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母型論

母の形式は子どもの運命を決めてしまう。この概念は存在するときは不在という

もの、たぶん死にとても似たものだ。母親の形式は種族、民族、文明の形式にま

でひろげることができる。また子どもの運命は、生と死、生活の様式、地位、性

格までひろげられ、また形式的な偶然、運命的な偶然、の連関とも不関とみなせ

る。この決めにくい主題が成り立つ場所があるとすれば、ただ一つ、出生に前後

する時期の母親と胎児とのかかわる場だとみなされる。もっとこまかくいえば、

それは受胎八か月から出生後一年くらいのあいだといえよう。

…



連環論（１）

…

肺が鰓腸の壁から発達し、分れてきた袋状の内臓だとすると、肺の呼吸をつかさ

どってきたのは鰓呼吸をつかさどる延髄である。これは「鰓脳」ともよばれる発

生的な根拠をもっている。これによって鰓腸や肺のリズム、心臓のリズム運動は、

おのずからまもられてきた。だが発生学者にいわせれば本来自然であるはずのこ

の呼吸運動は、体壁系の動物筋肉にゆだねられ、その支配もうけるようになって

いく。鼻（腔）は吸いこんだ空気を適温に温め、和らげて肺に送りこむだけでな

く、嗅覚のよしあしに左右されるようになる。いいかえれば、呼吸は感覚の支配

によって停止されたり、不随意の臭気によってつまったり、心的な衝撃によって

乱れたり、病的なばあいには分裂病者にあるように、人為的に呼吸を停止して自

殺することができるようになる。正常なばあいにはヒトは自分で呼吸をつめて自

死することはできないとされている。だが分裂病の自殺者のばあいにはそれがあ

りうる。このことは呼吸作用本来の姿である植物的な内臓系の律動が意志的に切

断できるほど体壁系の感覚支配が乖離変貌したことを意味している。この不可解

な心の動きの支配は、いずれにせよ呼吸のような自然な植物性の酸素摂取にたい

して、感覚の筋肉支配が分離してきたところに根拠をおいている。



連環論（２）

発生学者 三木成夫は、もっとラジカルなところまで言及している。（「解剖学総

論草稿」）ヒトの行動は身体運動や意志の働きもふくめて、すべて呼吸の犠牲の

うえに成り立っていて、自然な呼吸を妨げることなしにヒトの身心の行動はあり

えないというように。…

呼吸は延髄（鰓脳）の呼吸中枢に統御されていると同時に、大脳の皮質にも統御

されている。これが脊椎動物一般に通じるものだとすれば、この呼吸過程には嗅

覚の過程が対応する。嗅覚はいわば呼吸に対応する体壁感覚の生命＝性の起源（

エロス覚）のいちばん本質的なかたちなのだといってもいいとおもう。…

呼吸を介してみるとすれば、自然な植物性の内臓呼吸を意志的に、あるいは意識

的に切断したり、追いつめたりすることで得られるヒトの個体の心身の行動は、

どこまでも内臓呼吸を体壁の意識的な筋肉と神経につなげ、この意識的な呼吸の

統御が優位になっていく過程を、ヒト的な過程とみなすことになる。ヒトが呼吸

作用を介してなにかを言おうとすれば、それは人為的に呼吸が統御されたものを

指すことになる。わたしはここで禅（ZEN）の呼吸法をすぐ思いだすが、これは



連環論（３）

呼吸器官のうちの体壁につながる動物性の筋肉や神経で統御される感覚部門を遮

断し、もっぱら植物性の内臓呼吸だけの呼吸法に入っていくことにほかならない。

これによって禅（ZEN）は、植物としての生命代謝だけによって宇宙的なリズム

に同致する状態を修練でつくりだすことで、心身の原初に円環しようとしている

といえる。もちろんその円環がどうで、なにを意味するかは絶えず問わなくては

ならない。ヒトは心身の健常を実現することが望ましいが、心身の健常や原初の

宇宙のリズムに覚醒して同致することのため、その目的因をめざして生きるもの

ではないからだ。禅（ZEN）はこの植物性の原初の呼吸法を獲得することを自己

目的としているとの指摘を回避するために、死の超越の可能性といった課題を導

入しようと試みてきた。…

頭蓋は神経管をとり囲む脊椎の骨が、神経管がふくらみ大脳化してゆくにつれて

頭蓋になったものだ。これは動物性の神経頭蓋と呼ばれている。もう一つは植物

性の腸管の前端の鰓腸管をささえる鰓弓状の骨は、口（腔）ができるとともに顎

骨化してしてできた植物性の内臓頭蓋と呼ばれる。この二つの頭蓋が結びつき、



連環論（４）

それに皮膚が全体におおいをかけて組立られている。動物性の頭蓋では嗅窩と口

（腔）とが連結して内鼻口ができ、鰓孔を耳道にして聴覚の入口ができる。植物

性の頭蓋では皮骨が上顎と口蓋をつくり、左右の口蓋壁から張り出した仕切りに

より、鼻（腔）と口（腔）が別々になる。ヒトのばあいには大脳の皮質がたいへ

ん発達したため動物性の神経頭蓋はおどろくほど大きくふくらみ、それとは反対

に内臓頭蓋は噛みくだきの作用が弱くなり縮退していった。発生学者はこの急に

肥大した大脳の皮質に栄養分を補給するため、脳底の動脈が急速に肥大し、発生

的に、急な肥大化に対応する形態的な変化をおこさぬため「あたかも高速道路か

らいきなり“路地”へ出てゆく」（三木成夫「解剖学総論草稿」）ようなもので、

さまざまな脳障碍がここを直撃する脆弱な＜場＞をつくることになったといって

いる。この＜場＞とはヒトの皮質の生命運動を統御し、ヒトの意志を形成すると

ころで、血行の障碍をおこしやすい場所と指摘されている。

頭蓋や脳の発生的な形は、ヒトの一般的な共通の基盤を語っている。もし前言語

の状態や感覚系の一般的な性質についてかんがえるなら、頭蓋と脳の形は何らか

の意味でヒトの一般的な性質に対応しているとみなすことができる。でもわたし



連環論（５）

たちがヒトの＜心＞とか＜精神＞と名づけてきたものの性質やその働きは脳の一

般的な働きと同一ではない。何を＜心＞と呼び何を＜精神＞と名づけてきたかは、

げんみつにいえば、あいまいで、個体によっても個別の文化の基層のちがいでも、

まちまちでありうる。ただ、＜心＞とか＜精神＞とか呼びならわしているものが、

発生的にいえばいままでたどってきた植物性の器官と動物性の器官の運動や自然

な律動のうえに、ヒトの特性といえる肥大した大脳の皮質の、いつも自己距離を

微分化し、覚醒している運動のうえに三つ巴に総合された建物だということは確

かだといえよう。…

たとえば体温を定常状態（36～37°C）にたもつために、血液の流れは交感神経

によって調節されている。いまヒトが何かショックをうける事態にぶつかったと

すると、循環系の大元の心臓の動悸は高鳴ってドキドキし、乱れたりする。ほん

らい植物系の自然な支配にあるべき血流が、交感可能な神経の支配をもうけて、

外界のショックに交感し、血流を早めたり、つまらせたり、乱れさせたりするか

らだ。＜心＞を恐れたり、驚いたり、喜んだりといった言い方で、わたしたちは

＜心＞の感情を指したりするが、こういう言い方の状態に入りこんだとき、心臓



連環論（６）

の植物神経と交感神経（あるいは交感しうるようになった植物神経）の動きの状

態から、＜心＞の動きの状態を指すところに跳出しているのだとえる。この微分

的な跳び移り≪転移≫が＜心＞とか＜精神＞とか呼んでいるものの発生の起源だ

といっていい。これは言葉で指すことも証明することもできないが、経験や実感、

もっと無意識のところでは、誰でも＜心＞が高揚したり、驚いたり、恐怖したり

しているある一つの感情状態と心臓の動悸の異変とが対応する状態を知っている

ことになる。では何によってこの状態を知っているのか。規範をつくることがで

きないために、はっきりした輪郭をあたえられない前言語的な内コミュニケーシ

ョンによって、この状態を指すほかないようにみえる。たとえば乳児は出生後一

年ほど言葉をもたない。規範的な輪郭をつくれぬ状態とは、そんなに重要な問題

ではない。輪郭をつくれぬために内コミュニケーションが植物神経系や交感神経

系をつかって内臓器質的につくり出され、それが微分的に＜心＞や＜精神＞を感

情の動きとして跳出させる発生期の状態（ナッセント・ステート）をつくれるこ

とが重要なのだ。



連環論（７）

この状態には音声の側からも近づくことができる。ほんらいは自然な植物性のリ

ズムによって営まれる呼吸の作用は、無意識でも意識してでもいいが、緊迫した

外界の場面の出会ったとき、詰められたり、停止されたり、停滞することで、リ

ズムは乱される。その挙句には吐息のように吐き出されたり、勢いをもって呼び

だされたり、憤りをもって断続させられたりする。この呼吸のリズムが植物性か

ら動物性の感覚神経にゆだねられ、ある呼吸リズムの規範に近づいたとき、いい

かえれば脳へいたる感覚神経系に共通した刺激通路をつくることができるように

なった長い世代の音声リズムに共通性を見出したとき、この呼吸リズムの強弱や

断続や間のとり方の独自さと偶然とは、前言語的な共通の規範とでもいうべきも

のを手にいれたとかんがえることができる。ここまでくれば、呼吸作用は限りな

く内コミュニケーションを呼吸または声として成り立たせていることがわかる。

…前言語の状態から言語の状態にまで展開されたとき、どうして種族語群や民族

語群にわかれてしまうのか。それは偶然なのか、それとも口（腔）や鼻（腔）や

呼吸器官や神経管の成り立ちに固有の違いがあり、それが固有の風土や風俗によ

って機能を違えてしまうのだろうか。このことについて、さしあたり推量できそ

うなことを言ってみたい。



連環論（８）

第一に、前言語状態（内コミュニケーションの同一性）をヒトがげんみつにもつ

ことができるのは、言語をもたない（歴史的な）時期だけにかぎられる。この時

期を想定できれば普遍的な了解反応が成り立つとかんがえられる。

第二に、種族的語群や民族語群は交換可能であり、とくにある種族や民族が、あ

る特定の一つの種族語や民族語と一義的に結びついているとかんがえなくてもい

い。べつな言い方をすれば、ある種族またはある民族が、ある種族語群や民族語

群を話すのは、ただの偶然だとかんがえていいのはヒトの（歴史の）幼児期まで

とみられる。

第三に、単語の母音や連続母音に意味がある種族語群や民族語群、たとえば旧日

本語（たぶん縄文語に由来する日本語の特質やポリネシア語などでは、さきにの

べたような心臓の交感神経のリズムの変異に対応するような＜心＞におこる感情

的な内コミュニケーションと、呼吸リズムを意志的に変動させることによってえ

られる前言語的な音声によるコミュニケーションとは同致しやすく、しかも同じ

ように脳の言語優位の半球で感応はおこるとみなされる（角田忠信『脳の発見』



連環論（９）

）。たとえば日本語では母音の「あいうえお」のどれにも意味ある言葉をあては

めることができる。あ（吾）い（井）う（卯）え（江）お（尾）のように。角田

忠信はポリネシア語にもこの特徴があるが、そのほかに近隣の言語でこの特徴を

もつものはいないと指摘している。さらに角田忠信は、こおろぎの鳴き声を例に

あげて、日本人とポリネシア語圏の諸族だけがこおろぎの鳴き声を脳の言語優位

の半球で聴いていると確定している。

これらのいくつかの推量は、わたしたちに言語状態の発生が呼吸器系統、いいか

えれば口（腔）、鼻（腔）、気管、肺の自然なリズムの分節化に由来するだけで

はなく、内臓、たとえば心臓や胃の交換神経系の異変からもたらされる＜心＞の

