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沖縄首里・那覇方言の「～ティ イチュン／チューン」
（「～て いく / くる」）について

花薗　悟

【キーワード】	 首里方言、沖縄中南部方言、琉球語、補助動詞構文、アスペクト

1．はじめに
　沖縄首里・那覇方言 1（以下、同様の意味で「沖縄語」とする）には日本語の「～
て･いく / くる」に対応する形式の「～ティ 2（～て）･イチュン（いく）/ チューン（く
る）」の形式が存在する。これらの形式は日本語の「～て･いく / くる」と同様、沖
縄語においてよく用いられる形式であるが、日本語と形式・意味ともに類似の形
式であると思われたためか、これまで記述の対象とされてこなかったものである。
しかし、似ている、あるいはほぼ同じであるとしても、その類似性を確認してお
くことも必要であると考えられる。
　沖縄語の「～ティ･イチュン／チューン」の先行研究は見つけることができな
かった。たとえばチェンバレン 1895 は「動名詞（日本語のテ形に相当）」の項で

「Mutci･kuu（日）Motte･koi」の例文をあげているが、これはテ形の用例としてあ
げられているだけである（第 7 章 117）。沖縄語についての浩瀚な文法書である吉･
屋松金 1999･3が「補助連用文」いう名づけで日本語のテ形に相当する形とそれらの･
周辺の形式（「～しても」「～してから」相当形）を扱っているがそこで「～ティ･イ
チュン／チューン」は触れられていないし、吉屋が「時間文」として動詞のテンス・
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1･ 本稿では資料の大きな部分に那覇方言で演じられる沖縄芝居の「台本」を使用したこと
と、母語話者による例のチェックには首里方言話者にお願いしたことから、対象とする
言語を「沖縄首里・那覇方言」とした。そのため那覇方言で書かれた沖縄芝居の用例に対
し首里方言話者から「このようには言わないのではないか」と指摘された点があったが

（一例として首里方言では「クトゥ」［～から］とされる理由表現が沖縄芝居では「グトゥ」
となっているなど）、それらは首里方言と那覇方言との差であると考え資料の用例は書
かれている通りにした。ただし、「～ティ・イチュン／チューン」の意味・用法について
は差異は見られなかった。

2･ 沖縄語の表記については付表を参照。ただし、本稿ではカナ表記を用いる。
3･ ただしこの書は学校文法を参考にしていると思われるものの、「時間文」「推量文」などと

いう名称などに見られるように、独自の視点で様々な項目が立項されている。



－ 50 －

アスペクトをあつかっているところでも「～している」「～しておく」などの記述
はあっても「～ティ･イチュン／チューン」についての言及はない。他の琉球語の
記述文法でも特に触れられてはいないようである。
　なお、琉球語ではないが同様な危機言語である八丈方言の動詞の記述的研究で
ある金田章宏 2001 では「文法的な（広義）派生形式のいろいろ」のひとつとして「ア
スペクトに関わる動詞、および局面動詞」として“2.noNde･ikowa/noNde･derowa

（飲んで 4いく）”、“3.noNde･kurowa/noNde･dekurowa（飲んでくる）”･があげら
れているのは注目に値する。ただ、2 は「とおのく動き」「運動のようす（noNde･
ikowa のみ）」、3 は「ちかづく動き」「運動のようす、変化過程（noNde･kurowa の
み）」として「移動を伴う用法」と「運動のやり方をあらわすアスペクト的な用法」
のふたつに分けられて用例があげられているだけで、それぞれについてのくわし
い記述はない。また用例を見る限りでは日本語の「～てくる／ていく」と大きな
差はないようである。
　以下、2 で日本語の「～てくる／ていく」について見た後、3 で沖縄語の「～ティ･
イチュン／チューン」について述べる。沖縄語については文末の資料一覧であげ
るように沖縄芝居や辞書、学習書などから採取した例を用いるほか、首里方言話
者（1940 年儀保生まれ、男性）に例文のチェックをお願いした作例を用いる。

2．日本語の「～ていく / てくる」
　まず、日本語の「～ていく / てくる」について概略的に見ておくことにする。
この形式については森田良行1968が「いく/くる」の研究の中で「～て･いく/くる」
を膨大な資料を用いて記述しているし、高橋太郎 1969 や吉川武時 1971 がアスペ
クト研究で「～て･いく / くる」をとりあげた中でも基本的な意味はとりだされて
いる。くわしくは 3 の対応する沖縄語の例でみることとし、ここでは意味・用法
の項目を示し例文をあげるにとどめる。

