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1. はじめに 
 東北方言を中心とした東日本の諸方言には自発形式を用いた自発構文があることが知られている。自

発構文は、話者の意志とは関係なく起こる動作（「狭義自発」）のほか、物の属性、対象の変化の結果状

態などといった用法の広がりをもつ（渋谷 2002ほか）。Sasaki &Yamazaki (2006)、佐々木 (2007, 2015a, 
2015b) などでは、北海道方言の自発構文のうち (1) のような特徴をもつ用法（例(2)）を＜逆使役＞
(anticausative) 用法として取り出している。 
 
(1) a. 対応する他動詞文よりも結合価が 1つ減少し、動作主が文中に明示できない 
 b. 非意図性や可能などの意味的特徴が付加されない 
 c. 逆使役用法の自発述語はアスペクト的に到達 achievement であり、対応する能動文は達成

accomplishmentである3。 
 
(2) 大きな丸が書かさってる。（＝大きな丸が書いてある）(佐々木 2007: p.259, (1c)) 
 
逆使役用法が独立のものとして注目された結果、典型的な自発用法（狭義自発）を表す構文をもたない

方言においても、(1) のような特徴をもった逆使役の形式が存在することが報告されている（白岩 2012、
坂井 2015、林 2017）。 
 佐々木 (2015b) では、北海道・東北諸方言に見られる自発構文の一用法である逆使役について、それ
を通言語的な逆使役の類型論の中に位置づける試みが行われている4。本発表は、日本の諸方言において

も上述したような自発構文をベースとしない逆使役があることに注目し、通方言的にその特徴を整理す

ることを目的としている。本発表では、逆使役の通方言的研究に向けて、① 佐々木 (2007ほか) による
逆使役用法の特徴付けに一部修正を加えて整理するとともに、② 琉球語池間方言の調査データをもと
に、受動を主たる用法とする形式が逆使役用法もカバーする方言が存在することを示し、諸方言におけ

る逆使役用法を捉えるための枠組みを整理する。 
 
2. 先行研究 
 ここでは、逆使役についての諸方言の先行研究をタイプ別に概観する。逆使役は、他動詞における使

役主（動作主）項を出現させず、対象を主語とした自動詞にするもので、自他交替の一種である。ただ

                                                        
1 本研究は、科学研究費（特別研究員奨励費課題番号：25・40096；第 1発表者, 若手研究 B課題番号：16K16827；第 2
発表者）の交付を受けて実施されたものである。また、本研究にあたり、岸本宜久氏、浅尾仁彦氏に助力・助言いただ

いた。ここに記して感謝の意を表する。 
2 「日本の諸方言」としているが、祖語を同じくする日琉諸語を指しており、アイヌ語は含まれていない。 
3 佐々木 (2007) およびそれを承けた坂井 (2015) では accomplishmentを「完成」、achievementを「達成」と呼んでお
り、訳語の異同が見られる。本発表では佐々木 (2015a, 2015b, 2016) に倣い、accomplishmentを「達成」、achievemntを
「到達」と呼ぶ。 
4 佐々木 (2015b) で「逆使役という形態的派生は、それ専用の形態素によって実現するのではなく、他の何らかの機能
を持つ形態素によって実現することがほとんどである」（佐々木 2015b:170）と指摘されているように、逆使役は再帰形
態素（フランス語、ドイツ語など）や中受動態形態素（サンスクリット語など）などによって表される。その中でも東

北諸方言のような自発を表す形態素が逆使役用法を持つケースは珍しく、佐々木 (2015b) では他言語の逆使役にはない
特徴などを扱っている。 
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し、ここで見ていくのは語彙的な自他交替でなく、生産性を持つ形態法としての自動詞化である。（佐々

木が提示する逆使役用法の特徴は (1) を参照。）先行研究で報告されている逆使役用法をもつ方言は、
ベースとなる形式にしたがって (3) に示した 3タイプに分けることができる。 
 
(3) a. 自発構文が〈逆使役〉用法を持つ方言：北海道方言（佐々木）→ 2.1節 
 b. 〈逆使役〉専用の形式を持つ方言：福島方言（白岩）、熊本方言（坂井）→ 2.2節 
 c. 受動構文が〈逆使役〉用法を持つ方言：琉球語池間方言（林）→ 2.3節 
 
以下では、それぞれのタイプについて、その形式および用法の特徴を見る。 
 
2.1 自発構文の一用法としての逆使役 
 広く自発を表す形式が東北諸方言を中心として東日本で広く報告されており、自発を中心とした複数

の用法を持っている5。自発構文をつくる形式としては動詞派生接辞 -(r)ar- もしくは -(r)asar- を用い、
方言ごとに多少のずれはあるが、大まかにいって佐々木 (2007) でいわれるような ① 非意図 ② 可能 