内コミュニケーションの発生にも由来していることを語っているようにみえる。

この二つの発生は種族語群や民族語群で同致するか二重化して存在するか、いま

のところ二つの系統に分けられるとみなされる。



大洋論（１）

喉頭（腔）から口（腔）や鼻（腔）までの、言葉がそれぞれの種族語や民族語と

してつくられる管腔の鋭敏な部分は、すこしずつの相違はあっても、ヒトの類と

して同じ構造をもっている。そうだとすればこの同じ構造に対応する言語の同一

性は、どこに由来するかかんがえられるべきだ。この同じ構造に対応できる言葉

の素因子があげられるとすれば、母音がやっとそれに該当するといえる。母音は

それぞれの民族語や種族語で八母音を数えたり、三母音でまとめられたり、六母

音だったりしている。だがこれはヒトの類に共通した言語の原音とみなされるも

ののヴァリエーションとかんがえてもよいとおもえる。

発生学者 三木成夫によれば顔の表情は、腸管の末端があたかも肛門の脱肛のよう

にめくれ返って腸管の内面を露出したものにあたっている。だから顔の表情は内

臓管の視覚的な表象とみなしてよいものだ。内臓管の不全のため心がくもって不

機嫌なときは、顔の表情も色調もくもって快活な情感のときのようにはならない。

それとおなじように喉頭（腔）（のどぼとけ）の発する音声と、それが分節化さ

れ話し言葉になった音声は内臓管（腸管）の聴覚的な表情といっていい。いいか

えれば声は音声でできた顔の表情であり、内臓管（腸管）がくぐもって心が萎え



大洋論（２）

ているときは、音声もくぐもって活き活きしないし、内臓管（腸管）が内攻して

いれば音声も外部に押し出されずに内攻する。

わたしたちはここで、種族語や民族語の差異を超えた母音の共通性を、ヒトの類

としての共通性に対応するという仮定にたてば、その共通性は喉頭（腔）（のど

ぼとけ）から口（腔）や鼻（腔）にかけての洞腔の構造が同じということに帰着

するとかんがえるのが、いちばん理にかなっているようにおもえる。そしてこの

仮定はもっとさきまでおしすすめることができる。一つは母音は波のように拡が

って音声の大洋をつくるというイメージだ。そして母音が喉頭（腔）（のどぼと

け）から口（腔）や鼻（腔）までの微妙に変化する洞腔のあいだでつくられ、発

音されるにもかかわらず、大洋の波のような拡がりのイメージを浮かべられる理

由は、この母音が内臓管（腸管）の前端に跳びだした心の表象というだけでなく、

喉頭（腔）から口腔や鼻腔の筋肉や形態を微妙に変化させる体壁系の感覚によっ

てつくりだされたものだからだ。いいかえれば母音の大洋の波がしらの拡がりは、

内臓管の表情が跳びだした心の動きを縦糸に、また喉頭（腔）（のどぼとけ）や

口腔や鼻腔の形を変化させる体壁系の筋肉の感覚の変化を横糸にして織物のよう

に拡がるため、大洋の波のイメージになぞらえることができるのだ。



大洋論（３）

……

だがここで特異なことが起こりうる。母音の波を言語に近い状態で感受する種族

語群や民族語群とに分極されてしまうことだ。角田忠信の研究によれば（角田忠

信『脳の発見』）母音「あ」の音声を聞かせたばあい、日本人は左脳（言語脳）

優位の状態で聴いており、たとえば米国人は右脳（非言語脳）で聴いていること

が確かめられている。

すこし注釈をくわえると、これは脳波の電位差の分布図で、色の濃い箇所が電位

差が高く、したがって余計に脳の働きがくわわっている箇所を示している。また

ここで日本人と米国人の被験者は、比喩とかんがえてよい。日本人はポリネシア

語族と旧日本語族（縄文語族）を象徴し、米国人は、ひろく西欧のインド＝ヨー

ロッパ語族と、もっと拡大して旧日本語族とポリネシア語族以外の語族を象徴す

るとかんがえてよいことを著者角田忠信は確定している。

なぜ母音の波の響きを旧日本語族やポリネシア語族は左脳（言語脳）優位の側で

聴き（このことは母音を言語に近い素因として聴いていることを意味する）、そ



大洋論（４）

以外の語族では右脳（非言語脳）優位の側で聴いているのか？角田忠信は、旧日

本語族やポリネシア語語族は、母音がそのまま意味のある言語になっているため

に、この母音の言語化の現象が起きたと確定している。わたしたちはこの推定を

もうすこしおしすすめることができる。旧日本語族やポリネシア語族では、自然

現象、たとえば山や河や風の音や水の流れの音などを、すべて擬人（神）化して

固有名をつけて呼ぶことが出来る素因があり、また自然現象の音を言葉として聴

く習俗のなかにあったことが、母音の波の拡がりを言語野に近いイメージにして

いる根拠のようにおもえてくる。日本神話のうち旧日本語の世界を語るところで

は、「語（コト）問ひし磐（イハ）な樹立（コノタチ）、草の片葉（カタハ）を

も語（コト）止（ヤ）めて」（『祝詞』）、いってみれば＜言葉をしゃべってい

た岩や木立や、草の葉のようなものも言葉をやめて＞という世界であり、高い山、

ひくい山から落ちて泡立つ水の瀬は、「瀬織つ比売（ヒメ）」という神であり、

海の瀬がより集まるところは「速開（アキ）比売」という神であり、根の国のし

ぶきが立ちこめてひろがったところは、「速さすらい比売」という神だというこ

とだ。そこでは自然現象は擬人化され、自然物の発する音は、言語になった音の



大洋論（５）

世界だとみなされる。この特性は母音の波の拡がりが自然音とともに言語化され

た世界になぞらえられて左脳（言語脳）でうけとられる世界をつくる根拠だとみ

ることができる。

わたしたちはここで何をしようとし、どんな問題に当面しているのだろうか。

母音がそれだけでは意味をなさない音声の波であるように、母音の波の拡がりで

あるイメージの大洋は、意味をもたず、だがそれにもかかわらず言語優位の脳で

感受されるとともに意味（前意味といってもよい）をもってしまう特異な領野に

当面している。

この領野はわたしたちに新しい地平を垣間見せているようにおもえる。たとえば

ソシュールやその心的な理念化の世界であるラカンの方向づけによれば、いくつ

かの原則をとりだすことができる。一つはソシュールのいうシニフィアンは、そ

れだけでは意味をもたないこと。それにもかかわらずシニフィアンという設定自

（引用者註：

シニフィアン：所記＝意味しているもの；文字・音声

シニフィエ ：能記＝意味されているもの；イメージ・概念・意味内容）



大洋論（６）

体に意味がなくてはならないのだが、この設定が意味をもつためには、一つはシ

ニフィアンは理由づけの不可能なヒトの存在の仕方、たとえばヒトの存在が男性

と女性、と名づけられるものに分けられることにたいして、シニフィアンという

設定が意味をもっているらしいこと。もう一つはいつでもヒトの存在が理由づけ

られるところではシニフィアンが何か（シニフィエ）を呼び込むための素因とな

りうることだとおもえる。だがソシュールやその心的な拡がりを設定したラカン

のシニフィアンが、意味を形成するために実力を行使するものを「神」に求めな

いとすれば、「父」という概念にそれを求めるよりない。なぜなら「神」に求め

たりすれば、「神」は言葉をつくり、その言葉はどこかに目的因をもつ宗教的な

世界になってしまうからだ。またシニフィアンははじめから何ものも意味する可

能性がないものとして設定すれば、それは科学的な素因ではありうるだろうが、

外界はすべてのっぺらぼうの自然界という以外になくなってしまい、物質の自然

を対象としてつくることができなくなる。

わたしがここでかんがえてきた母音の波の拡がりである大洋のイメージは、ソシ

ュールやその心理的な理念としてのラカンのシニフィアンにはなりえたとしても、



大洋論（７）
おなじ意味はもっていない。ただシニフィアンという概念との対応をしめること

はできる。一口に「神」の代りに擬人化され、命名されたすべての「自然」の事

象と現象が登場し、「父」の代わりに胎乳児に反映された「母」の存在が登場す

るところに、わたしたちの大洋のイメージがある。そしてわたしたちが設定させ

たいのは前意味的な胚芽となりうる事象と現象のすべてを包括し、母音の波をそ

のなかに含み拡張され普遍化された大洋のイメージなのだ。そのために完全な授

乳期における母と子の心の関係と感覚の關係が織り出される場所を段階化してみ

なければならない。…

わたしたちは大洋のイメージの世界を、ソシュールのシニフィアンやラカンのシ

ニフィアンの意味づけを拡大した「父」の世界のエデｲプス複合とはちがい、「

母」と（胎）乳児との関係から発生した心と感覚の錯合した前意味的な芽ばえを

もった世界とみなしてきた。そしてその世界では母音は言語的な皮質の優位で感

受され、また「母」の像の根源にはあらゆる自然事象と現象を擬人化し、命名せ

ずにはおられない発生期の習俗が関わってくるものとみなしてきた。それは母音

そのものが言語として意味をもつという二重の機能をもった固有言語の世界へと

展開されてゆく。



大洋論（８）

だが、それ以前に、この大洋のイメージの世界はすくなくとも二つの段階を包括

している。これをわかりやすくするために、（前）言語的な事例になぞらえてみ

れば、

第一段階はいわゆる乳児の「アワワ」言葉の段階だということができる。

第二段階は、幼児言語の世界に対応している。

乳児の「アワワ」言葉の世界は、純粋な母と乳児のあいだの内コミュニケーショ

ンの世界といっていい。…

第二段階は幼な言葉、耳言葉と呼ばれるべきものにあったっている。これは一般

的にいえば擬音語あるいは感覚と感情の織物といえるものだ。柳田国男（「幼言

葉分類の試み」）は、この種の習俗が生みだした幼な言葉をいく種類かあげてい

る。…

…



語母論（１）

註：まず、著者の主張を要約しておきます。

（１） ５母音 あ い う え お （本土日本語）

（２） ３母音 あ い う （与那国方言）

通説： （２）は、（１）である奈良朝日本語から分化した。

反論： （２）のうえに（１）がかぶさって、本土日本語ができたのだ。

つまり、３母音の与那国方言（やそれと類似した東北方言）はマラヨ・

ポリネシア語族の一つである古層の日本語であり、そのうえに北方大陸

のアルタイ語の要素が降りつもって、古層の日本語が見えてくるほど薄

くつもった部分が与那国方言（やそれと類似した東北方言）となり、古

層が覆い隠されるほど厚くつもったのが本土日本語であった。



語母論（２）

註：同じく、著者の語母世界モデル。

景物・天然音言語

言語的な世界

言語的な陰画 |N|, |h|, |’|音

３母音（a, i, u ）

大洋的な世界



語母論（３）

…

わたしたちがここで当面しているのは、擬人化された景物や天然音を生理的な表音

（母音）によってとらえようとすることで、喉ぼとけのうえを無声のまま（ |h|）

で、あるいは有声で（|’|）通過するそれだけでは意味をつくらない音声を言語

の陰画としてまねきよせようとしている傾向性の問題である。この意味では無声、

有声の「ひ」（ |h|, |‘|）音は「ん」（ |N| ）とおなじように言語の陰画を作り上げ

る要素の群れとみることができよう。

つぎに隠岐（おき）の三つ子の島を生んだ。またの名は、天（あめ）の忍許呂別

（おしころわけ）。つぎに筑紫（つくし）の島を生んだ。この島も身体はひとつ

で顔の面が四つあった。顔の面ごとに名前があった。それで筑紫の國は白比別（