2．1．動作の様態
　（1）･ あるいて / およいで / かけて / ついて / はしって / こいで　　いく / くる･

（吉川武時 1971：204 ～ 7）

4･ 金田章宏 2001 ではさまざまな動詞の形式を例示する際に、原則として nomu（「飲む」）が
用いられている。
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　（2）･ 冬空をはるかに、白鳥が、そろってとんでくるではありませんか（吉川武
時 1971：204）

　（3）･ つれて / くわえて / もって / かかえて / かくして / きて　　いく / くる（吉
川武時 1971：204 ～ 7）

2．2．継起動作
　（4）･ 買って / 汲んで / 取って / 拾って / もらって / 置いて / さらって　　いく

/ くる（吉川武時 1971：202 ～ 3）
　（5）･ 預けて / 置いて / 届けて / 忘れて　　いく / くる（吉川武時 1971：202 ～ 3）

2．3．発話者への近づき・遠ざかり
　（6）･ 入って / 落ちて / 降りて / 追いかけて / かけつけて / 迫って / 伝わって /

出て / 登って / 向かって / 潜って / よじ登って / わたって　　いく / くる
･ （吉川武時 1971：202 ～ 3）

2．4．ある時点 から / まで の継続
　（7）･ 成長して/育てて/はげましあって/書いて/生きて/発展させて　　いく･

/ きた（吉川武時 1971：224 ～ 8）

2．5．変化の過程（進展）
　（8）･ 増えて / 減って / 重くなる / 変って / やせほそって / あつくなって　　
･ いく / くる（吉川武時 1971）
　（9）･ 黄色が白くなっていくにつれて（＝高橋太郎 1969（223））
･･（10）･日増しに恢復していったが（＝高橋太郎 1969（226））
･･（11）･だんだん問屋の借りもかさんできて（＝高橋太郎 1969（195））
･･（12）･順序としては一つずつずれてくる理屈で（＝高橋太郎 1969（197））

2．6．消失・出現
･･（13）･消えて / 霞んで / 失って　　いく（吉川武時 1971：219 ～ 20）
･･（14）･現れて / 生まれて / 浮かんで / こみあげて / よみがえって　　くる
･ （吉川武時 1971：219）
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　これらの「～ていく」「～てくる」について、高橋太郎 1969 で「『してくる』
は、話し手または主人公にちかづくうごきをあらわす形式であるが『すがた
動詞』としてもつかわれる」（『していく』においても「ちかづく」が「とおのく」
に変えられているほかは同様）、吉川武時 1971 でも 1 ～ 3 は「空間的移動を
意味する『してくる、していく』」、4 ～ 6 を「アスペクトあらわす『してくる、
していく』」としているし、日本語文法研究会編も 1 ～ 3 を「補助動詞構文」（日
本語文法研究会編 2009）、4 ～ 6 を「アスペクトに関わる形式」（日本語文法研
究会編 2007）として巻を分けて扱っている。

3．沖縄語の「～ティ イチュン／チューン」
3．1．移動の方法・様態
　移動の方法をあらわす動詞（アッチュン［歩く］、ハーエースン［走る］、ホーイ
ン［這う］、ウィージュン［泳ぐ］）が「イチュン／チューン」と結びついた場合、そ
れらは「行く・来る」動作がどのような移動の方法で行われるかをあらわす（吉川
武時 1971 で「『～て』が『くる』または『いく』ときの方法をあらわす場合」、日本語
記述文法研究会編 2009 で「移動様態」とされているもの）。

･･（15）･ガッコー･カラ　ヤー･マディ　ハーエーッシ　チャン
･･････････････････学校　　　･･から　　　家･　　まで　　　　　走って　　　　　　･来た

･･（16）･アマー　アッチェー　イカラン。クルマ･ッシ　ヤレー　イカリー･シガ
　　　････あそこは　　　　歩いては　　　　行けない。　　　車　　　･･で　･　　ならば･･･････････行ける　･･････が

･･（17）･ハシヌ　ネーランダレー、ウィージ　イチュ･サ
　　　　････橋･が　　･･･････････なければ　　　　･･･････泳いで　　　･･･････行くよ