③ 逆使役 の用法がある6。それぞれの例は以下のようになる。 
 
(4) a. 私はご飯が食べらさる。（＝私は自然にご飯を食べてしまう[自発]） 
 b. このペンはよく書かさる。（＝このペンはよく書ける[可能]） 
 c. 大きな丸が書かさってる。（＝大きな丸が書いてある[逆使役]） （佐々木 2007:259） 
 
③逆使役は、これらのうち冒頭 (1) を満たす用法である。自発構文としては他動詞から自動詞まで幅広
くとることができるが、逆使役用法としてとりうるのは、その性質上状態変化を含む他動詞となる。 
 
2.2 逆使役専用形式での逆使役 
 福島方言（白岩 2012）、熊本方言（坂井 2015）で報告されており、派生接辞 -(r)ar- が用いられる7。 
 
(5) 黒板に変な字が書ガッテル。（書いてある／書かれている） （福島方言、白岩 2012:(1)） 
(6)   to=no ak-ar-ta （戸=SUBJ 開く-ar-PST）「戸が開いた」 （熊本方言、坂井 2015:(1)） 
 
福島方言については『書グ』など特定の動詞のみで受動可能がとれるが（白岩 2012）、基本的に逆使役
専用の形式と考えてよい。主語としてとれるのは無生物主語のみであり、主文の述語としては福島方言

ではテイル形のみ、熊本方言ではタ形およびテイル形で用いられる。「動作の結果として対象の状態変

化が生じることを表す動詞にのみ」つき（白岩 2012:46）、熊本方言の場合はさらにそのうち被動性の低
い動詞のみに付くという特徴があり、例えば「干す」では可能だが「破る」には付けない（坂井 2015）。
自発構文由来のものに比べると生産性が低く、より語彙的な自他交替に近いと考えられる。 
 
2.3 受動構文の一用法としての逆使役 
 林 (2017) では、南琉球宮古語池間方言においては受動構文が (1) にあるような特徴を示す場合があ

                                                        
5 自発構文をベースとする方言の中にも様々な違いがあると考えられるが、本発表では紙幅の都合上そこれについては
触れない。自発構文をベースとする方言の対照については、白岩 (2012) に詳しい。 
6 それぞれの研究における用法の呼び方については、ここにあるようなものでなく、独自の用語が用いられている。 
7 熊本方言に関して、坂井 (2015) においては母音語幹に接続する例がなく、-ar- となっている。 
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ることを報告している。林によれば、無生物主語受動構文がテイル形相当形（ラレテイル相当形）をと

るとき、一部の動詞で動作主を明示することができなくなる。主体動作客体変化動詞、林 (2017) では、
動作主明示性について表 1のような結果を示している。 
 
表 1：無生物主語のラレテイル対応文における動作主明示性（林 2017 表 1, 修正有） 

  当てはまる動詞 動詞の特徴 

① 動作主が明示できない 
cyufɨɨ「作る」、kacɨ「書
く」、husɨ「干す」、
kavvasɨ「被せる」 

作成動詞、結果維持動詞 

② 
結果解釈では無理だが、進行解

釈であれば動作主を明示できる 

sumii「染める」、migacɨ
「磨く」、kaakasɨ「乾か
す」 

①以外の動詞で＜－被害性＞ 

③ 結果解釈で動作主を明示できる 
ndarasɨ「壊す」、bai「割
る」、bui「折る」、
ccyurasɨ「崩す」 

①以外の動詞で＜＋被害性＞ 

 
(7) ① cyufɨɨ「作る」の例 （林 2017:(5)） 
動作主なし： nsu=nu=du cyuff-ai ui（味噌=NOM=FOC 作る-ai いる）「lit. 味噌が作られている」 
動作主あり： 

＜a.進行＞  ??? nnama obaa=n=du nsu=nu cyuff-ai ui（今 おばあ=DAT=FOC 味噌=NOM 作る-ai いる）「lit.
        今おばあに（よって）味噌が作られている」 
＜b.結果＞  ??? unu nsu=u obaa=n=du cyuff-ai ui（この 味噌=TOP おばあ=DAT=FOC 作る-ai いる）「lit.
        この味噌はおばあに（よって）作られている」 
 
本発表ではこれも逆使役用法として認めるが、その動機・根拠については 3.3 節で改めて述べる。 
 
3. 逆使役に関わる形式の特徴と用法の整理 
3.1 用法特徴と形式的特徴のまとめ 
 各方言における逆使役に関わる形式について、① 非意志の用法をもつか否か、② 受身の用法をもつ
か否か、③ 可能の用法をもつか（能力可能／状況可能／受動可能8のどれをあらわすか）、④ 逆使役用
法として用いられる場合に主語の有生物／無生物や有情／無情に制限があるか を見ると、大まかに以