しらひわけ）と言い、豊国（とよくに）は豊日別（とよひわけ）と言い、

肥（ひ）の國は建日向日豊久士泥別（たけひむかひじひねわけ）と言い、熊

會（くまそ）の國は建日別と言う。 （『古事記』の上巻）

これは國生み神話の一節だが、生みだされる島々が擬人化されているのがとてもよ



語母論（４）

くわかる。九州の島の全体を一つの身体とみなし、四つの湾岸はそれぞれ四つの

顔のおもてにみたてられ、その一つ一つに人名がつけられている。この比喩には

「別（わけ）」という古代的な官職名が使われているが、統治者とも土着神とも

かかわりなく、九州の島と湾岸の表情がそのまま擬人に見たてられている。つぎ

には生みだされた神の名が自然の景物の暗喩になっている。たとえば石土毘古神

（いはつちびこのかみ）は岩や土の暗喩、大屋毘古神（おおやびこのかみ）は家

屋の暗喩、大綿津見神（おおわたつみのかみ）は大きな海原の暗喩になっている。

ここでは人が天然なのだ。そして「祝詞」の『大殿祭（おほとのかみ）』をみる

と、言葉を寄せ、祀りごとを立てて「言葉を問いかけていた岩や木立とか、草の

葉のたぐいのお喋言りをやめさせて」とあるように、岩や樹林や草の葉のような

ものは、みな言葉を発しているものだった。この初期神話に記載された自然の景

物や天然現象を、聴覚にうったえる言葉の音声を発するものとみなし、また天然

の景物や天然現象の端々を擬人（神）化してみせる世界認識の特徴は、マヨロ・

ポリネシア系の一つの系統の言語を基層にもつ日本語の特質、いいかえれば景物

を擬人とみ天然音を語音となる特質を生みだすことになったとかんがえられる。



語母論（５）

わたしたちはここまできて大洋の世界のうえに三つの

母音ア（ a ）

イ（ i ）

ウ（ u ）

と

「ん」（ |N| ）や

| h |・|’|音

を言語の陰画として覆い重ね、景物や天 然音を聴覚映像に仕立てた語母的な世

界を想定することができる。

ここで分節化されない音声で母親とのあいだに内コミュニケーションを成り立た

せていた乳（胎）児が、片言のように語りはじめることで幼児の意識の世界をつ

くりはじめた過程を、語母の世界になぞらえることができよう。風の音、波の音、

木立の音、そして山河の音すべて言語脳で聴く日本語の特質を、マラヨ・ポリネ

シア語族の世界に結び付けているのは、基層に横たわる語母的な世界の特色によ

っているとおもえる。



註：母音と子音への経路；ヤコブソン

広母音（a） （papa）

広母音（a） 狭い前寄り母音（u） ＜3母音体系＞

狭母音（i） （pipi）

「あわわ言葉」

口腔音（papa）

唇音（papa）

閉鎖音 摩擦音（fis） ＜子音体系＞

歯音（tata）

唇音 鼻音（mama）



起源論（１）

ローマン・ヤコブソンによると、乳幼児は喃語（falil）（あわわ言葉）の時期、あ

りとあらゆる多様な音をだすと述べている。…

この乳幼児の「あわわ言葉」の時代は、まだ母音とも子音とも区別のつかぬ言葉の

状態で母音でも子音でもありえる中間の音声ともいえる。この時期を身体器官の状

態からいえば咽喉、口腔、鼻腔のつくる空間の形と気息の変化によって収縮、拡張

の変形のさまざまな度合いがつくれる状態を意味している。拡張の最大は広母音 a

であり、開口度ゼロの閉鎖音は口腔全体を閉じる唇音だといえよう。…

ヤコブソンが指摘するように、ここからはじまる乳幼児の「あわわ言葉」から、言

語らしい音声の表出に移る過程は広母音から母音の体系がつくられ、口腔内を閉じ、

口腔前面だけをひらいた閉鎖音から、子音の体系がつくられる経路をさしている。

そこで、 a が最初の母音として、また唇音が（たとえば p ）最初の子音としてあら

われる。また、子音は、口腔音と鼻音がはっきりしたちがいとしてあらわれる。ヤ

コブソンは、 p 音と m 音は対立する差異で、たとえば papa は口腔音的であり、
mama

は鼻音的だといっている。つぎにあらわれるのは唇音と歯音のちがいだ。たとえば。



起源論（２）

papa と tata、mama と nana の対立である。つまり口腔音と鼻音の対立的差異が、

最小限の子音体系をつくっていく。この二つの子音的対立につづいて、いちばん

最初の母音的対立があらわれる。それは広母音（a）と狭母音（i）の対立である。

たとえば、papa, pipi のようなものがそうだ。またしばしば広母音 a のかわりに、

より前寄りの母音（u のような音）があらわれる。

乳幼児の母音体系は、狭母音が硬口蓋母音と軟口蓋母音とに分化する（たとえば、

pipi, pupu ）過程、あるいは狭母音と中くらいの開きの第三の母音と対立的な過程

（たとえば pipi, pepe ）をもつようになる。どちらの過程をとっても、三母音の体

系が生みだされることになり、これはどんな民族言語にもあてはまる最小限の母

音体系ということになる。ヤコブソンの記載によれば、この最小限母音体系のど

ちらの過程も、母音どうしを区別する特徴は二つの経路をとる。開口度のちがい

の三つの段階で母音が区別される線型の母音体系では、中程度の口の開きの母音

は狭母音にたいし広母音として機能し、広母音にたいしては、狭母音の機能とし

て対立する。



起源論（３）

また a と i の三母音の三角形

a

△

i u

では u は a にたいして狭母音の機能として対立し、同時に i にたいしては「軟

口蓋性」（唇を円めるような）の点で対立する。おなじように m, p, t という子

音体系のばあい、p は鼻音 m にたいし「口腔音」として対立し、同時の歯音 t 

にたいしては唇音として機能的に対立する。日本語では旧日本語の要素の多い

琉球語は、三母音（a i u）だとかんがえれている。琉球語における三母音は、五

母音の新日本語成分と混融し、もつようになった特色がある。一つは語頭の｜N｜

音を縮退音としてとりうること、ワ行音がバ行音に濁ること、さらにいえば濁音

を一般的に古い音声とみなされることなどがすぐにあげられる。

さきにも触れたが、乳幼児の前言語的な「あわわ言葉」の段階では、乳幼児はド

イツ語でもコーカサス語でも、アフリカの言語の音声でも、ありとあらゆる発音

をすることができる。そして次の発展段階、いいかえれば言語になりかけの時期



起源論（４）

では、世界のどの言葉も総てに共通する音声だけを保存する。じぶんの母語をほ

かの言葉から区別するような特殊な音声は後になってはじめてあらわれるように

なる。

乳幼児期からの言語になりかけの過程は、音声の器官、いいかえれば、のどぼと

けから上の気道や、口腔の形、鼻腔の大きさ、空気の流通の質と量をどう自在に

変化させるようになるかに対応している。従って基本的にいえば人類の身体器官

の同一性や共通性が物をいうとみることができよう。もちろんこの器官の構図の

同一性、共通性だけでは、ほとんど相互の了解を拒絶するようにへだたったそれ

ぞれの種族語や民族語の音声の相違、文法的な大差の理由を説明することはでき

ない。ただヤコブソンは、たぶん身体の発声に関与する器官の共通性や機能上の

微差に帰してもいい共通性を、もうすこしさきまで記述している。

まず乳幼児が言葉をこしらえていく過程で摩擦音（たとえば fis）を手にいれるの

は、閉鎖音（たとえば pit）を獲得したあとである。いいかえれば閉鎖音を前提と

しなければ摩擦音はありえない。これはべつの言葉でもいえる。閉鎖音をもたぬ言



起源論（５）

語はありえないが、オーストラリア、タスマニアの原住民の言葉、メラネシア、

ポリネシア、アフリカ、南アフリカの原住民は、たいてい摩擦音をもたぬとされ

る。またヤコブソンは「カラカルベク語」「タミール語」では摩擦音はあっても、

自立したカテゴリーをつくるほどではなく、閉鎖音と摩擦音は単一の音素の二つ

の変種だと述べ、タミール語では閉鎖音は母音のあとで摩擦音になると書いてい

る。この種の問題でわたしたちの知識で正否を判断したり、いくらかでも言及で

きるのは残念ながら琉球語についてだけだ。琉球語には P音考というのがある。現

在わたしたちは「花」を hana と開口音で発音しているが、初期には pana と発音さ

れ、この閉鎖音のつかえは fana と摩擦音的発音の段階をへて、hana になったとか

んがえられている。

ヤコブソンのあげた乳幼児が言語をこしらえるばあいの通則は、もうすこしさまざ

まだが、わたしたちがここで深い関心をもつのは、種族や民族の母音は分節化の段

階の特徴をそれぞれおおく保存しつづけ、べつの種族や民族の母音は、べつの発達

段階の特徴を保存するのはなぜかという問題だ。ヤコブソンは閉鎖音のつぎにくる



起源論（６）

摩擦音を、オーストラリア、タスマニア、メラネシア、ポリネシア、アフリカ、

南アフリカの原住民は欠いているという。日本語もまるまる摩擦音をもたぬとは

いえないが、本来的にはサ行音（ s 音）のような摩擦音の発音をしづらい。また

f 音のような摩擦音は、ひと通りのお意味では存在しないとみてよい。その意味

ではオーストラリア、タスマニア、メラネシア、ポリネシア、アフリカ、南アフ

リカの原住語とおなじ発達段階の特徴を保存しており、その段階で停滞した言語

の母音・子音体系をつくりあげる。

なぜある民族や種族の地域的なひろがりでは摩擦音を欠き、音素が貧弱で類音類

語が多かったりするのか。こういうばあい、いちばん通俗的で誤解されやすい解

釈は、東南アジア、オセアニア、オーストラリア、タスマニア、ポリネシア、ア

フリカ、南アフリカなどでは、文明や人種が未開のため言語も発達しきらず停滞

し、その停滞が長期間の言語的特徴になったという理解の仕方だ。こういう考え

方は耳目のはいりやすく、うかうかしていると、惹きこまれてしまう。…



起源論（７）

すくなくとも、乳幼児の「あわわ言葉」のような、まだ分節化以前の段階では、

ヤコブソンが度々指摘しているように、いかなる音声も自在であり、じじつこの

段階で種族や民族に固有の音韻など、何もつくらてはいないのだ。無理やり想定

して、口腔を最大限にひろげた音声が、広母音（たとえば a ）としてあらわれ、

これと対極的に口腔の空間をゼロちかくまでつぶして、わずかに口腔前面で発す

る閉鎖音（たとえば p ）、その中間にさまざまな口腔の形や気道や鼻腔の形によ

ってつくられる発音があるだけであり、その根底には、まだ母音と子音との区別

のつかぬあらゆる音声の形があるだけだ。そうすると、種族や民族の言語として、

母音と子音の体系やその結合の仕方の特殊性は、次の段階にはいってからになる。

乳幼児になぞらえていえば、一歳近くになって言語を手にいれる直前のことであ

る。



起源論（８）

乳幼児や未開の段階で「あわわ言葉」がしだいに分節化してゆく過程で、どんな

母音と子音の体系をつくるのか、その体系からはずれた母音や子音をふり落とし、

どんな母音と子音の結合の仕方、語法の構造や順序をとるのか。そうしたことの

うち、いちばん大切なのは、言語の生成にまつわる偶然性だとおもえる。簡単な

例でいえばなぜ、＜花＞を日本語で＜パナ＞と呼ぶようになったのか、すこしも

根拠はない。ただ偶然の子音・母音の結合にすぎないとしかいえない。おなじよ

うに、＜花が野に咲く＞という文章構造で、＜花＞という主語のあとに場所の状