･･（18）･アッカンダレー　ホーティ　イカイー　
･･･････････････････歩けないなら　･･･････････････這って　　･･行こうね（行くよ）

　吉川武時 1971 が「『～て』が『来る』または『いく』ときの状態をあらわす場合」、
日本語記述文法研究会編 2009 では「動作の結果状態を伴った移動」としているも
のとしては「ムッチ･イチュン／チューン」「ソーティ･イチュン／チューン」が実例
として見られた。
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･･（19）･ジチェー　ヨー　クヌ　カタナー　ウヤグヮンス　カラ　
　　　　　　実は　　････････よー　　･この　　　　刀は　　　　　　　先祖　　　････････から　　

･ ユジラッタル　ムヌ　ヤシガ、スイヌ　ムトゥヤー　ンカイ　　
　　･･････････････ゆずられた　　　　もの　････　だが　　　･首里の　　　　　本家　　　　　　に　

･ ムッチ　イチュ　シ　ドーナー
　　　　　･持って　　　･いく　･　･もの　　よ　･･な

［実はこの刀は先祖からゆずられたもので、首里の本家に持っていくものな
のです］（多幸山）･

･･（20）･ダイ　シナーチ　ソーティ　イキ
　　　　　値段　････････つけて　　　　･連れて　････････行け !

［値段をつけて連れて行けだと？］（合縁奇縁）

･･（21）･アンシェー　クマカイ　チージヌ　アンマー　ソーティ
････････････････････そして･････････････ここ････へ･････････辻（地名）の　　････女将　　　　･　連れて　　

･ チャービタ　グトゥ（合縁奇縁）
･･･････････････････来ました　　　　から　

　それ以外にも以下のような例で許容可能であるということである。

･･（22）･ユイレール　ンカイ　ヌティ　イチュン / チューン
　　　　･　ユイレール･････････　　に　　　　乗って　　　　いく / くる

･･（23）･デンシャ　‘ウティ　‘イチ　　イチュン / チューン
　　　･････････電車･　　･･･････････で　　　　･･座って　　　･･　いく / くる

　
　日本語記述文法研究会編 2009 ではこれらは「動作の結果状態を伴った移動」と
されており、「ヌティ･イチュン／チューン」「‘イチ･イチュン／チューン」のほか、

「ニンティ（寝て）･イチュン／チューン」などもそれに当てはまると思われるが、
結果の状態を伴った移動とは言えないものもあるようである（吉川武時 1971 にも

「継続的動作をあらわす動詞で」「動きながらの動作」をあらわすとしており、「ど
なっていく」「（松林を）眺めていく」の例が挙げられている（吉川武時 1971：206））。

･･（24）･ニーグルマ　ウスティ / フィチ　　イチュン / チューン
　　　　　･･　荷車　　　･･････････　押して / 引いて　　　　　　　････････行く / 来る
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3．2．継起動作
　以下のような例は吉川武時 1971 が「～して（から）･いく／くる･動き」、日本語
記述文法研究会編 2009 が「継起」としているものである。

･･（25）･ニンジン　ティラムン　ソーダン　サングトゥ　コーティ　イカリーミ
　　　　　　人間　　　　･････たるもの　　　　　相談　　　　　･しないで　　　　････買って　　　･　行けるか

　（合縁奇縁）

･･（26）･イッター　スバデー･ヤ　ハラティ　イキ･ヨー･ヤー
　　　　　･･お前ら　　　　　そば代　は　　　　　払って　　　行け　･･よ　････ね　　

　　［お前ら、そば代払って行けよ］（てぃんさぐぬ花）

･･（27）･ジルー　ユディ　イチュン　（沖縄語辞典）
　　　　･･･二郎　　　　･呼んで　　　･･･いく

･･（28）･イスジ　カミジャー　ユディ　クーワ　（多幸山）
　　　　･　急いで　　･････亀ジャー　　　　呼んで　････････来い

･･（29）･ウファカ･ンカイ　イチュ･クトゥ、　エージ　ッシ･クー
　　　　･･･････お墓　　　　に　　　　　行く　　･･から　　　　･･･合図　　････して････こい

･ ･［お墓に行くから呼んで来い］（沖縄語の入門）

･･（30）･ウスガナシーメー･ガ　サージャー　イリウトゥチ　　　　
　　　　･････････････････王様　　･･･････････が　　････　鷺　　･･･････　････射り落として