下のようにまとめられる。 
 
表 2: 逆使役の 3タイプとそれぞれの持つ用法特徴 
 ①非意志用法 ②受身用法 ③可能用法 ④主語制限 

タイプ I （東日本諸方言） あり なし 状況可能・受動可能 有生物・無生物 

タイプ II （福島・熊本） なし なし ごく一部で受動可能 無生物のみ 

タイプ III （池間） なし あり 能力可能・状況可能 無生物のみ 

 
また、それぞれのタイプがとることのできる動詞の種類については、基本的に「対象の状態変化を含む

                                                        
8 「このペンはよく書ける」など、主に無生物を主語としてそれについて他者ができる行為を表すのに用いられる場合
の可能用法。 
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他動詞」である。2.2節で示したように、タイプ II である熊本方言については、そのうち被動性の高い
ものにつくことはできないとされている。タイプ III の池間方言についても、被動性・被害性の高いも
のについては動作主が明示できるため、逆使役用法のとれる動詞には含めることができない。また、タ

イプ Iの諸方言では逆使役用法で動詞の過去形、現在形などが取れるのに対し、タイプ IIの福島方言で
は、基本的にテイル形のみで用いられる。熊本方言、池間方言では、テイル形およびタ形相当形式が可

能である。特にどのような動詞につくことができるかについての詳細はまだ明らかではないが、タイプ

IIIが最も生産性が高く、タイプ IIタイプ IIIがそれに次ぐということがいえるだろう。 
 
3.2 佐々木の特徴付けに関する問題点 
 ここでは、佐々木の一連の研究に関して記述研究で生じうる問題点を提示し、状況を整理する。佐々

木の分析の中で、本研究で特に問題としたいのは、能動文と逆使役構文のアスペクト特徴に関して述べ

た (1c) である。 
 
(1) c. 逆使役用法の自発述語はアスペクト的に到達 achievement であり、対応する能動文は達成

accomplishmentである。 （再掲） 
 
これは坂井 (2015) においても指摘されている問題だが、下記にそれを整理する。 
 「達成 accomplishment」および「到達 achievement」の述語の分類には：ア）瞬間性に基づく基準と イ）

語義分解における事象の論理構造の特徴に基づく基準があり、しばしば研究者によって異なる意味で使

用されている。(10) は、この 2つのタイプについてア／イそれぞれが何に基づいて区別しているのかを
示している。 
 
(8) a. 瞬間性に基づく基準（ア） 
  達成 (accomplishment)：限界点までの継続長がある 
  到達 (achievement)：限界点までの継続長がなく瞬間的 
 b. 事象の論理構造に基づく基準（イ） 
  達成 (accomplishment)：上位事象と下位事象をもつ 
     [do'(x)]CAUSE[BECOME pred'(y)] 
  到達 (achievement)：下位事象のみから成り立つ 
     BECOME pred'(y) 
 
後者イは Dowty (1979) を端緒とし、基本的に前者アによる基準を示している Vendler (1967) を受けて
作られたものではあるが、瞬間性と事象の論理構造が完全な対応関係にあるわけではなく、ア／イよる

分類にはずれが生じる9。 
 佐々木 (2007) を承けた坂井 (2015) では、この問題をとりあげたうえで、熊本方言において逆使役形
式をとる動詞に関して、瞬間性は関与的でなく、「対象の状態変化があるかのみが重視される」としてい

る。実際には佐々木もイの基準を用いており10、坂井 (2015) の主張との間に衝突はない。しかし、以下

                                                        
9 Beaver (2013) など参照。このことは 2つの基準をともに明示的に動詞分類に組み込んだ Van Valin and LaPolla (1997) 
などにおける分類とそれ以前の分類との用語のズレの関係からも見ることができる。日本語においても、金田一 (1950) 
の瞬間性による動詞の分類と奥田 (1977) などに見られるイベント参与者とその動作・変化局面を構造的にとらえたも
のがあり、工藤 (1995) などに引き継がれ広く用いられている後者は、「事象の論理構造の特徴」を示すものに対応す
る。 
10 佐々木 (2015b) では、瞬間性が逆使役の分析において関連性をもつ可能性は排除できないとしつつも、調査時の動詞
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に示すような混乱があると考えられる。 
 佐々木の一連の分析では基本的に事象の論理構造に基づく分析を行っており、発表者の調査からも、

これら 2つの基準のうち逆使役に関与的なのは事象の論理構造に基づいたものであると考えられる。た
だし、これは、日本語のテイル形解釈など瞬間性と事象の論理構造がともに関与的であるのとは異なっ

ており、テイル形テストによる分類をそのまま用いることはできない。例えば、「預ける」はアの分類で

は到達動詞、イの分類では達成動詞となることが多いが、テイル形の優先的解釈としては結果状態を表

し、これは一般的に到達動詞にみられる特徴である。逆使役用法がとれるかどうかについては、佐々木

のいうように上位事象・下位事象をともにもつかどうかが問題になるが、佐々木 (2007) では逆使役の
アスペクト特性として「達成（能動文） -> 到達（逆使役）」をあげたうえで到達動詞はテイル形で結果
解釈となるものとしているため、誤解を生じる。発表者の調査によれば、北海道方言においても「預け