態をあらわす＜野に＞がきて＜咲く＞という主語の在り方をしめす動詞がくる。

こうした順序と構成も、偶然の生成というほかない。言語の生成の偶然性は、言

語が種族語や民族語としてわかれて形成される偶然性に深い根拠がある。いいか

えれば民族語や種族語が分化し生成される偶然性の自由度は、言語が生成される

偶然性にささえれれているのだ。これなしには人類の言語や乳幼児の言語が種族

語や民族語に分化されてゆく根拠はない。

人間の存在にまつわる偶然性のうちで、この言語の生成発達の偶然性よりも根源

的な偶然性はありえない。そしてこの根源的な偶然性は宿命と呼んでもいいもの

だ。



起源論（９）

では東南アジア、オセアニア、北アジア、南アメリカ、アフリカなど大なり小な

り日本語と類縁関係にある言語が、インド大陸やヨーロッパ半島で発達したイン

ド・ヨーロッパ語群とちがい、未成熟な音の段階で停滞し、あまりに長期の停滞

ゆえ、停滞を特徴にまでひろげていった言語として生成していったのは、やはり

偶然といってよいのか。いまのところ充分な回答をあたえることはできそうにな

い。ただわたしが固執したいのは、種族や民族としていえば、自然にたいする未

開の習俗が、インド－ヨーロッパ語群の環境と極度にちがっていたことによるも

のではないかということだ。自然そのものが生命の存続にとって本質的に好まし

い食糧、住居、着衣の条件をもち、したがって身体（器官）を自然のなかにおき、

自然を身体のなかにおくだけでよい環境で永続する世代体験をくりかえしたため、

食糧、住居、着衣に天然を加工し、価値化しなければ適合できぬ理由をみつけだ

すことができなかった。取りまく未開の自然を食糧、住居、着衣とするために加

工する必要がほとんどない環境が半ば永続的であったところでは、「あわわ言葉」

の言語化もまた、自然のなかに自然の音声（風、雨、動物、植物などの音）とお

なじ位相で永続的におかれ、自然の音声も人間の行為の遅延としての言葉とおな

じ位相におかれる状態を、永続的な言語化の外的条件におくことができた。



起源論（１０）

きびしい自然条件をもち、永続的に食糧、住居、着衣について安定した条件を保

つために、たえず自然に加工、変形をしなくてはならぬインド大陸からヨーロッ

パ半島にかけての自然条件のもとでは、自然音の分節化に至る過程を温和な好ま

しいものとして保存することはありえず、この段階を離脱し、自然の条件を加工

することを強いられたため、熱帯、温帯アジア、オセアニア、南アメリカ、アフ

リカのように自然との融和状態を永続化することはできなかった。

ここではインド・ヨーロッパ語群とのその種族や民族の特徴について考察する余

裕をもっていない。ただ熱帯や温帯の自然環境におかれた言語や種族の特徴を、

日本語の、自然環境である日本列島（ヤポネシア）の特徴といっしょにとり扱い

たいだけなのだ。

言語のまえの前言語の過程のうち取りあげるべきものは、前言語が音声的な面か

らいえば、分節にむかう度合いだけが人工的になった自然音とみなされていたこ

とだ。自然音、たとえば樹木や草が風にそよぐ音、動物や虫の鳴き声、海や河川

や滝の水の流れや落下の音、そして岩や小石が風や水の流れにつれて響く音。も



起源論（１１）

し最初の言語音をこういった自然音とおなじように分節化されたリズムの反復と

して感じとれる自然音とおなじ水準でかんがえられ、ただ自然音とちがうところ

は、それが保存される期間が長く固定されただけだと見なすとしたら、逆に自然

音を言語音としてうけいれることができるにちがいない。もともとは自然音であ

っても人間の音声であっても、区別の意識はなかった。すこしでも反復性がある

かないかによって、リズムを感じ、そのリズムの反復性は分節化、言語化にちか

づく契機をなしたとみることができる。ただ、おなじアジア、オセアニア、南ア

メリカ、アフリカでも、細かくつきつめていえば、停滞が永続化して言語の特徴

にまでひろがった段階は、それぞれすこしづつちがっているとかんがえられる。

ある地域（たとえばポリネシア、メラネシア、ヤポネシア）では、自然音が言語

音と等価であるような段階で停滞が特徴としてひろがってゆき、あるべつの地域

（たとえばミクロネシア、タスマニア）では、それよりやや後の段階で「あわわ

言葉」の言語化がやってきた。それについてわたしたちは、いまのところたしか

な根拠から理由づけることができない。たしからしくおもえるのは、このような

差異は、すでに種族や民族に固有で特殊な言語化が完成されたあとで、もっとは

っきりいえば、すでに種族や民族の言語が文字表記を必要とする段階まできたの



起源論（１２）

ち、自然音の概念（自然音そのものではない）が、言語音の概念（言語音そのも

のではない）と同致できたということだ。

自然音と人間の音声とをおなじ言語音として感じる次の段階は、さまざまな度合

の擬音語（擬態、擬情語）だとおもえる。それは自然音を言語音によって結びつ

け、その結びつきが一義的にちかく恣意性がすくなくなったときの模倣言語だと

みることだ。自然音、たとえば樹木や草木を吹く風の音を、風や木が悲しい声を

だしていると感じることは、音を喩としてうけとることを意味している。この風

の音を「ヒュウ、ヒュウ」という擬音語であらわすのは、事実としての風の音を

それがいちばんちかいと感じる母音と子音固有の結合体系で言語化することだ。

自然音の喩は、複雑な陰影としてうけとられるが、言語としてみれば、その段階

は初源的だということになる。たとえば、…（註：ここで、伊須気余理比売(イス

ケヨリヒメ)の「狭井河」の歌は、歌謡を文字で書きとめる頃のもので、そんなに

古くはないという解説が入る。）



起源論（１３）

ところでわたしたちは、神話の記述から自然音と言語音とをおなじ水準でとらえ

た初源的の時期をもうすこしかんがえてみることができる。そのために、わが国

の神話的な記述理念の前提になっているいくつかの認識をあげておかなくてはな

らない。

（１）まず第一に＜天地の中心＞という概念、また＜独りで生成すること＞とい

う概念自体が「神」に見立てられていること。もちろんこれらの概念は抽象的で

あるため、神ではあっても人格神としての具象性はおびていない。＜天地の中心

＞という概念は「天（あめ）の御中主（あめのみなかぬし）の神」、＜独りで生

成すること＞という概念は「高御産巣日（たかみむすび）の神」「神産巣日（か

みむすび）の神」と名づけられている。これは「概念」そのものの人格神化を意

味するきわめて特異な神話の思考といえる。

（２）つぎに、やや具象性をおびて、湿地帯に葦の芽が生えて育つ状態、または

葦原の湿地が「神」に見立てられ、「宇摩志斯訶備比古遅（うましあしかびひこ

ぢ）の神」、その葦の湿地帯のうえをおおってつづく天空をあらわす神名を「天



起源論（１４）

（あめ）の常立（とこたち）の神」と呼んでいる。これは自然現象を名づけてい

るというより、自然の理念の特徴を名づけているといった方がいい。もうすこし

さきまでゆく。国土あるいは国の土地という理念を神名にした「国（くに）の常

立（とこたち）の神」や空の雲がつづく野原（野原のような雲のひろがり）を「

豊雲野（とよくもの）の神」と名づけている。

（３）つぎの段階では、＜生成すること（もの）＞が、性にかかわるという認識

をあらわす神として一対の男女神の名がつけられる。ただ、この一対づつの神が

何をあらわすかは、とりあえず不明だとしておく。

「宇比地邇（うひぢに）の神」

「妹須比智邇（いもすひぢに）の神」

「角杙（つのぐひ）の神」

「妹活杙（いくぐひ）の神」

「意富斗能地（おほとのぢ）の神」

「妹大斗乃弁（おほとのべ）の神」



起源論（１５）

「伊邪那岐（いざなき）の神」

「妹伊邪那美（いざなみ）の神」

この四つの一対づつの男女神が、何かを生みだし生成する概念にあたることはたし

かで、それは何かの形で神名に象徴されているとみてよい。そして『記』（や『

紀』）の神話が、男女神の性行為によって島々を生むことを記載しているのは、最

後にあげた「伊邪那岐の神」「妹伊邪那美の神」についてである。

ここまできて、『記』神話のはじめにある特徴がはっきりしてきた。一つは自然の

土地の領域や地勢に人格神を対応させ、地勢が人格神と等価という認識をあらして

いる。もう一つは、自然現象をことごとく神名で擬人化して呼ぶことだ第一の例と

して『記』があげるのは、伊邪那岐と妹伊邪那美とが、呼びあって性交し、日本列

島（ヤポネシア）の西南部の島々を生むところだ。

（武田祐吉訳注『古事記』角川日本古典文庫、以下
同）

「かくのりたまひ竟（を）へて、御合ひまして、子淡道（みこあわぢ）の穂（ほ）

の狭別（さわけ）の島（淡路島のこと）をうみたまひき。



起源論（１６）

次に伊予の二名（ふたな）に島（四国）を生みたまひき。この島は身一つにして

面四（おもよ）つあり。面ごとに名あり。かれ伊予の国は愛比売（えひめ）とい

ひ、讃岐の国を飯依比古（いひよりひこ）といひ、粟（阿波）の国を大宣都比売

（おほげつひめ）といひ、土佐の国を建依別（たけよりわけ）といふ。

次に隠岐の三子（みつご）の島を生みたまひき。またの名は天（あめ）の忍許呂

別（おしころわけ）。

次に筑紫（つくし）の島（九州）を生みたまひき。この島も身一つにして面四つ

あり、面ごとに名あり。かれ筑紫の国を白日別（しらねわけ）といひ、豊の国を

豊日別（とよひわけ）といひ、肥（ひ）の国を建日向日豊久士日泥別（たけひむ

かひとよくじひねわけ）といひ、熊會（くまそ）の国を建日別（たけひわけ）と

いふ。

次に伊岐の島（壱岐）を生みたまひき。またの名は天比登都柱（あめひとつはし

ら）といふ。

次に津島（対馬）を生みたまひき。またの名は天（あめ）の狭手依（さでより）

比売といふ。



起源論（１７）

次に佐渡の島を生みたまひき。

次に大倭豊秋津（おほやまととよあきつ）を生みたまひき。またの名は天御虚空

（あまつみそら）豊秋津根別（ねわけ）といふ。かれこの八島（やしま）のまづ

生まれしに因りて、大八島国（おほやしまぐに）といふ。

然ありて後還ります時に

吉備の児島（こじま）を生みたまひき。またの名を建日方別（たけひかたわけ）

といふ。

次に小豆島（あづきじま）を生みたまひき。またの名は大野手（おほので）比売

といふ。次に大島（屋代島または大三島）を生みたまひき。またの名は。大多麻

流別（おほたまるわけ）といふ。

次に女島（ひめじま）を生みあまひき。またの名は、天一根（あめひとつね）と

いふ。

次に知訶（ちか）の島（五島）を生みたまひき。またの名は天（あめ）の忍男（

おしを）といふ。

次に兩児（ふたご）の島（天草島）を生みたまひき。またの名は天兩屋（あめふ

たや）といふ。



起源論（１８）

つぎに自然事象を自然現象の具象的な部分を神名で呼び、これを生みおとす記述

になっている。

既に国生み竟（を）へて、更に神を生みたまひき。かれ生みたまふ神の名は、

大事忍男（おほことおしを）の神（不明）

石土昆古（いわつちびこ）の神（岩石や地面）

石巣比売（いわすひめ）の神（岩のくぼ）

大戸比売（おほとひめ）の神（家にさす日）

天（あめ）の吹男（ふきを）の神（吹く風）

大屋昆古（家）

風木津別（かざもつわけ）の忍男（をしを）の神（風に鳴る木）

海（わた）のお神名は大綿津見（おほわたつみ）の神（海）