･ トゥティ　チャービタン（沖縄語の入門）
　･･･････････････取って　････････････来ました･

　なお「～てくる／ていく」ではなく「～て出す」であるが、次のような例があっ
た（日本語訳は「もってきて」となっている）。

･･（31）･サキ･ン　サカナ･ン　ムッチ　ンジャチ･ンソーレー　（てぃんさぐの花）
･････････････････酒･も　･･････　･･･肴･も　　　････もって　　･･････出して　･･････くだされ

　吉川武時 1971 は日本語においてこの用法で用いられる「～てくる／ていく」は
前に来る動詞が（1）何かを手に入れることを意味するもの（「飼う、汲む、さらう、
取る、拾う、もらう」）、（2）何かを手放すことを意味するもの（「預ける、置く、
とどける、忘れる」）が相対的に多いとしているが、沖縄語においても同様のこ
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とが言えるのかは多数の用例を検討する必要がある。なお、移動をあらわす動詞
が前に来る動詞にあらわれることもあり、以下のようにンジ･チューン（行ってく
る）、ケーティ･チューン（帰ってくる）などが用いられる。
　　
･･（32）･ナマ･カラ　ウフィグヮー　マチヤグァー･マディ　ンジ　チューサ
　　　･･････いま････から　　･･････ちょっと　　　　･････････雑貨屋･･･　･････････まで　････････行って　･････くる･よ

･･（33）･ナー　’ヤーヤ　シマンカイ　ムドゥティ　イチュシヤサ　（合縁奇縁）
　　　･････もう　　･････おまえは　････････故郷に　　･･･････････もどって　････････････いくんだよ

･･（34）･マーダ　ケーティ　チェー　‘ウラン･ドゥ　ア･ガヤー　（てぃんさぐの花）
　　　････････まだ　　　･･･帰って　･････････来ては　　･････いない　･･こそ　･･･ある　かな

3．3．近づき・遠ざかり
･　「イーン（入る）」「ンジーン（出る）」などとともに用いられた「イチュン／チュー
ン」は発話者 5の現場への近づきや遠ざかりを示す。
　　　
･･（35）･キョーシツ･ンカイ　シートゥ･ヌ　チャー･ガ　イッチ　イチャビータン
　　　　･････････教室･･･　　･･････に　･　　　　･学生････････の･･･････［複数］　･･が　　･･入って　･･･････････行きました

　　　［教室に生徒たちが入って行きました（話者は教室外）］

･･（36）･キョーシツ･カラ　シートゥ･ヌ　チャー･ガ　ンジティ　チャービータン
　　　　　　　教室･･････　　から　　　････学生　　･の････････［複数］････が　･････　出て･･･････････････････きました

　　　［教室から生徒たちが出てきました（話者は教室外）］

･･（37）･キョーシツ･ンカイ　シートゥ･ヌ　チャー･ガ　イッチ　チャービタン
　　　　･･････････教室　　　･････に　　　　　･･学生･　･　の　　･･［複数］････が　　･･入って　　･･････きました

　　　［教室に生徒たちが入って行きました（話者は教室内）］

･･（38）･キョーシツ･カラ　シートゥ･ヌ　チャー･ガ　ンジティ　チャービタン
　　･････････････　教室･　　　･から　　　･･･学生･　････の　　･･･［複数］･･･が　　　･･･出て　　･･･････････来ました

　　　［教室から生徒たちが出て行きました（話者は教室内）］

5･ 吉川武時 1971 は「発言者のいる所へちかよる動作・作用をあらわす『てくる』と発言者の
いる所からとおざかる動作・作用をあらわす「ていく」としながらも、実態はそれほど単
純ではなく、物語（昔話など）においては登場人物（（41）は「かたり手」へのちかづきでは
あるが類例だろう）、疑問文では相手への近づきや遠ざかりが問題になるとしている。



－ 56 －

･･（39）･タシカニ　チュー　ンジティ　チュー･シガ　（てぃんさぐの花）
　　　　　　確かに　　　今日（牢屋から）　出て　　　　　来る　　けど

･･（40）･ハブヤ　ンジティ　クーンガヤー　（合縁奇縁）
　　　　　ハブは　　　　　出て　　　　来ない　かな･

･･（41）･メーユル　シバイ　ンージャー･ター･ガ　ウシカキティ　チャービタン
　　　　　　毎晩　　　　　芝居　　　　･見るもの　･　････達　･･が　　　･･押しかけて　　　　･･････きました　