る」はその事象の論理構造上の理由から逆使役がとれるのであり、それはテイル形テストによる動詞の

分類からは誘導できない。 
 
(9) （口座を確認して）今見たっけお金ちゃんと預けらさってたさ（今見たらお金はちゃんと預けられ
ていた） 
 
以上のように、逆使役の特徴付けに関与的なのが「瞬間性の有無」でなく「事象の論理構造の特徴」で

あるのならば、それをさらに明確にしたうえで、記述研究において混乱の元となりうるアスペクト特徴

上の「達成／到達」という用語の使用には慎重になるべきであり、他のアスペクト関連現象との違いも

明確にしていく必要があるだろう。 
 

3.3 受動構文を逆使役に含めるべき根拠 
 受動と逆使役の関係は、日本国内における方言調査ではあまり意識されてこなかった。これは、日本

国内の方言と逆使役の関係については、自発構文の一用法としての逆使役を持つ方言から議論がはじま

った経緯のためであると考えられるが、通言語的には逆使役と受動が同じ形式によって表される場合も

ある（Haspelmath 2003 より、トルコ語など）。また、Keenan and Dryer (2007) のように、通言語的な特
徴としては受動構文においては動作主を明示できない・しない場合のほうが一般的であるとする研究も

あり、受動と逆使役は用法としてかなり近いものであると考えらえる。 
 佐々木 (2015b) では受動と逆使役を比較し、能動文から主語を降格させるという点では共通しており、
動作主が明示できるかどうかで大きな違いがあるとし、動作主を明示できる日本語標準語の受動文は逆

使役とは異なっていることを示している。それに対し、林 (2017) では、宮古語池間方言においては受
動文で動作主が明示できなくなる場合があることを示した（表）。そのように部分的に動作主が明示で

きなくなることについて、林 (2017) では、① ニヨッテに対応する動作主マーカーを持たない池間方言
において、日本語でニヨッテしかとれない受動文と同じ原理でニ動作主やカラ動作主が避けられた結果、

動作主が明示できない11（寺村 1984、細川 1986など） か、もしくは ② 無生物主語においては基本
的に動作主は明示されない（できない）が、対象への被動性・被害性が高い場合には明示できるように

なる という可能性を示唆しているが、いずれにせよ動作主が明示できないという結果が出ている。ま

た、佐々木の逆使役の特徴付けの一つ「非意図性や可能などの意味的特徴が付加されない (1b)」からも

                                                        
分類の都合上 Dowty (1979) にのっとった分類で分析を行うと明言している。 
11 金水 (1991) では、無生物主語の受動文について、ニヨッテ受身が近代になって翻訳体から導入されたものであると
している。つまり、日本語においてもニヨッテ受身の導入以前はそれに相当する動作主マーカーがなく、当該受身文で

動作主が明示できなかった可能性が高いと考えられる（林 2017）。 
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池間方言のラレテイル対応形式を日本語標準語とは異なり逆使役形とみられる動機を示している。琉球

諸語全般においてテアル対応構文で元の能動文からのヴォイス交替がおこらず、対象を主語とし、動作

の結果対象に生じた変化を表す表現形式としては、ラレテイル対応形式がその主たるものとなっている。

このため、池間方言のラレテイル対応形式は日本語のそれよりも意味的に中立な表現であることが期待

できる。またこのことは、同じ琉球の方言である首里方言の受動が日本語と比較して利益／不利益に関

して中立的である（當山 2015）ということからも支持されると考えられる。 
 
4. まとめと展望 
 本発表では、日琉諸語の諸方言で報告されている逆使役用法について整理し、その性格付けや捉える

べき射程を示した。坂井 (2015) では動作主が明示できる場合も含め、熊本方言での主語降格の方略（ar
構文、語彙的自動詞構文、テアル構文、受動構文）を示したうえで ar構文のもつ逆使役的性質を示して
いる。諸方言における逆使役用法を確実に拾い、包括的な類型論的研究を行うためには、そのように構

文を広く調査し、各方言での当該構文の有無や、生産性の程度、構文に関する制約（例：主語の他動性・

有生性に関する制約）などを見ることで、その方言の構文ネットワークの中での〈逆使役〉用法の位置

づけが明らかにしたうえで、通方言／通言語的な逆使役の用法の研究に繋げていくことが必要であろう。

佐々木・當山 (2016) では、一方言がもつ使役交替（自動詞->他動詞）・逆使役交替（他動詞->自動詞）
それぞれへの傾向について、日本の方言内でも異なった性格を見せることを示しているが、語彙的自他