水戸（みなと）の神名は速秋津日子（はやあきつひこ）の神（海にひらけた河
口）

妹速秋津比売（はやとあきつひめ）の神（河口）

この速秋津日子、速秋津比売が、河海によりて持ち別けて生みたまふ神の名は、

沫那芸（あわなぎ）の神（水の泡立ち）

次に沫那美の神（水の泡立ち）



起源論（１９）

次に頬那芸（つらなぎ）の神（しずかな水面）

次に天の「水分（みまくり）の神」（灌漑用水）

次に国の「水分の神」（灌漑用水）

次に天の「久比奢母智（くひぎもち）の神」（水を汲む用具）

次に国の「久比奢母智（くひぎもち）の神」（水を汲む用具）

次に風の神名は「志那都比古（しなつひこ）の神」（風）

次に木の神名は「久久能智（くくのち）の神」（木）

次に山の神名は「大山津見（おほやまつみ）の神」（山）

次に野の神名は「鹿屋野（かやの）比売の神」（草野）またの名は「野椎（の

づち）の神」（野）

この大山津見の神、野椎の神の二神、山野によりて持ち別けて生みたまふ神の

名は、

天の狭土（さづち）の神（土地）

次に国の狭土の神（土地）



起源論（２０）

次に天の狭霧（さぎり）の神（霧）

次に国の狭霧（さぎり）の神（霧）

次に天の闇戸（くらと）の神（くらがり）

次に国の闇戸（くら（と）の神（くらがり）

次に大戸惑子（おほとまどひこ）の神

（霧に消えかかって見えなくなる家）

次に大戸惑女（おほとまどひめ）の神

（霧に消えかかって見えなくなる家）

まだずっと神の生みおとしはつづくが、自然の事物、自然の現象は眼にふれる

かぎりすべて神の名でよばれ擬人化されていることははっきりいえる。神話の

記述で、自然物が言語を発する、自然音を言葉のように聞くのは、天孫降臨説

をめぐる箇所だ。それは、「祝詞（のりと）」（日本古典文学大系１『古事記

祝詞』岩波書店）のなかにいくつか見つけられる。

高天（たかま）の神王（かむみおや）たる高御魂（たかむすび）の命の皇御

孫（すめみま）の命に天の下大八島国をことよさしまつりし時に、出雲の臣等（



起源論（２１）

等（おみら）が遠つ神たる天（あめ）の穂比（ほひ）の命を、国体（くにが

た）見に遣（つか）はしし時に、天の八重雲をおし別けて、天翔（あまがけ）

り国翔りて、天の下を見廻りて返事（かへりごと）申したまはく、「豊葦原

の瑞穂の国は、昼は五月蠅（さばへ）なす水沸き、夜は火瓫（ほべ）なす光

（かがや）く神あり、石（いは）ね、木（こ）の立（たち）、青水沫（みな

わ）も事問ひて荒ぶる国なり。しかれども鎮め平（む）けて、皇御孫の命に

安国と平らけく知ろしまさしめむ」と申して、己命（おのれみこと）の児天

（みこあめ）の夷鳥（ひなとり）の命に布都怒志（ふつぬし）の命を副（そ）

へて、天降（あまくだ）し遣はして、荒ぶる神等（かみども）を撥ひ平（む）

け、国作らしし大神をも媚び鎮めて、大八島国の現（あき）つ事、顕性（う

つ）し事をことよさしめき。

（「出雲の国の造（みやつこ）の神賀詞（かむよごと）」）

次に遣はしし天若彦（あめわかひこ）も返言申さずて、高つ鳥の殃（わざは

ひ）によりて、たちどころに身亡（う）せにき。ここをもちて天つ神の御言

（みこと）もちて、また量りたまひて、経津主（ふつぬし）命、健雷（たけ
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みかづち）の命、二柱の神等を天降したまひて、荒ぶる神等を神攘（かむは

ら）ひ攘ひたまひ、神和（やわ）し和（やわ）したまひて、語問ひし磐（い

は）ね樹（こ）の立、草の片葉（かきは）も語止（ことや）めて、皇御孫（

すめみま）の尊（みこと）を天降しよさしまつりき。

（「祟神（たたりがみ）を遷（うつ）し却（や）る」）

かくよさしまつりし国中（くぬち）に、荒ぶる神等をば神（かむ）問はしに

問はしたまひ、神掃（はら）ひに掃ひたまひて、語問ひし磐（いは）ね樹立

（こだち）、草の片葉（かきは）をも語止めて、天の磐座（いはくら）放れ、

天の八重雲をいつの千別きに千別きて、天降しよさしまつりき。

（「六月（みなづき）の晦（つごもり）の大祓（おおはらへ）」）

ことよさしまつりたまひて、天つ御量（みはかり）もちて、事問ひし磐（いは

）木（こ）の立ち、草の片葉（かきは）をも言止（ことや）めて

（「大殿祭（ほかひ）」）
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ここで「石ね、木の立（磐ね、樹の立）、青水沫も事問ひて」という同じような

成句は、自然の岩や樹木や水の泡立ちが、言葉をしゃべるという認識を語ってい

る。自然音を言語としてきくこの特性は、じかにいえば初期神話にかろうじて保

存されたものだが、この基本的な認識がなければ、地勢や自然の現象に神名をつ

けて呼ぶ、やや後代の特性もまた生じなかったといっていい。

自然や自然現象が動くことをとらえて擬人化し、こまかく人名（神名）をつけ、

また自然現象の動きは自然が言葉をしゃべっていることだとみなす認識をもって

いるのは、逆にいえば人間の言葉を自然現象の動きと等価としてみるという認識

を語っている。これは初期神話の世界を覆う雰囲気だといっていい。この言語認

識の特性は、旧日本語の認識であるとともに、人類の言葉が一様に通り過ぎた特

性だともいえるものだ。停滞と保存は段階を構成したとき、はじめて自然史の必

然から解き放たれる。すべての未開や原始やアフリカ的な段階が意味を現代に再

生するのは、そこに根拠をおいている。

いままで引用で述べたことからわかるように、『記』（『紀』もまた）の神話的

な記述は＜概念＞じたいを「神」に見たてることから始まっている。いいかえれ
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ばこの「神」のむこう側には言語による認識があるとかんがえられる。つまり言

語が自然神としての「神」に対応しているのだ。つぎには自然を地勢と地理と山

川草木のあらゆる部分的な姿にわけて神の名をつけて呼んでいる。またもう一方

で、自然音（草木や巌をわたる風のそよぎなど）を言語としてきき、草や樹木が

言葉をしゃべるものだという認識が信じられ、記述されている。

この自然認知と対応するように、いくつかの空間認識の移動と変遷を神話の記述

から想像することができる。わたしは天地初発の概念をあらわす天御中主（あめ

のみなかぬし）の神、高御産巣日（たかみむすひ）の神、神産巣日（かみむすひ）

の神から伊邪那岐（いざなき）の神、妹伊邪那美（いもいざなみ）の神の生成ま

での空間概念を、東南大陸の原郷のイメージと天空神聖の概念の複合だとかんが

えている。また伊邪那岐と伊邪那美の二神による日本列島（ヤポネシア）の島々

の生成と、自然の地形や地勢のあらわす神々の生成は、神話概念としての南方嶼

島の原郷空間と、そこから移住して土着してきた現在の日本列島（ヤポネシア）

の地勢や地形、共同体をあらわす現存空間の概念を複合したもの、また伊邪那岐

と伊邪那美の二神の死と、天照（あまてらす）大神と須佐男（すさのを）の命を
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めぐる挿話（二神の誓約、天照の岩戸隠れなど）は日本列島（ヤポネシア）に土

着してからの伝承や神話の空間概念をあらわすものとおもえる。そしてそれは最

初の出雲地方の主権者をもつ伝承や神話だったことを意味している。後代の初期

天皇群にじかに流れこむ神話や伝承は、いわゆる降臨神話からはじまっている。

ここではじめて初期天皇群の始祖となるべき勢力はすでに出雲地方の同種族の勢

力、それより以前に日本列島（ヤポネシア）に土着しながら未開のままに国家の

制度をつくらなかった種族とのあいだで勢力をあらそうことになる。

神話の空間概念がはっきりと筑紫の南（南九州）の海人系との交渉をあらわして

いるのは、日子番（ひこほ）の邇邇芸（ににぎ）の命が、木花（このはな）の佐

久夜毘売（さくやびめ）と石長比売（いはながひめ）の姉妹に出遭う説話のとこ

ろからだといえる。ここではじめて神話空間はじっさいに日本列島（ヤポネシア）

の西南の地域の現実と対応を確かにする。また同時にそのことは初期天皇群の祖

先神話としての性格に接続しているといってよい。ここのたどりつくまで神話空

間のいく段階かの変遷は、いずれにせよ、東南のアジア大陸の沿岸部や内陸の神

話空間、ポリネシア、ミクロネシア、オセアニア全域の神話空間だったりしなが

ら、周辺地域と重複していることを知らせようとしている。
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日子番（ひほこ）の邇邇芸の命、日子穂穂出見（ほほでみ）の命、日子波限建鵜

葺草葺不合（なぎさたけうがやふきあへず）の命、この三代が筑紫（九州）の地

で海人系の説話の登場し、よくととのった物語をつくりだす主人公の役割を演じ、

初期天皇群に接続するわたしたちは＜ホノニニギ＞や＜ホホデミ＞という名の原

義を、いまのところ解明できない。たぶん火のなかから生まれた者といった意味

の仇名とうけとれる。だが三代目の＜ナギサ「タケ」ウガヤフキアヘズ＞は、鵜

の羽の葦草ぶきの海辺につくられた産屋ができあがるまえに生れた子だったとい

う意味の説話にもとづく王族の仇名として、特徴をとらえている。この＜ウガヤ

フキアヘズ＞の四人の子どもの末子が＜ワカミケヌ＞、大和へ入ってからの名は

＜イハレビコ＞、奈良時代にあってからの贈り名が神武となる。



註：日本列島の種族・民族・語族

最寒冷期 海進 晩氷期 縄文海進 弥生海退

大陸地続き (140m高） （30m低） （5m高）

40,000  20,000  17,000  16,000  15,000  12,000    11,000 10,000 2,000

中国・モンゴリア 「中国型歯列」

上窟人（周口店）

大陸離脱

沿岸北上 内陸北上 ベーリンジア第３波？

バイカル湖畔起源説？

「スンダ型歯列」 朝鮮半島進出

ニア洞窟人 タボン人 古モンゴロイド遺伝子（D1b） 新モンゴロイド

細石刃石器

古縄文人 縄文人

湊川人（旧日本人） (上野原縄文遺跡)  （アイヌ人） 弥生人

縄文土器 (武蔵野台遺跡)

（大平山元遺跡） 東北/西南共通語彙・語法



註：印欧語と日本語

本稿には、印欧語と日本語の差を、浮彫りにしたい動機があります。まず、日本語の
特

徴とみなされる知見をあげておきます。

１．神経生理学的な差：ポリネシア語族・旧日本語語族

左脳（言語脳）優位である。母音を左脳で聞く。

語幹末母音配列方式（五十音順；ア～ン）各語に意味がある。

漢字・平仮名・カタカナを使い分ける。

２．種族的な差：ポリネシア系語族の発生期習俗

「あわわ言葉」（喃語） → 擬音語・擬態語・擬情語へとつながっている。

母音そのものが（前）意味をもつ。あ（吾）い（井）う（卯）え（江）お（尾）

通説とは逆に、３母音（琉球方言）から５母音（弥生方言）へ変わった。

３．民族的な差：ポリネシア・ヤポネシアの自然条件・習俗

必要なことしか言表しない。文に主語などありえない。

形容詞 ＞ 名詞 ＞ 動詞のような選好があり、肉食系的行動・表現は控える。

自動詞 ＞ 他動詞のような選好もあり、「スル」より「アル」表現が多い。

４．膠着語的性格：[述語一本立て] 対 [A is B. ＋ SVO]