　　･（沖縄語の入門）

　以上はいずれも人や動物などの近づきや遠ざかりを示した「眼前描写文」であ
るが、次のような例があった。

･･（42）･ニーグルマ･ヤ　ヤマトゥユー･ナティカラル　イッチ･チョール
　　　　　　･･･荷車　　　･･は　　　　･･大和世　　　　　なってから　････････････入って･　･･きている

［荷車は廃藩置県後に入ってきた］（首里那覇方言データベース）

　この「荷車」は個別具体的な運搬道具ではなく一般的なものを指し、それが沖
縄の世の中で見られるようになったということであり、抽象化したものといって
いいであろう。

3．4．変化の進展
　吉川武時 1971 が「変化の過程」、日本語記述文法研究会編 2007 が「変化の進展」
をあらわすとしているものである。国立国語研究所 1963 のイチュン［ʔicuN］の
項目に、「㊁行く。（事態が）進行する。…していく」という記述があり、「･judi･～･。
読んで行く。読み進む」という例があがっている（チューン［cuuN］では同様の意
味は特に言及されていないが）。次の例も同様なものであろう。

･･（43）･ユーヌ　ナカー　カワティ　イチュイ、ワカムン･ヌ　チャー･ヤ　･アンシ
　　　　･････世の　　･････中は　･････････変わって　　････････行き、　････････････若者････････の　　･･･達　･･･　は････････ああして

　　･ アホーリティ　イチュイ、　クリカラ･ヌ　アトー、ヌーガ　ナイヤラー
　　　　････おろかになって　････････････行き･･･････････････これから･････の　　　あとは･･　････どう･･　･････なるのだろう

（てぃんさぐの花）

　他に首里話者によると以下のような例も許容可能だということであった。
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･･（44）･ティン･ヌ　ムユー･ヌ　カワティ　イチュル･グトーン。
･･･････････････････空　　･の　････　様子･････が　･･････変わって　･･･････････行く･･･････････ようだ

･･（45）･［美容室で美容師が客に］ナマカラ　カラジ　チッチ　イチャビーサ
　　　　　　　　　　　　　････････････今から･･････････････髪･････････････切って　　･･･････行きますよ

3．5．持続
　「～ティ･チューン」「～ティ･イチュン」で持続をあらわす用法がある。吉川武時
1971 が「ある時点までの継続」「ある時点からの継続」、日本語記述文法研究会編
2007 が「長期的継続」としているものである。

･･（46）･クヌグロー　シデーシデーニ　ヌクバーティ　チョーイビーン
　　　　　　最近は　　　　　　　･だんだん　　　　　　･･･暖かくなって　　･････････きています

･･（47）･アンシ　スダテティ　チャシ･ガ　クヌ　ワラビ　ナトーイビーン
　　　　･･こうして　　　･･･育てて　　　　･･きたの････が　　･この　　･････子　･････････････なっています

　　　［こうして育ててきたのがこの子です］（合縁奇縁）

･･（48）･イチカー　フントーヌ　ウヤ･ン　ワカエー　サニ、チングヮー　トゥ
　　　　･　いつかは　　　　･･･本当の　　　　･･親･････も　･･････わかりは･･････しないか　　　お洋服　　･･････････と

　　･ マムイブクル　テーシチニ　ムッチ　チャシガ　（合縁奇縁）
　　････ ･･･････お守り袋　　　･･･････････大切に　　･･･････持って　　････きたが

･･（49）･クリ･マディ　ウチナーシバイ　‘ンーチ･チャービタシガ、
　　　　･ ･これ　････まで　　････････････沖縄芝居　　　　･････････見て　　　･･･来ましたが　　

　･ クリカラン　‘ンーチ　イケーヤー　ンディ　ウムトーイビーン。
　　　･ ････これからも　　　･････見て　　　　　行け　　　　･　　と　　　　････　思っています

･････［これまで沖縄芝居を見てきましたがこれからも見ていこうと思っています］

･･（50）･ウングトール　ユーテー･ヌ　チャー　ウトゥルサシ、
　　･ ･････････あんな　　　　　　与太者･　･･･の　　（複数）　　　　･こわがって　････、　