交替でなく、構文的自他交替も含め、他動詞から自動詞、さらに自動詞から他動詞への交替について、

各方言どのようなストラテジーをとっているのかについてはかなりの多様性がある可能性があり、今後

の研究が期待される。 
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1. はじめに 

(1) 幼児の「誤用」の属格主語（鈴木 2001, 2007, Sawada, Murasugi and Fuji 2010 など） 

 a. ミニーの うたってるよ。  (A, 2;1) 

 b. たねの はいってんの。 (A, 2;5) 

 c. これ，A ちゃんの つくったの。 (A, 2;3) 

 d. ちの ある。  (Moco, 2;0)     

 

(2) 先行研究で言及されてきた幼児の属格主語の特徴（鈴木 2001, 2007, Sawada, Murasugi and Fuji 2010 など） 

 a. 観察される時期：1 歳 10 か月から 3 歳 1 か月まで（個人差あり） 

 b. 主格（ガ格）主語：同時期に産出される。 

 c. 述語：他動詞，非対格動詞，非能格動詞，形容詞 

 

(3) Q1. 入力に現れない主文の属格主語がなぜ幼児言語で産出されるのか。 

 Q2. どのようにして属格主語を産出しないようになるのか。 

 

(4) 本発表の提案 

 a. 主語の格の形態的具現化に関するパラメータ 

 narrow syntax で vP/TP 指定部に位置する主語は｛主格／属格｝で形態的に具現化する。 

 b. 「誤用」の属格主語は (i) 総記(Exhaustive Listing; EL)と (ii) 中立叙述(Neutral Description; ND)の解

釈を持つ二種類がある。(i)は Spec TP に，(ii)は Spec vP に位置する。 

 

 共通語 (SJ) 熊本方言 (KJ) 幼児日本語 (CJ) 

TP 内主語（総記） が が が／の 

vP 内主語（中立叙述） が が／の が／の 

 

 

2. 先行研究 

2.1. 鈴木(2007) 

(5) a. 所有「の」： A ちゃんの ちち。  (A, 2;0) （(4a)のみ鈴木(2001)からの抜粋） 

 b. 動作主「の」： ミニーの うたってるよ。 (A, 2;1) 

 c. 主題「が」： ぼうしが とんだ。  (A, 2;2) 

 d. 動作主「が」： ままが あけて。  (A, 2;3) 

 

                                                
* 本研究は JSPS 科研費 16K16826（若手研究（B）『主語の格標示に関する統語理論の言語獲得からの実証的研究：

熊本方言を対象にして』，研究代表者：團迫雅彦）と JSPS 科研費 15K02606（基盤研究（C）『フェーズ理論とカート

グラフィ分析に基づく節構造の実証的研究―周辺現象から核心へ』，研究代表者：西岡宣明）の助成を受けている。 

主語分裂(Subject Split) 

F-2

―  224  ―



 

 2;0 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6 2;7 2;8 

「の」 

所有 動作主 

 

 

経験者 

主題 

   

  

「が」 
 

 

 主題 

動作主 

経験者 

 

 

 

   

 

図 1．A 児の格標識と意味役割の発達過程（鈴木 2007 を基に作成） 

 

(6) Q1. 「誤用」の属格主語は所有表現「の」の持つ所有権が行為のコントロールへ拡張した表現である。 

  （「誰のものでもない自分のもの」→「他の誰でもない自分が行う」） 

 Q2. 属格主語は入力から確認されないため，頻繁にデータに現れる「が」に駆逐される。 

 

(7) a. A ちゃんのつかってるの （A 児のものゆえ使っている） (2;1) 

 b. これ，A ちゃんのつくったの （A 児が自分のものを作った） (2;3) 

 

(8)  A ちゃんも  (1;10) 

 

(9) a. なぜ大人では所有の拡張表現が使えないのか。 

 b. 属格主語の消失がなぜ 2 歳後半になるのか。 

 

2.2. Sawada, Murasugi and Fuji (2010) 

(10) a. 文：  [CP [TP [declarative] 太郎が/*の 本を読んだ] C] 

 b. NP（関係節）： [NP [TP [adnominal] 太郎が/の ei 読んだ] 本 i]  （「が・の」交替） 

 

(11) Q1. 幼児文法では C が誤って TP [adnominal]を選択するため，NP が Spec TP に移動し T の[Gen]素性を

照合する。 

 Q2. 関係節パラメータ(Murasugi 1991)の値を CP から TP に再設定することで，TP [adnominal] が N と適

合する。このため，C と TP [adnominal]の適合関係が解消される。 

 

(12) a.            *CP (“Sentence”)                b.                         NP (“Complex NP”) 

          TP [adnominal]        *C                        (“Sentence”) *CP               N 

NPi/j            T’ (  A Default Root is CP)       TP [adnominal]               *C 

               vP               T [Gen]            NPi/j               T’ 

        ti               v’  Absorption of [Acc]                  vP               T [Gen] 

                VP               v [Acc]               ti               v’  Absorption of [Acc] 

       e/NPj              V                                   VP               v [Acc] 