述語一本立てである。述語は係り係られて文末に達する。

文にまたがる「ピリオド越え」は、係助詞「ハ」によって自在に調整される。

畳語・正語序・逆語序の共存を特徴とする。



起源論（２７）

日本列島（ヤポネシア）の人種と言語の起源に関連した神話的な特性のうち、一

つの種族や部族がすくなくとも未開のあいだ母系的な社会だったことを表象する

説話は、兄弟姉妹が一対で一種族の始祖であり、しかも性交して子孫をひろげる

ことを知らなかった物語としてあらわれている。わが国でいえば、琉球、九州、

四国の神話や伝承に、はっきりのこされている。

二人（男シネリキュ、女アマミキュ）、陰陽和合ハ無ケレドモ、居所道ガ故ニ、

往来、風ヲ縁ニシテ、女胎ム、遂ニ三子ヲ生ズ。 （『琉球神道記』）

最初の人兄姉此の国に降りて来て海岸で貝を拾って生活して居った。或る日海鳥

が来て、その首尾を揺かすのを見て彼等は交尾を知った。

（「佐喜真興英の報告」）

最初の人兄姉この国に降りて、或る緑の芝生の上に日なたぼっこをして居った。

そこに二匹の雌雄のバッタが飛んで来て、背中合わせをした。姉此を見て弟の注

意を呼び起こして云う「あれ御覧吾等もああやって見よう」と、弟是を諾してそ

の通りにやった。それから人間界に交尾が始まった。 （「宜野湾間切」）



「起源論（２８）

女神がさきに「ああ、美しい男よ」といった。女神が先に言うのはかんばし

くないというので、またあらためて巡った。こんどは男神が先づ「ああ美し

い女よ」と唱えた。あげくに性交しようとしたが、その方法を知らなかった。

そのとき鶺鴒（にはくなぶり）がいて、とんであげくに性交しようとしたが、

その首と尾をうごかした。二人の神はそれをみてまねして、性交の方法を知

った。 （『日本書紀』神代上、第四段・一書第五）

日本では、すでに御伽草子の一つの、義経の島巡りを取りあつかった『御曹

司島渡り』には、≪女ごの島≫の住民は女ばかりだが、その南の南州という

国から吹いてくる南風によって孕むことが出ており、また『椿説弓張月』（

後篇巻之一）には、八丈島では女が南風に前を開けて孕むことが出ている。

さらに北海道のアイヌでは、有歯膣モチーフと結合しているが、その女人島

メノコモシリでは女たちはピタカ（西風）が吹くとき海岸に立って帯を解き、

腹を露出させて妊娠するのであった。恐らく、アイヌの場合、日本の女人国

伝説の影響とかんがえられよう。

インドネシアでは、セレベスの（Lumimunt）神話の一異伝に、彼女が地中か
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ら出たとあることは上述したが、フローレス島中部の（Sika）地方の創世神話

によれば、原古の兄妹が地中から出現し、毛虫や鳥が性交するのを見て二人も

交り、三人の子を生んだが、この近親婚の結果、大雨が降り、両親は（Lero

Wulang）神に供養し、近親婚は禁止されるようになった。

（大林太良「琉球神話と周国諸民族神話との比較」より抽
出）

兄弟姉妹が人間の始祖になるという要素は、母系制で姉妹にたいして、他の氏族に

属する夫よりもおなじ民族に族する兄弟の方が親族のきずなが強いことを象徴して

いる。また風によって孕む、バッタ、毛虫、海鳥、鶺鴒などの交尾をみて、それを

まねることで性交の仕方をはじめて知り、それをまねた話の要素は、性交と女性の

妊娠とのあいだに関係あることが認識されず、妊娠は祖先の靈が女性の胎内に入っ

て再生したとかんがえられ、男女の性交は妊娠とかかわりないとおもわれていた未

開時代の名残を意味している。日本の西南部から東北にかけての島にもまた、これ

とおなじ神話圏に属しているといっていい。この神話圏を東南アジアやポリネシア

のような沿海と島嶼に結びつけるためにこの始祖説のつづき柄をみてみる。

慶世村（きよむら）恒任の『宮古史伝』をみると、太古、天と地がまだ定まらず、
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海の波はゆらぎ、宮古島の形もないとき、天にいる天帝（あめのてだ）は天の岩片

を取って、これを彌久美神（やぐみのかみ）に授け、おまえは下界の風水のよいと

ころに島を造れと言う。彌久美神はそこで天の夜虹橋（ゆづのはす）のうえから蒼

々とした大海原に岩を投げいれる。この岩石が凝りかたまって宮古の島ができたと、

神話は伝承を記している。

これは『古事記』（上巻）のはじめにある神話的伝承とおなじ系列にあるといえる。

『記』では天の神が伊邪那岐（いざなき）の命（みこと）が伊邪那美（いざなみ）

の命（みこと）の二人に天の沼矛（ぬぼこ）をあたえ、漂える国を固めてつくりな

さいといい、二人の神は天の浮橋に立って海の塩水をかきならして引きあげると、

その矛のさきから滴り落ちた塩がつもって淤能碁呂島（おのごろじま）ができたと

語っている。

天から岩や土砂を投げて島ができるという神話は、大林太良が収集した見解ではポ

リネシアタイプのもので、琉球の神話はこの型とおなじものだとされている。
『記』

の神話は、岩や土砂を投げて島を造るのではなく、海の塩水をかきまぜて矛から滴

った塩が積って島ができたことになっている。これは土砂を上から投げたり水平に
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投げるといった神話のヴァリエーションとみることができ、土砂のかわりに塩水

の滴りが凝って塩が積って島ができたというようになったとおもえる。わたしは

このヴァリエーションのところを読むたびに、海辺の砂地に海の水を繰りかえし

まいては天日に晒す塩田の塩採りの作業をイメージする。瀬戸内や南の島の海辺

の塩田風景のイメージが創らせたヴァリエーションのようにおもえてくる。大林

太良はスマトラ、ボルネオ、セレベス、フィリッピン、ミクロネシア、西部ポリ

ネシアなどがこのタイプの創世神話が分布するところだと述べ、これらはポリネ

シアの島々から琉球、そして四国にわたる島々に沿う神話的伝承の流れが存在す

ることを示唆している。

わが国の『古事記』神話では、これにつづき、重要な神話的認識の特徴をしめす

箇所にぶつかる

矛から滴った塩が積ってできた淤能碁呂島に降りたった伊邪那岐神、伊邪那美は、

性交におって子どもを生みはじめるはじめの子は淡道（あわじ）の穂（ほ）の狭

別（さわけ）の島である。いいかえれば穂狭別（ほのさわけ）の命（みこと）の

子であり、同時にそれは淡道島（あわじしま）（淡路島）という島嶼のことであ
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る。次に生んだ子は伊予の二名島（ふたなのしま）（四国）であり、同時にそれ

は身が一つで顔が四つあり、顔ごとに名前もある。伊予の国は愛比売（えひめ）

（愛媛）の命、讃岐の国は飯依比古（いひよりひこ）の命、粟（あは）（阿波）

の国は大宜都比売（おほげつひめ）の命、土左（土佐）の国は建依別（たけより

わけ）の命、である。つぎつぎに子を生み、同時にそれは日本列島の西南部の中

心、日本列島を構成する島々の生成を語るものになっている。わたしたりの申し

述べたいことについていえば、これだけで充分で、ここでは国土として認められ

る自然は、そのまま人格をもった人間（神）として認識されている。つあり自然

と地勢は人間という認識なのだ。なぜそのような認識が生まれやすいかといえば、

島嶼が個別的なため、人体として認識しやすかったとかんがえられるからだ。

『古事記』ではこの認識を示しながら、つぎつぎに人格神＝島嶼を生みだしたあ

と、島嶼の細部の自然や自然現象をこんどは神として生みはじめる。風水に耐え

る国土の強固な姿は大事忍男（おほことをしを）の神、国土の岩や土は石土毘古

（いわつちびこ）の神、岩洞をあらわすのは石巣比売（いわすひめ）の神、家屋

の日のあたる門は大戸日別（おおとひわけ）の神、風のわきあがるところは天（
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（あめ）の吹男（ふきを）の神、家屋は大屋毘古（おおやびこ）の神、風に樹木

のように耐える有様は、風木津別（かざもつわけ）の忍男（おしを）の神という

ことになる。また、海は大綿津見（おほわたつみ）の神、水にひらけた出入の地

は速秋津日子（はやあきつひこ）、また妹速秋津日売（はやあきつひめ）の神の

一対である。ここでは自然に起る現象、そこに住まう家、住まう場所の景物が人

名（神名）で呼ばれているこの自然現象、人間現象を同価なものとして認識する

方法は、島嶼や海辺に沿った地勢の場所で、未開や原始のある段階に固有な種族

（母系的）によって生みだされたものに属している。

そしてここでは言語の音声が自然現象の動きとおなじような自然音であり、自然

現象の動きは言語の音声が言霊であるとおなじように人間の動きにひとしい擬人

とみなされることになる。

言語に関していえば、日本列島（ヤポネシア）のなかでこの状態は、三母音と八

母音の種族語のあいだの親和の過程としてなされ、しだいに融合してゆくことに

なったとおもえる。わたしたちはその融合の過程がいくつか整理され、通則にち

かいものとして取り出されているのを見ることができる。ここでは宮良当壮「我
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が古代語と琉球語の比較」と加治工眞市「与那国方言の史的研究」から実例を抽

出してみる。

日本列島では琉球語（東北語、アイヌ語）と本土語とは、かなりはっきりした語

音のちがいをとりだせる差異をつくっている。この例をいくつかあげる。

本土語 琉球語

K 音 → S 音

ミキ（神酒）miki → ミシｲ

キク（聞く）kiku → シｲクン

ku 音 → fu 音 → |N| 音

くし（櫛） → フシｲ → ンシｲ

くち（口） → フチｲ → ンチｲ

くなぐ（性交する） → フナグ → ンナグ

くさ（草） → フサ → ンサ

もともと琉球語や東北語のような旧日本語の因子が数多く残っている言語では、

カ行音のようなめりはりの利いた語音は、その前の語音によっては不可能にち
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かく、摩擦音で表出したり、濁音でつぶしてしまったりして表出するよりほかな

かったのではないかとおもえる。なぜそうなのかについて、確かな理由を見つけ

るのは難しいが、いわば生きものの音声や自然物や自然現象の音を、音韻化する

ばあい徹底できぬため、音声（自然音）と言語の音韻との中間の状態がおおく保

存されることになったとかんがえられる。もちろんこのことは、ある意味をもっ

た言葉が、どんな語音をもつかは偶然そういわれうようになったというほかに根

拠をもたぬ恣意性とふかくかかわっている。従って言語のこの特性なしには、音

声や自然現象の音と音韻の中間状態としかいえないような理解の仕方は成り立た

ない。

おなじように母音の三角（a・i・u）はその中間状態の母音ともいうべきものと、

それに対応する中間状態の子音の系列とはヴァリエーションとしてつくりだすよ

うになったとかんがえられる。

本土語 琉球語

音の脱落

かげ（蔭） → カギ → カイ
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あげる（上げる） → アギルン → アイルﾝ

さげる（下げる） → サギルン → サイルﾝ

u 音の脱落

うまれ（生れ） → ウマリ → マリ

重変母音の脱落

ミヤラ（宮良） → メーラ（mera）

ミヤク（宮古） → メーク

ハ行音の |N| 縮退

クモ（雲） → フニ → ﾝム（mmu）

フネ（舟） → フニ → ｎニ（?nni）

ヒゲ（鬚） → フギ → ﾝギ（ŋgi）
ツノ（角） → ツヌ（thanun） → ﾝヌ（nnun）

シリ（尻） → チビ（tibi） → ﾝビ（mbi）

母音の縮退 |N| 

アム（編む） → アム（amun） → ﾝム（mmun）

イネ（稲） → イニ（inni） → ﾝニ（?nni）

ウマ（馬） → ウマ（uma） → ﾝヌ（mma）
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これらの例で、まずかんがえに入れたいことは、琉球語の三母音（a・i・u）の