　　　クリカラヌ　ユヌ　ナカ　イチチ　イカリンナー、ハーメー
･ ････これからの･････････世の･････････中･　･･･････生きて　･･･････いけないよ、　････････････オバー

　　　　（てぃんさぐの花）
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　なお、3.･1 で見たように「ムッチ･イチュン／チューン」は移動の様態をあらわ
すものであったが、（48）を見ると「ムッチ　チューン」が「（これまで）所持してき
た」という持続の意味で用いられている。これは移動の方法をあらわす「ムッチ･
イチュン／チューン」の「ムッチ」が“手にもつ”ではなく“所持する”にかわった
ためだろうとおもわれるが、同じようなことは、例えば通常は移動の方法をあら
わす「アッチ / ハーエーシ / ウィージ　イチュン」などでも同様であろう。

･･（51）･コーエン･ンジ　ジュッキロ　ハーエーシ　チャン
　･ 　公園　　　　･で　　　･･･････10 キロ　　　　　走って　　　　　きた

なら、3.2 で見た「継起動作」となるが、この場合は「10 キロ･ハーエースン（10 キ
ロ走る）」で完結した動作をあらわすものに変わっているためだと思われる。こ
のように、動詞の意味の変容によって「～ティ･イチュン／チューン」があらわす
意味も変更されるのだろう。

3．6．出現と消失
　これまでなかったものが出現した場合には「～ティ･チューン」、これまであっ
たものが消失した場合には「～ティ･イチュン」を用いる。吉川武時 1971 が「出現
の過程」「消滅の過程」としているものと並行的なものである。

･･（52）･フシ･ヌ　ンジティ･チャン
　　　　　･･星･　･が　　･････出て　　　･･きた

･･（53）･フシ･ヌ　チャーティ･イチュン
　　　　　･･星･････が　･･　･･･消えて　････････････いく

･･（54）･アカガイ･ヌ　ティーチナー　ティーチナー　チティ･チャン
　　　　　･･あかり････････が･･　　･････ひとつ　　　･･･････････････ひとつ　　　･･････点いて･････　きた　

･･（55）･アカガイヌ　ティーチナー　ティーチナー　チャーティ　イチュタン
　　　　　･･あかりが　･･･　　　･･　･ひとつ　　　　　　　　ひとつ　　　　　･･消えて　････････････････いった　

4. おわりに
　なお、沖縄語においてチューン（「来る」）は場面・状況によっては動作主が話
し手から遠ざかる意味（「行く」に相当する意味）を持つことがある。
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･･（56）･ナマカラ　ガッコー･ンカイ　チューンドー
　　　　　･･今から･　　　･････学校･････････　･･に　　　　････来る　･･････よ

　［「今から学校に行くよ」の意味で使用が可能］
　
　しかし、- ティ･チューンの形式になると空間移動をあらわす場合でも上記の意
味を持つことができなくなるようである。
　
･･（57）･アレー　ガッコー･マディ　アッチ　チュミ
　　　　･･あいつは･･･　･････学校･･･････････まで　･･　･･･歩いて　･･････くるか

　　　　　　［「あいつは学校まで歩いて行くか」の意味では不可］

･･（58）･アマンカイ　ムッチ　クーワ
　　　　　　あそこへ　･･･････　もって･･･････　こい

［「あそこへ持って行け」の意味では使用不可］

　時間的な意味においても同様であり、首里方言話者によれば、

･･（59）･? ナマカラ　セーセキン　アガティ･チュール･ハジ
････････････････････今から　　･･････　成績も　･･･････　･･･あがって　　･････くる　･････はず

･･（60）･? ナマカラ･ン　カガコー　シシディ･チュールンディ　ウムイビーン
････････････････････今から････････も　　･･･科学は　　･･･････進んで　　　････くる　　･････と･････････････････思います