                                                   e/NPj        V 

 

(13)  [NP [CP [TP [adnominal] ママ ei 作った] [C の]] [N シュークリーム i]] (Emi, 2;11-4;2) 

 

【拡張】 

主語分裂の開始 
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(14) a. 属格主語（「誤用」）： こおりの いっぱいあるやん  (Jun, 2;8) 

 b. CP 関係節（「誤用」）： [にもつのせてんのトラック]  や これ (Jun, 2;9) 

 c. TP 関係節： これな [じゅんがげーむするとこ] (Jun, 2;10) 

 

 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6 2;7 2;8 2;9 2;10 

  

 

 

 

 

 

 

        

図 2．Jun の属格主語と関係節の発達過程（Sawada, Murasugi and Fuji 2010 を基に作成） 

 

(15) a. [TP ママの おどって] よ  (A, 2;1) 

 b. [TP いま A ちゃんの つくってん] の (A, 2;4) 

 c. [TP 天気の だいすき]  (A, 2;4)   cf. @天気の だいすきな。 

 

(16) a. 「誤用」の属格主語を含む文の TP が必ずしも[adnominal]の形式ではない場合がある。 

 b.  「誤用」の属格主語が観察される段階では，名詞句内の「が・の」交替が見られない（鈴木 2007）。 

 

 

3. 主文の主語の格標示における形態的変異：Nishioka (2015) 

(17) a. 天気が/*の いいね。 （共通語） 

 b. 天気が/の よかね。 （熊本方言） 

 

(18)   熊本方言における主格主語は vP 内にあれば，格標示「の」で表され，vP 外にあれば「が」で表さ

れる。一方で，共通語では vP 内外に関係なく，「が」で表される。（加藤 2005, Nishioka 2015） 

 

(19) a. [TP 太郎が [野球が/の 上手たい]] 

 b. [TP 野球が/*の i [TP 太郎が ti 上手たい]] 

 

(20) a. [TP うれしかこつに [雨が/の 降りよる]] 

 b. [TP 雨が/*の [TP うれしかこつに 降りよる]] 

 

(21) a. [TP 全員が 試験ば 受けんだった] *not > all,  OK all > not 

 b. [TP 試験ば i [TP 全員が ti 受けんだった]] *not > all,  OK all > not 

 c. [TP 試験ば i [vP 全員の ti 受け] んだった] OK not > all,  *all > not 

 

(22) 主格「が」の二つの意味（久野 1973） 

 a. 中立叙述(Neutral Description; ND) 

観察できる動作・一時的状態を表す。述部が動作を表すか，存在を表すか，一時的な状態を表すか

の場合に限られる。 

属格主語 

CP 関係節（2;8 から） 

TP 関係節（2;9 から） 

関係節パラメータ再設定 
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 b. 総記(Exhaustive Listing; EL) 

問題にしている事物の中で該当するのはそれのみであるという解釈を示す。述部が恒常的状態また

は習慣的動作を表す場合は，総記の「が」のみが可能である。また，述語が動作，存在，一時的状

態のときにも総記解釈は可能である。 

 

(23) 中立叙述 (Nishioka 2015: 4-5，a-c：共通語，a’-c’：熊本方言) 

 a. 手紙が 来た。 a’. 手紙の 来た。 

 b. 机の上に 本が ある。 b’. 机の上に 本の ある（たい）。 

 c. 頭が 痛い。 c’. 頭の 痛か。 

 

(24) 総記 (Nishioka 2015: 4-5，a-c：共通語，a’-c’：熊本方言) 

 a. 猿が 人間の先祖 です。 a’. 猿が/*の 人間の先祖 （です）たい。 

 b. ジョンが 日本語が できる。 b’. ジョンが/*の 日本語の よう でくる。 

 c. ジョンが 学生です。 c’. ジョンが/*の 学生 （です）たい。 

 

(25) a. 中立叙述文における主語：[topic/focus]素性無し → 「が」（共通語），「の」（熊本方言） 

 b. 総記文における主語：[focus]素性有り     → 「が」（共通語・熊本方言） 

 

(26)                CP 

                                   C’     

                          (αP)                C [topic/focus] 

(YP [topic/focus])               (α’) 

                            TP               (α)    inheritance 

XP [topic/focus]          T’ 

                            vP                T 

 

       movement    <XP [topic/focus]> (<YP [topic/focus]>) 

(Nishioka 2015: 7, (22b), cf. Miyagawa 2010) 

 

(27) a. [CP [TP s-proi [topic] [vP Subj … ti … V-v] T] C [topic]] （中立叙述文） 

                   movement                   inheritance 

 

 b. [CP [TP Subji [focus] [vP ti … V-v] T] C [focus]]  （総記文） 

       movement                        inheritance 

 

 

4. 提案 

(28) 主語の格の形態的具現化に関するパラメータ（暫定版） 

  narrow syntax で vP 指定部に位置する主語は｛主格／属格｝で形態的に具現化する。 

 

