら、もう一かきで縁に届いたのに･･･ 

(4) ピアノのお稽古で、前回、もっと旋律を歌いなさいと注意されていた。 
先生: 練習したわね。今日は、よく歌えていました。 
 これらの、動作・状態の主は、話し手以外である。このような場合が多い。しかし次

のように、話し手の動作・状態についても出現するように見える。 
(5) 試験を返してもらった後で、友達と 
  私：  3番の問題、難しかったよね。点数、からいし… 
  友達： そう? 私はできていた(よ)。 
客観的に見ることができる特定の物事に対してならこのように、可なのである。 
 これらは、話し手が、そういう事実を述べているのではない。これらの動作・状態主

を｢が｣で表すことは、そぐわないのである。(1)は「試験が良くできている！」 と、可
のように思われるが、これは「あらーっ。今日は試験が良くできている。」のような発見

(判断)に近い。 
 これらは、その状態の出現を、認識･判断した時なのだと考えられる。｢あっ。忘れて

いた！｣など、「発見」や「思い出し」などと言われている13が、同様に話し手の「瞬時

                                                        
13 高橋(1985, p.295) 非過去｢ている｣で言うと普通の用法で、過去は特殊な用法だとしている。 



 15 

の認識･判断」なのではないか。動作主体を「が」で出現させることは、特別な場合(疑
問文の後や対比)以外できないのである。 
   × 私が忘れていた！ (cf. 私、忘れていた！) 
ここで言う確認は、主として｢見る｣ことによって行われる。だから、「ている」形は眼

前での行為に用いられることが多い。「地球は自転している」のように、非日常の文語的

知識は、なんらかの手段によって、それを確認していることを伝えていると考えること

に支障はない。関係者の誰でもがそれを共通に確認すると言う点で、日常の｢ている｣と

同様である。このような非日常の知識は、日常の基本の上にかぶさっていると考えられ

る。 
「ている」形では、必要とあれば、その発話時に、聞き手を含め誰にでもその動作・

状態の出現確認ができるのである。 
(6)子供が欲しいというものを以前に渡した。昨日また、欲しいと言う。母親も、渡した
ことを忘れて、また買った。今日部屋を見たら以前渡したものがちゃんとある。一緒に

いた祖母に言う。 
 母親： あらいやだ。あの子、自分で、しまって、忘れている。 
     私も渡しておいて、すっかり忘れていた。 
｢ていた｣形は、「話し手の確認が過去に行われた」のである。動作の継続や完了が過去

に行われたというわけではない。但し、その動作・状態は、発話時点では、話し手も含

め、その発話関係者が経験・確認はできない。動作主が話し手と重なるとき、つまり1
人称の時は、「ていた」形(｢書いていた｣)が｢ている｣形(｢書いている｣)と相関関係をもつ
ことはない。これは、この形の必要な特徴の中に、「発話時には、その動作・状態が確認

できない(見えない)」が含まれるからなのである。話し手と重なる時では、過去になら
ざるを得ない。 
つまり過去の事実なのか、今尚、そうであるかは、「ていた」形に属する事柄ではなく、

他の補助手段によって判断することなのである。 
言語的手段による場合 

(1’) 近所の人： あなたの家の庭で猫が死んでいた(よ)ね。 
  私   ： え？ 何時のこと？ ああ、この前ね。 

(1”) 近所の人： この間、あなたの家の庭で猫が死んでいたけどどうした？ 
        (cf. あなたの家の庭で猫が死んでいたけど、どうする？) 
   私   ： 保健所に電話した。あなたも見たの？私気がつかなかった。 
言語的手段によらない場合もある。 
前章 (6) の場合、姉娘がゆっくり着替えてから来て、 
(6”) 姉： お母さん。ひろちゃん泣いていたよ。 

母： あ、どうせ玩具の取り合いでしょ。今、一度戻って、またすぐ出て行った。 
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(落ち着いて答え、過去のことだと思う。) 
 純粋に過去を表すと言われる次例14も付け加える。これも同様だと考えられる。 
(7) ここに(／は)聖徳太子が住んでいた(の)。 
もし、「聖徳太子」が何者であるか全く知識を持っていなければ、そして、特別な御堂を

見ながらでもない限り、「聖徳太子って誰？私知らないよ。」「どうしてそんなこと、知っ

てるの？」等々の会話があるだろう。これは、知り合いについて話す次の会話と差があ

るとは思えない。過去を示すのは、｢ていた｣ではなく、｢聖徳太子｣なのである。 
(7’) 敦子の知り合いどうしの会話。 
  A：「ここに(／は)敦子が住んでいた(の)。」）（幼友達Aは以前この付近に住んでいた） 

B:「えっ？今もいるのかなー。」 C:「へー。幾つの時？」 
つまり図式的に言うなら｢作文を 書いている」ではなく、「作文を書いて―いる」｢作

文を書いて―いた｣。｢猫が 死んでいる」ではなく「猫が死んで―いる」｢猫が死んで―

いた｣。 
 その動詞の動作主の他に、その動作への認識・判断をする主体(話し手)を想定するこ
とが必要なのである。多くの研究者がモーダルな要素を設定する必要を感じる所以であ

る。 
  「テレビでそう言っていた。」が｢言った｣よりも多く使われるように感じられるのは、

同様な理由に基づく。｢言うのを聞いた｣という話し手の認識を示すのだと思われる。 
「ている」形は、このように、動作・状態の出現への確認・判断であるが、その動作･

状態の出現する瞬間(始まり)は必要な特徴ではない。つまりその出現する瞬間を見(経験
す)る必要はない。話し手が見たときはすでにその動作･状態は始まっている。｢山が聳え
る｣｢勘が優れる｣「ナイフが尖る」などの動作の始まりは不要である。既に始まっている

からこそ、そう認識･判断できるのである。アスペクトを考える時、終わり方への考察は

常に詳しいが、始まりの方も考察対象にしなければならない。 
「書いている」でも、書き始めた時点は必要な特徴ではない。話し手の認識した時、

その行為は既に始まっているのである。「死んでいる」でも、その死の瞬間は必要な特徴

ではない。「死」は既に始まっていることが必要なのである。落ちるも同様で、「落ちる」

が始まる瞬間は必要ない。結果ということが強調される所以である。しかし、「聳えてい

る」「優れている」なども、始まりが必要ないという点では同様なのである。 
このようなことは日本語として無駄な議論のように思われるかもしれないが、琉球の

方言には、その始まる瞬間がアスペクト的特徴として必要とされる形式もある15。タイ

ポロジー的な観点からは重要事項であろう。 

                                                        
14 井上優氏のご教示による。 
15 Arakaki(2002, p.26) 



 17 

７．琉球語の研究がもたらすもの 

  話し言葉では、無色透明の文は無い。独り言も含め、必ず誰かが誰かに、ある時間

と空間の中で、話しているのである。｢話し手｣は常に存在する。それは、単に、1人称、
2人称、3人称という同レベルにある3語彙の一つにすぎないというものではない。話こ
とばの研究は、字面や理屈だけから行われるものではない。琉球諸方言のEvidentiality の
研究は、人と、人が持つ言葉との、尊さを示してくれる。日本語との類似や相似、それ

らの歴史的変遷などは、素晴らしいロマンでもある。そして、どこの、どんな言語でも、

かけがえのない研究価値を持っていると、教えてくれている。 
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