･･（61）･? フシヌ　チャーティ　チャン
　　　　　･････星が　　　　　消えて　　　　　きた

などはこれらの形式自体が不自然である（チューンではなくイチュンを用いなけ
ればならない）とのことであった。

　3 で見たように沖縄語の「～ティ･イチュン／チューン」は日本語の「～て･いく /
くる」と大きな違いはない。本稿で得た結論としては日本語の「～て･いく / くる」
と沖縄語の「～ティ･イチュン／チューン」はほぼ同じように用いられるというこ
とであった。
　とはいえ、たとえば津波古敏子 1992 でも指摘されているように、沖縄語と日
本語では授受の補助動詞構文は異なり、沖縄語では以下のような形は用いられな
い。
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･･（62）? ワンネー　シンシーン･カイ　ビンチョー　ナラーチ　‘イータン
　　　　　･････私は　　　　　　･･先生･　　　　に･･･　　････勉強　　　　　　･教えて　･･････････もらった

　
　（62）のような意味を表わすためには、使役の形を用いる。
　
･･（63）･ワンネー　シンシーン･カイ　ビンチョー　ナラーシミタン
　　　　　････私は　　　　　････先生･　　　　に･･･　　･････勉強　　　　　　　･教えさせた

　本稿で述べてきたことは（62）（63）の違いのように目を引くものではなく、結
果的には日本語とほぼ同じであるということを確認することにとどまるものと
なった。ただし、異なるかどうかを調べる事だけではなく、同じことを確認して
おくことも、たとえば体系的な記述文法や教科書を作成する際には必要であるこ
とを付け加えて本稿を終えることにしたい。

参考文献
内間直仁・野原三義編著 2006『沖縄語辞典』研究社
小川晋史 2015『琉球のことばの書き方』くろしお出版
金田章宏 2001『八丈方言動詞の記述的研究』和泉書院
金水　敏 2000「時の表現」金水敏他『時・否定と取り立て』岩波書店
金田一春彦編 1976『日本語動詞のアスペクト』むぎ書房
高橋太郎 1969「すがたともくろみ」（金田一春彦編 1976 所収）
津波古敏子 1992「沖縄中南部方言」『言語学大辞典 4』三省堂
寺村秀夫 1984『日本語のシンタクスと意味Ⅱ』くろしお出版
日本語記述文法研究会編 2007『現代日本語文法 3』くろしお出版
―――――――――――2009『現代日本語文法 2』くろしお出版
森田良行 1968「『いく・来る』の用法」『国語学』国語学会
吉川武時 1971「現代日本語のアスペクトの研究」（金田一春彦編 1976 所収）
吉屋松金 1999『実践うちなあぐち教本』南謡出版
Chamberlen, B. H. （1895） Essay in aid of a grammar and dictionary of the Luchuan language.
 （山口栄鉄 2005 訳『琉球語の辞書と文典』琉球新報社）



－ 61 －

資料
国立国語研究所編 1963『沖縄語辞典』大蔵省出版局
首里那覇方言データベース（琉球大学図書館）
西岡敏・仲原穣 2006『沖縄語の入門･―たのしいウチナーグチ―　CD 付改訂版』白水社
真喜志考忠脚本･1998『合縁奇縁』琉球新報社
―――――――･1998『多幸山』琉球新報社
―――――――･1999『てぃんさぐの花』琉球新報社

（作者未詳）『汀間當物語』（沖縄芝居、DVD からの書き起こし）
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文字と発音
・下段左は本稿、右は『沖縄語辞典』（国立国語研究所 1963）のアルファベット表記

ア
a				ʔa

イ
i    ʔi

ウ
u				ʔu

エ
e				ʔe

オ
o				ʔo

カ
ka    ka

キ
ki    ki

ク
ku    ku

ケ
ke    ke

コ
ko    ko

ガ
ga    ga

ギ
gi    gi

グ
gu    gu

ゲ
ge    ge

ゴ
go    go

サ
sa    sa

スィ
si    si

ス
su    su

セ
se    se

ソ
so    so

ザ
za    za-

ズィ
zi    zi-

ズ
zu    zu-

ゼ
ze    ze-

ゾ
zo    zo-

タ
ta    ta

ティ
ti    ti

トゥ
tu    tu

テ
te    te

ト
to    to

ダ
da    da

ディ
di    di

ドゥ
du    du

デ
de    de

ド
do    do

ナ
na    na

ニ
ni    ni

ヌ
nu    nu

ネ
ne    ne

ノ
no    no

バ
ba    ba

ビ
bi    bi

ブ
bu    bu

ベ
be    bw

ボ
bo    bo

ハ
ha    ha

ヒ
hi    hi

フ
hu    hu

ヘ
he    he

ホ
ho    ho

パ
pa    pa

ピ
pi    pi

プ
pu    pu

ペ
pe    pe

ポ
po    po

マ
ma    ma

ミ
mi    mi

ム
mu    mu

メ
me    me

モ
mo    mo

ヤ
ya    ja

ユ
yu    ju

ヨ
yo    jo

ラ
ra

リ
ri    ri

ル
ru    ru

レ
re    re

ロ
ro    ro

ワ
wa    ’wa

ウィ
wi    ’wi

ウェ
we    ’we

キャ
kya(なし)