可変性だ。そしてもう一つの音声や自然現象の音が言語の音韻として固定しよ

うとする傾向にいつも抗おうとする音素上の特性である。雲（クモ）、舟（フ

ネ）、角（ツノ）のような言語は、三母音のために、フム（雲）、フニ（舟）、

ツヌ（角）のような音をとる閉鎖音的な子音から語頭がはじまるためについに

はとんでしまい、ﾝム（雲）、ﾝニ（舟）、ﾝヌ（角）となる。

アム（編む）、イニ（稲）、ウマ（馬）は、語頭が母音である語例になってい

る。これらの例に共通する最小限の規則は、語頭が母音、それにつづく子音が

極度の閉鎖音であるばあいは、母音を脱落させて |N| 音に近い閉口蓋唇音に縮退

させてしまうこと。シリ（尻）のばあい、琉球語でチビ（tibi）となる。この琉

球語ではサ行とタ行音は交換可能であること、ラ行音はハ行の濁音に等価で、

ヤ行音はタ行音の濁音と等価であることを示している。

わたしたちは琉球語や東北語で、語頭の母音に典型的にあらわれる |N| 音、また

無声の閉鎖音への縮退の現象におおくの関心をそそられる。これが著しい特徴に

おもわれるからだ。一つは e 音や o 音のような開かれた母音をもたぬ三母音の性
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格からやってくる口唇を閉じる傾向が助長されるとかんがえられ、この |N| 音への

縮退の現象は、わたしにはとても重要におもえるからだ。そしてそれは「あわわ

言葉」よりもっと以前の乳胎児期の内語の世界へかぎりなくちかづいてゆくよう

におもえる。

カゲ（蔭）は（球語でカギ（kagi）、アゲル（上げる）はアギルﾝ（agirun）サゲ

ル（下げる）はサギルﾝ（sagitu）のようになるが、語中ではさまれた g 音は脱落

して、カイ（蔭）、アイルﾝ（上げる）、サイルﾝ（下げる）のようになる。なぜ

こういうことが起りうるのか。脱落にあたる gi の音を巻きもどしてみる。gi は

五母音にひろげると ge に対応する。そして ge の濁音をもとにもどしてひろげる

と ke に対応する。そして ケ（ke）音は三母音の言語では存在しえぬために音と

して脱落する。 G 音の脱落する根拠を分解してみると、そんなことになる。

ウマレ（生れ）は琉球語が三母音おためウマリ（umari）となる。そして語頭おの

狭母音はそれにつづく子音がマ行音であるために |N| 音に縮退を促され、マリとい

うように u 母音を脱落させることになる。

宮良や宮古の意味を問わないで地名としてはじめからかんがえてみる。宮良は
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和語でいえばミヤラ（miyara）であり、宮古<ｸ>（miyako）である。エ（iy）の

あとの a 音が縮退脱落の音とかんがえられるのでミヤラ（宮良）はメーラ、ミ

ヤク（宮古）はメークのようになる。ただわたしたちは、まったく逆のことも

かんがえに入れるべきだろう。もともとメーラやメークという地名があり、そ

れを「宮良｝とか「宮古」とか漢字の表音で表記しているうちに、ミヤラやミ

ヤクのような音に転化し、そして現今ではミヤラやミヤコという現代標準語音

で呼ばれるようになったという過程である。たとえば伊豆半島の西海岸に女浦

（メラ）という漁村があるが、これが沖縄の宮良と別の地名だとはかんがえら

れない。このばあいは、女浦と表音漢字で表記したため、メラの呼び名になっ

たというべきであろう。

ハ行音とワ行音は濁音では区別することができない。そこでワタ（はらわた）

ががバダ（腸）のように転化することになる。イユ＜ｦ＞（魚）の音がイズ（ﾄﾞｳ）

のように音に転化するのも、ユキがドｳチに転化するのも、さきに述べた理由

とおなじである。わたしたちはここで八母音と三母音の発音の対応を整理する

ため五十音表をつくってみる。濁音行と三母音の発音の対応は、わたしの手に

負えないので、加治工論文に依存することにする。
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ア イ ウ エ オ ジャdga ジャdga

ア イ ウ イ ウ タ チ ツ テ ト

カ キキ ク ケケ ココ タ チ チ テｲ トｳ

甲乙 甲乙 甲乙 ダ ヂ ゾ デ ド

カ チキ ク スキ クク ダ デｲ デｲ デｲ

ga ti ku su ki (ku) ku ナ ニ ヌ ネ ノ

ガ チギ グ ギ グ ナ ニ ヌ ニ ヌ

ti,n,si giz gui gu ハ ヒ フ ヘ ホ

ガ ギ グ ゲ ゴ マ ミ ム メ モ

ガ ヂ グ ギ グ マ ミ ム ミ ム

ŋa di       ŋu ŋi nuŋ ラリルレロ

サ シ ス セ ソ ラリルリル

サ キ チ シ ス ヤユヨ

sa ki,t∫i t∫i ∫I        su ダドド

ザ ジ ズ ゼ ゾ ジャ ワ ヰ キエ ヲ

ダ デ デ デ ド バ ビ ビ ブ

da    di       di di du
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脱音現象論（１）

東北語（方言）と西南語（方言）とが、旧日本語のある時期に、部分的にか全般

的に共通の語彙と語法をもっていた時代があったに相違ないとは、わたしが現在

ぼんやりともっている仮設である。そしてこの旧日本語のある時期が縄文期であ

るのか、弥生期の初めであるかは、あまり明瞭に確定できていない。またたぶん

現在までのところ確定的に結論しない方がいいような気がする。…

いささか照れくさいが、例を挙げてみると、池間栄三『与那国の歴史』に、西南

の地名と東北の地名におなじものが残存している例が記載されている。

租納（ソナイ） 与那国島の第一の村落

樽舞（タルマイ） 同島の海辺沿いの小高い所の名称

鬚（ヒナイ、今日では比川（ヒカワ、ヒセン）と書く）

租納の村をつらぬく川。または川沿いの村の名称

与那国島にはこういうアイヌ語の地名が残されている。これは東北の世界にもそ

のままある地名だ。

比内（ヒナイ） 小石のおおい川 秋田県北秋田郡
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惣内（ソーナイ） 滝川 秋田県鹿角郡

樽見内（タルミナイ） 道が塞がれたところの川 秋田県平鹿郡又は雄勝郡

これらの地名はいずれも秋田県にある。…いずれにせよその共通性は、現在アイ

ヌ語とみなされている地名から成り立っていることは言える。…

もうすこし例を挙げれば、東北語と西南語がおなじだといえる言葉もすぐ数えら

れる。

東北語 西南語

こばた（凧） （こ）はた

きびちょ（急須） きびしょ

よき（雪） よき

かなし（可愛いい） かなし

つぼ（庭、奥処） つぼ

まぎ（血族） まき（よ）

もう一つの共通性を挙げてみれば、東北語にも西南語にも語音の変位（倒位）

が行われていることだ。たとえば、
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東北語 標準語

おでい おいで（来なさい）

西南語

みなだあふむろし（涙があふれる） なみだ

（『与那国（どなん）すんかに節』）

この種の倒位の根拠は、倒音逆語の根拠とおなじで、旧日本語として共時的な性

質とみなすことができよう。

東北語（方言）と西南語（方言）に共通した特徴で、すぐ挙げられることがある。

現在の標準語をもとにすると、ひろい意味で脱音化したということだ。脱音化と

いう言い方は専門語としてはないかもしれないが、ようするに語音が語頭や語中

で、短音化したり、縮退したり、脱落したりする現象をさして仮りにそう呼ぶこ

とにする。もう少し具体的にいえば、短音化、縮音化、無音化などによって、元

の語に比べて語音の縮退を感じさせる現象にあたっている。はじめに東北語の例

を挙げてみる。
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東北語 標準語

えんこ（en-ko） いぬのこ（inu-no-ko）（犬の子）

おき（oki） おおきい（ohokii）（大きい）

おでい（odei） おいで（oide）

おべた（obeta） おぼえた（oboeta）

おりした（orisita） ありました（arimasita）

がった（gatta） わかった（wakatta）

かに（kani） かんにん（kannin）（堪忍）

かます（kamasu） かきまわす（kakimawasu）（掻き廻す）

きまぐ（kimagu） いきまく（ikimaku）

くらせる（kuraseru） くらわせる（kurawaseru）（なぐる）

け（ke） くへ（kuwe）（食え）

けえ（kue） くれ（kure）（呉）

どさ（dosa） どこさ（dokosa）

なだ（nada） なみだ（namida）

はき（haki） ははき（hahaki）
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め（me） うめ（ume）

もだい（modai） おもたい（omotai）（重たい）

これらの脱音化をいくつかに類別してみる。

（１）母音（a・i・u・e・o）に挿まれた子音 r 音、d 音、k 音、w 音などは
語中

で脱落できる。

（２）語中の n 音、m 音は脱落できる。

（３）語頭の母音 a・i・u・e・o は脱落できる。このばあいの母音の脱落は｜N｜

という無声の喉頭音で、促音的な傾向をもった「ん」音と等価なものとみ

なされる。

これは法則性とするには詰めが不完全すぎる。そこで、一通りの意味で取

り出されたものとしておきたいとおもう。細かいことをいえば、東北語は

西南語と脱音化の質がすこし違っているともおもえる。

（４）東北語では語中の m 音は b 音に転化する。また t 音は d 音に転化すること

がある。n 音、ｋ 音が g 音に転化しうる（これは標準語をもとにした言い

方で、歴史的には逆である）。しかし、西南語のように、y 音、u 音になっ
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いるものが d 音であることはない。例えば西南語で湯（yu）は（du）であり、

家（ya’a）は（da’a）になる。

東北語 標準語

あんだ（anda） あんた（anta）

くぼ（kubo） くも（kumo）

しぐ（sigu）（死ぬ） しぬ（sinu）

さび（sabi） さむい（samui）

がった（gatta） わかった（wakatta）

いでる（ideru） いてる（iteru）（凍る）

おづる（ozuru）（落る） おちる（otiru）

おぎ（ogi） おき（oki）（熾）

（５）東北語特有の接頭、接尾語による反短音化

東北語 標準語

かっちゃべる しゃべる（喋言る）

おんづくなし いくぢなし（意気地なし）
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けっぽる ける（蹴る）

すなべる すべる（滑る）

むしろ短音化の逆だとおもえる言いまわしもふくめて、短音化のもっとも興味深

いのは語順の短音化と等価だとみられる |N| 音化である。わたしの手元にある『東

北方言集』（仙台税務監督局編纂）から抜き出してみるとつぎのようなものがある。

東北語 標準語

んげ（|N|’ge） ゆけ（yuke）

んさ（|N|’sa） おまえ

んだ（|N|’da） （いやだ）（そうだ）

んな（|N|’na） （の、もの）

この例にみられる語頭の |N| 音化は微妙なところで脱落できないので、はっきりと

|N| 音が拍音の代同物になっている。いいかえれば語頭の |N| 音は短音化や縮音化の

結果ではあっても無音化はできない。そうなってしまえば語としての意味を失って

しまうからだ。

このような例は西南語でもある（加治工眞市「与那国方言の史的研究」）。



脱音現象論（８）

このばあいの語頭の |N| は、音声としては「んかで」と記される方が当を得ていて

風（かで）とほとんど区別ができないとおもえる。

わたしたちは、この西南語の語頭における |N| 音の存在の仕方を、第一段階で短音

化、縮音化、無音化のどこかでとらえることになる。その段階で母音だけが残され

た子音が脱落すると仮定する。そのつぎの第二段階で残された母音は |N| 音に収斂

されるものとみなされる。たとえば例示された「ムカデ（百足）」をとってみれ

ば、第一段で語頭の「ム（mu）」は「ウ（u）」に脱音し、第二段で「ウ（u）」

が |N| に収斂される。「イバリ（小便）」のばあいでいえば語頭の「イ（i）」は

母音だから第二段の「イ（i）」が |N| に縮退することで「ンパイ」となる。「まな

が（真中）」のばあいも語頭の「ま（ma）」の「ム（mu）」が脱落して、つぎに

「ア（a）」が |N| 音に収斂し「ナガ」となる。もうすこし微妙にいえばこのばあい

は、「マ（ma）」がそのまま |N| 音にまで収斂するとかんがえることもできる。
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西南語 標準語