(29) 幼児の属格主語は，(28)のパラメータに従った結果生じた可能性がある 

  → 予測：幼児の属格主語は中立叙述文において用いられる。（総記文においては用いられない。） 
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(30) 「主文のガ格主語の中立叙述（ND）解釈の条件」（長谷川 2011: 99, (25)） 

 a. 述語のタイプ：「動作・存在・一時的な状態」述語（動作動詞は「テイル形」） 

 b. 主語の人称：*1 人称，*2 人称（つまり，［－話し手，－聞き手］要素） 

 c. 疑問文，命令文，依頼文とは相容れない → 「断定文」のみ可能 

 

(31) a. ｛花子が／*私が／*あなたが｝ここにいる／電話している。 

 b. *どこに花子がいますか？／*誰が来ましたか？ 

 c. *花子が来い／来るな／来てください。（命令文，否定命令文，依頼文） 

 

(32) 話し手が認知した眼前事象の記述，眼前の出来事をありのまま「提示」する 

 → 述語のタイプ（出来事のタイプ），主語，文タイプに制限が加えられる 

 

(33) a. ほら，バスが（*5 時に）来る／来た。 

 b. あっ，花瓶が（*いつも）落ちる／落ちた。 

 c. おや，机の上に（*昨日／*今）本がある。 

 

【中立叙述】--- (34), (35) 

(34) 子：xxx 作ろうか。 (35) 大人： うさぎさんがポケットから落ちたよ。 

 父：え？   子： ぽん。 

 子：氷のいっぱいある，ほれ。 (Jun, 2;8)  子： あ，大男の入っちゃった。 (Aki, 2;8) 

 

【総記：「断定文」以外の文タイプ】--- (36), (37) 【総記：述部が恒常的状態を表す】--- (38), (39), (40) 

(36) 子：のいたいの。 (38) 母： 飛んでるよ，お空。 

 父：乗りたいの 子： 高い。 

 子：パパの のいたい？ (Jun, 2;3) 子： パパの 高い。 (Nanami, 2;3) 

 父：うん，乗りたい。 母： うん，パパ高いね。 

 

(37) 子：ママのおどってよ。 (A, 2;1) (39) 子： もこちゃんのてんさあい！ (Moco, 2;0) 

  (40) 子： A ちゃんのできる。 (A, 2;5) 

【総記：疑問文の答え】--- (41), (42) 

(41) 父：タイヤ壊れてるでしょ？ (42) 母： それ誰が作ったの？ 

 父：ジュンが壊したんでしょ？  子： たいしょうくんの作った。 (Tai, 1;10) 

 子：ジュンのこわったぞう。 (Jun, 2;2)  母： たいしょうくんが作ったの？ 

 父：ジュンが壊したんやろ，タイヤ？  子： くくたー（＝作った）。 

 

【総記：wh 疑問文の主語】--- (43) 

(43) 子：どっちの 大きい？ (Moco, 2;5) 

 

(44) まとめ：幼児言語では総記・中立叙述解釈のどちらを取るかとは関係なく属格主語が用いられる。 

 

(45) 主語の格の形態的具現化に関するパラメータ（修正版） 

 narrow syntax で vP/TP 指定部に位置する主語は｛主格／属格｝で形態的に具現化する。 

 → 言語間変異を形態音韻部門に帰す。統語部門の同一性が保証される。（cf. Boeckx 2016） 
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(46)                                            CP 

                                                            C’ 

                                                    TP               C [topic/focus] 

                                       NP [focus]               T’             inheritance 

                                                    vP               T [topic/focus] 

                                           NP               v’ 

                                                   VP               v 

 

 

(47)                               ●主文において属格主語が可能か？ 

 

●可能            ●不可能 

 

   ●談話に依存する       ●談話に依存しない 

   （中立叙述のみ）    （中立叙述・総記に関係しない） 

 

     熊本方言             幼児日本語      共通語 

 

5. 今後の課題 

(48) Q1. 主語の格の形態的具現化に関するパラメータが[幼児日本語]に設定されている。 

 Q2. パラメータの値を変更する。 

  → 【課題】何が trigger になるのか？ 
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アイヌ語沙流方言の場所表現における「場所名詞」に関する研究