キュ
kyu(なし)

キョ
hyo(なし)

ギャ
gya   gja

ギュ
gyu   gju

ギョ
gyo   gjo

シャ
sha   sja

シ
shi   si

シュ
shu   sju

シェ
she   se

ショ
sho   sjo

ジャ
ja    za

ジ
ji    zi

ジュ
ju    zu

ジェ
je    ze

ジョ
jo    zo

ツァ
tsa   ça

ツィ
tsu   çi

ツ
tsu   çu

ツェ
tse   çe

ツォ
tso   ço

ビャ
bya   bja

ビュ
byu   bju

ビョ
byo   bjo

チャ
cha   ca

チ
chi   ci

チュ
chu   cu

チェ
che   ce

チョ
cho   co

ピャ
pya   pja

ピュ
pyu   pju

ピョ
pyo   pjo

ニャ
nya   nja

ニュ
nyu   nju

ニョ
nyo(なし)

ヒャ
hya(なし)

ヒュ
hyu(なし)

ヒョ
hyo(なし)

クァ
kwa   kwa

クィ
kwi   kwi

クェ
kwe   kwe

クォ
kwo   kwo

ミャ
mya   mja

ミュ
myu   mju

ミョ
myo   mjo

グァ
gwa   gwa

グィ
gwi   gwi

グェ
gwe   gwe

グォ
gwo(なし)

リャ
rya   rja

リュ
ryu   rju

リョ
ryo   rjo

ファ
hwa   hwa

フィ
hwi   hwi

フェ
hwe   hwe

フォ
hwo   hwo

’ヤ
’ya			ʔja

’ユ
’yu			ʔju

’ヨ
’yo			ʔjo

ン
N				ʔN

ッ
Q    Q

’ワ
’wa			ʔwa

’ウィ
’wi			ʔwi

’ウェ
’we			ʔwe

(‘ア
‘a [なし])

‘イ
‘i    ’i

‘ウ
‘u    ’u

‘エ
‘e    ’e

‘オ
‘o    ’o

‘ン
‘N    ’N

（’メ
’me			ʔme）

・･ 母音以外の声門破裂音“’”（引用符閉じ）、母音・N の正門破裂なしは･“‘･”･（引用符開き）であらわす。
・･ それぞれ有標のものとかんがえられるものに印をつける（声門破裂なしの‘アは内間直仁・野原三義 2006、声門破裂あ

りの’me は国立国語研究所 1963 に meNsheeN の士族的発音としての記載があるので（　）付きで掲載しておいた）。
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On	the	meaning	and	usage	of	“-ti	ʔicuN/cuuN”
in	Shuri/Naha	dialect	of	Okinawan

HANAZONO Satoru

Okinawan and other Ryukyuan languages have derived verbs which combine ti-
conjuncitve (ti-form)  and verbs of movement “ʔicuN/cuuN	”	(go/come).

   (1)  Aree     sumuci     muQci     ʔicuN 				“He/She	brings		a	book/books”
										he/sheTOP					book	ACC					hold	ti-form           go

			(2)	YaQcii-ya					kuma-Nkai					haaee	Qsi					caN					“My	elder	brother	ran	to	here	”
         elder btother TOP            here-GOAL             run ti-form       come PAST

This paper examines meanings and usages of “-ti icuN/cuuN ”	 in	Shuri/Naha	
dialect of Okinawan by investigating examples collected from scripts of Okinawa 
shibai (Okinawan theater), and elicitation by native speaker of Shuri diarect. Through 
the analysis, it was found meanings and usages of 「-ti icuN/cuun」of Okinawan are 
very similar to corresponding form “-te iku/kuru”(te-conjuncitve	followed	by	verbs	of	
movement “iku(go)/kuru(come)”)	in	Japanese.