んかで（|N|kadi）(ykadi)                 むかで（百足）

○脱音してしまえば、たとえば、次の「風」と区別することはできない。

かで（kade） かぜ（風）

んばい（|N|ba’I ） いばり（尿）

○これもまた |N| 音ba’I が脱音してしまえば「倍」と区別できなくなる。

ばい（ba’i）(bai) ばい（倍）

○真中のばあいもおなじことが起る。

んなが（|N|naga） まんなか（真中）

なが（naga） なか（仲）



脱音現象論（10）

これは東北語のばあいもおなじように理解される。標準語でいう「ゆけ（行け）

」は東北語で「いげ（ |ige）」のようになる。そして語頭の「い（i）」が咽頭の

奥で縮音化して「んげ（ |N|ge）」になる。「んだ」のばあいもおなじで、標準語

で「そうだ（so:da）」をとると「そんだ」という東北語になり、その語頭の「そ

（so）」が脱落して「おん（on）」か「お（o）」が残り、これが縮音化されて |N| 

音になる。

日本語の概念では「ん」は拍音をつくらない。また二音一拍の文字はかならずそ

れだけで意味をもつ語でもありうるが、それにもかかわらず、日本語の語頭や語

尾に「ん」がやってくることはとてもおおく、もしかすると日本語の音韻上の特

徴だとみなすことができるほどだ。縮音や脱音のあげくに語頭や語尾に |N| 音が

やってくる。この音は咽喉の奥の方で空気を転がすとき唇を閉じ鼻の方に音素の

通路を開くとき、何となく典型的な |N| 音の感じがしてくる。母音の終り、すべ

ての音素への縮退が、すべてのはじまりと同致した形が、この |N| 音のようにお

もわれてくる。
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|N| を母音 a・i・u・e・o が縮退されたうえで丁寧にいえば縮退の極端のところで

無化された（脱音でなく）母音よりも母原的なものとかんがえてみた。この意味

をもうすこしはっきりさせるために、接頭語と接尾語をみてみることにする。

まず、接尾語についていえば、「香久山に雲居たなびき」（『万葉集』2449）の

ようなばあい＜雲が存在する＞という動詞的な言い廻しを名詞化してつかってい

ると解釈してもこの「居（ゐ・い）」は接尾語とみなされる。母音のうちの「い

（i）」そのものが用いられている。母音「あ（a）」についても、たとえば、「

倭（やまと）は 国の真秀 ろ ば」（『記』歌謡31）の「ろ（呂）」は母音「お

（0）」が終音として接尾し、場所的な「ば（婆）」という接尾もまた「あ（a）」

を終音素にしている。これは接頭語のばあいでもいえる。「この枕われと思ひて

まきて さ 寝ませ」（『万葉集』2629）のばあいは「あ（a）」を終音素とし、「

明して い 行け 母は知るとも」（『万葉集』2687）のばあいは「い（i）」が終音

素となり、「え 行きて泊てむ川津し思ほゆ」（『万葉集』2091）では「え（e）」

が終音素となる。もちろん「た わらはの 音のみ泣きつつ」（『万葉集』619）の

「 た（ta）」のように「ア（a）」が終音素となるばあいもある。「われはさぶしゑ
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君にしあらねば」（『万葉集』486）は「エ（e）」終音素となるばあいにあたる。

「しらとほふ 小 新田山の 守る山の」（『万葉集』3436）のばあいには「お（o）

」が終音素となってゆく。「船飾（ふなかざり） 吾がせむ日 ろ を」（『万葉

集』4329）のばあいも「お（o）」が終音素となる。

いままで |N| 音を心棒にすえて短音化、縮音化、無声音化などについて触れきた。

いずれにせよこの現象はある種の語が、語頭あるいは語尾において、それと接続

する語のあいだの境界に、意味または音におこる現象だといっていい。なぜある

一つの語とそれに接続する語のあいだに短音化のいろいろな現象がおきるのかは、

日本語の音韻上の性質に帰着させてかんがえることができそうだ。たとえば母音

「ア（a）」をとって説明すれば、これの音声は [a] のようにも[a:]のようにも、

また [a・a]のようにも発音できる。これはその直前にくる音素によっても、方言

的な訛音としても成り立つ違いとして、容認される。また子音もおなじで、たと

えば「ネ（ne）」という子音は [ne] とも [ne:] とも [ne’e] とも発音できて、こ

れは直前にくる音素や、地域差による訛音として、どの発音をとっても間違いと

はいえない。一字一語の子音、母音についてこれだけの許容度があるとすれば、
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語と語のあいだ、また語中や語頭、語尾に短音化や縮退化や無音化が、また逆に、

反短音化がおこったりすることは、ばあいにより当然ありうるとかんがえられる。

そしてその極限で語頭、語尾の |N| 音がうまれることも肯定できそうな気がする。

これらの現象を通して一字二音節からなる「い」「あ」という接頭、接尾の言辞

からはじまり、美称や敬称として原義から共通に抽選された意味と具象的なイメ

ージをともなうまでの範囲で、多様さをもっていることをみてきた。だからこの

課題は一つの特異なばあいを喚びおこす。短音化、縮音化、無音化を語音との＜

重ね畳み込み、そして縮退＞とすれば、畳み込みも縮退もないままに、おなじ語

の音と意味とが＜反復＞されるばあいである。なぜ＜反復＞されるかについて、

ほんとうの効果や効用を先立ててかんがえることは妥当ではないようにおもえる。

眠（い）も寝（ぬ）らめやも （『万葉集』46）

寝（い）も寝ずに （同1787）

朝寝（い）か寝（ね）けむ （同1949）
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寝（い）の寝（ね）らえぬに （同2226）

眠（い）は寝（な）さずとも （同2844）

木（こ）の木暗（このくれ）の夕月夜 （同1875）

さ雄鹿の声い続（つ）ぎい続（つ）ぎ （同2145）

日にけ（日）に （同2295、2397）

月に日にけ（日）に （同2596）

ね（音）には泣くとも （同2604）

吾（あ）を音（ね）し泣くる （同3471）

うち鼻ひ鼻をぞひつる （同2637）

今日なれば鼻ひ鼻ひし （同2809）

さ寝（ね）をさ寝（ね）てば （同3414）

このばあい「眠（い）も寝（ぬ）らめやも」のような語法は、＜反復＞とみなさ

ずに、はじめの「眠（寝）」を＜眠（寝ること）＞という名詞（あるいは動詞「

眠（寝）」の名詞化したもの）と解して、＜眠（寝）ること＞を＜寝るのだ＞と

みなすこともできよう。これは「木（こ）の木暗（このくれ）」や「さ寝（ね）
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をさ寝（ね）てば」のばあいにもあてはまる。しかしこのばあいにも根底に＜反

復＞の語法があることを勘定にいれなくてはならないだろう。「い続（つ）ぎい

続（つ）ぎ」や「日にけ（日）に」や「鼻ひ鼻ひし」のばあいには生粋に＜反復

＞の語法とみることができる。なぜ＜反復＞の語法をとりだすことに意義がある

のか。この＜反復＞が、一つには古代詩歌の定型の必然が生みだした語法ではな

いかとおもわれるからだ。わたしたちの表現の始原にあるものを唱和された韻文

のように解すれば、この＜反復＞の語法はがんがえられるかぎりの日本語の本性

に根ざしていて、それは古典語以前の語法の名残りのように想像できるかもしれ

ない。動詞や形容詞的な語が名詞化し、名詞的な語が動詞や形容詞的な機能をも

つようになるばあいの終音拍の変化が、この＜反復＞の語法をもたらしたとも受

けとれるような気がする。たとえば「木（こ）の木暗（このくれ）」という語法

は、ただ「木暗（このくれ）」といえばよかったところで使われている。だが音

数律を定型にととのえるために、もう一度「木の」をつけ加え、＜反復＞の語法

を生みだしたと解することができる。こうみなせば＜反復＞は意味の強調ではな

く、音数律の調整から結果的に音の協調をもたらしたともみなしうる。こうかん
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がえられるためには、つぎつぎに語を＜反復＞することで、新しい概念をつくる

日本語の本性に根ざしているとの理解の仕方をとりだすこともできる。秋田県南

部に岩見三内（いわみさんない）という地名がある。なに岩見でなにが三内なの

か、またそれは意味なのか語音なのかなかなかはかり難い。日本語の地名として

は、長いわりには意味がとりにくい。これをアイヌ語の地名からくるものとする

解き方の一つでは [iwamu-i-san-nay] となり、＜岩山－塞がる－所を－出て来る

－川＞のような地形につけられたものという解釈もある。つぎつぎに語を反復し、

重ね、畳み込むことで、新しい概念をあらわす地形名－地形になってゆくのであ

る。わたしたちはこういう語法の特性を、旧い時代の日本語と特性とみなすこと

ができる。ひとくちにいえば、個々の語彙を意味や語音として、そのままの形で、

要素として生かしながら連結してゆく語法ということになる。一見するとこの重

ねの＜反復＞は、短音化、縮音化、無音化と逆なようにおもえるが、本来的にい

えば、共通の縮退の仕方をとりまとめることができよう。

荻の花咲きのを をりを見よとかも （『万葉集』2228）

妹があたりに時雨降れ 見む （同2234）
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はなはだも夜ふけてな行き 道の辺の （同2336）

愛（うるは）しと思へりけらし な忘れと結ぶびし紐の （同2558）

よしこのころは恋ひつつをあらむ （同2603）

まかなしみさ寝に 我は行く （同3366）

夢のみのもとなみえつつ 吾を音（ね）し泣くる （同3471）

人妻子ろを 息に わがする （同3539）

春されば 花咲きを をり （同3907）

継ぎて見に来む清き浜傍（はまび）を （同3994）

これらの雑例は、いままで述べて来た多様な語法の問題が、一つの共通な本質に

帰着することをよく示している。それを言ってみれば、接頭辞と接尾辞の同位性、

動詞の名詞化と逆語序の同位性ということだ。

「花咲きのを をりを」「時雨降れ 見む」「恋ひつつをあらむ」「花咲きを を

り」などは動詞の名詞化的な語法と呼ばれているものだ。だがそれだけの意味とは
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とうていかんがえられないことは、「な忘れと 結びし紐の」や「さ寝に我は行

く」や「息にわがする」などの例をみればわかる。このばあい、動詞の名詞化の

語法はそのまま逆語序の成立するための必須の条件になっている。いいかえれば」

逆語序が成立するためには動詞の名詞化が必然だったことがわかる。「な忘れ」

にいたっては動詞の名詞化が即「忘れな」の逆語序を意味してゐるとともに、接

頭辞的な用法になっていることがわかる。また「清き傍浜を」と逆語的にいえば、

そのまま接頭辞の用法と等価になる。いいかえれば接尾辞と接頭辞との同位性を

示している。

たぶん接頭辞と接尾辞とは、凝縮された意味を一字に収斂させることによって、

はじめて語法として登場した。それを語頭におくか語尾におくかに定則があるわ

けではなく、語音と意味の調整にしたがっておかれる場所が決まるだけだとみら

れる。これは言葉として、まだ具象的な意味をもちながら接頭辞や接尾辞として

機能している西南語歌謡の場面からみると、はるかに抽象と凝縮をうけた和語歌

謡の世界（『万葉集』のような）の語法の特色となっている。
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わたしたちは、ここで古典語や方言に見られるいまは化石のような語法の名残り

が、旧日本語の本性にかかわる共通さにゆきつくのではないかとかんがようとし

てきたことになる。



引用文献・参照文獻・参考文献

＜引用文献＞

吉本隆明 『母型論』 学研 1995

＜参照文獻＞

角田忠信 『脳の発見 脳の中の小宇宙』 大修館書店 1985

＜参考文献＞

小泉保 『縄文語の発見』 音声学・音韻学により方言周圏論を称えた。

佐久間鼎 『擬音語・擬態語・擬情語』 音義相即説を展開した。

松本克己 『日本語系統論』 遺伝子を考慮したマクロな日本語系統論を提唱

した。

梅原猛 『アイヌ語論』 日本語語族論に、アイヌ語をつけ加えた。

折口信夫 『國語學』 古語のある側面を初めて読み解いた。

吉本孝明 『母型論』 解剖学や神経生理学を取り入れた。ただし、現

象論は疑わしい。