井上 拓也（京都大学 [院]）

severnayazemlya@gmail.com

1 本発表の要約

本発表では，アイヌ語の文法的制約である「場所表現 (中川 1984)」で現れる「場所名詞（場所名詞，すなわち位置

名詞を伴わずに格助詞を後置している名詞）」について，「アイヌ語口承文芸コーパス」（アイヌ語沙流方言）から場所

名詞を収集し，形態的な特徴に基づいてそれらを３つに分類した．その上で，いずれの場合も位置名詞と同じ対立関

係あるいは参照点構造を概念構造として共有することを示すことで，場所表現を概念構造の観点から統一的に説明す

ることを試みた．最終的に，場所名詞は位置名詞を伴う名詞句と同じく，他の概念との依存関係をその概念構造の中

に有していることを主張した．

2 場所表現に関する先行研究と本発表での主張

ここでは，まずアイヌ語の場所表現に関する先行研究について概観した上で，本発表での分析方針について述べる．

2.1 「場所表現」における統語論的制約

アイヌ語では，普通名詞は移動の着点や存在を表す格助詞（ta，un，wa，peka）を（1a）のように直接後置すること

はできず，（1b）のように位置名詞*1を間に入れる必要がある．この制約は「場所表現」と呼ばれている (中川 1984)．

また，次の（1c）と（1d）の例のように，名詞句が指示表現や所有表現となる時，場所表現で扱うことができる*2．

(1) a. *cise ta

b. cise or ta「家に」（位置名詞）

c. tan cise ta「この家に」（指示表現）

d. ku=kor cise ta「私の家に」（所有表現）

それだけではなく，次の（2a）のように kimなどの特定の名詞，および（2b）のように地名は位置名詞を省略でき

る．これらの名詞は「場所名詞」と呼ばれる (中川 1984)．

(2) a. kim ta　「山に」

b. Satporo ta「札幌に」

本発表では特にこの場所名詞の特徴に注目するため，まず日本語との比較を行う．

*1 「アイヌ語口承文芸コーパス」で用いられている位置名詞は次の通りである．
pok, corpok(ke)「～の下」etok「～の前」ka「～の上」kes「～の下」hontom「～の途中」noski「～の真ん中」onnay「～の中／内」or

「～のところ」emko「～の奥」put(u)「～の（河）口」sam「～のそば」soy(ke)「～の外」tom「～のそば」uturu「～の間」uske「ところ」
*2 本発表におけるアイヌ語の例文は，特に断りのない場合は発表者による作例である．

F-3
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2.2 場所名詞の統語的／意味的制約

日本語でも，以下のように位置名詞を省略できる「場所名詞」が存在する．

(3) a. 学校に行く／??ドアに行く．

b. 学校の前に行く／ドアの前に行く．

上の例で，ドアは「～の前」を補う必要がある．このような統語的制約から，学校は「場所名詞」であり，ドアは

「場所名詞」ではない，ということになる．ところで，これら日本語の場所名詞の意味的特徴は，端的に言って「場所

的な広がりを概念として含んでいる」として一般化できる．そのため，これは意味的な制約でもあると言える．

しかしアイヌ語は，cise「家」や pet「川」のような「場所的広がりを概念として含んでいる」と言えそうな単語で

あっても位置名詞を必ず伴う必要があるため，アイヌ語の統語的制約は意味的な内容とは一致していない*3．アイヌ

語の場所名詞の持つ意味については，「場所名詞は文法的に＜場所＞の概念を有する」ために，位置名詞を補う必要が

ないとされてきた（cf. 中川 (1984)など）．しかし，場所として考えられそうな ciseなどが＜場所＞でないのはなぜ

かという理由は示されておらず，「場所の概念かどうか」という基準は曖昧である．

したがって，本発表では，場所名詞を単に「場所的な広がりを概念的に有する」名詞とはせずに，それ以外の意味

的要因を探っていく．

2.3 位置名詞を含む場所表現の概念構造

ここで，位置名詞を伴う場所表現の持つ概念構造について考察する．認知言語学の観点からアイヌ語の指示詞を伴

う名詞句や所属形の名詞を分析した井筒 (2006)によれば，これらは参照点構造（reference-point, Langacker (1993)）

を概念構造として有しているという．

この説明を位置名詞を用いた場合にも拡張すれば，「基準となる概念（参照点：R）から別の概念（ターゲット：T）

へ到達するという参照点構造」を有しているといえる (井上 2016)．逆に言えば，参照点となる概念（R）が存在しな

ければ，場所表現として成立しない*4．

以上から，位置名詞を用いた場所表現は，「基準となる概念に依存した参照点構造」を概念的に持つとまとめられる．

2.4 本発表の立場

本発表では，場所名詞を単なる場所的意味という観点からではなく，「依存関係」という概念構造という観点から場

所名詞を分析する．

3 コーパステキストから読み取れる場所名詞の分類

本発表では，テキストへのアクセスの利便性から，国立国語研究所が提供する「アイヌ語口承文芸コーパス」（アイ

ヌ語沙流方言）をサンプルとし，場所名詞，すなわち位置名詞を伴わずに格助詞を後置している名詞を収集した*5．

*3 これについては知里 (1956)も，「アイヌ語と日本語では場所の概念が違うので注意が必要」と指摘している．
*4 ちなみに，位置名詞が単独で用いられる場合は必ず所属形（または長形）で現れ，先行する文脈で現れる対象との位置関係を表す．この意
味で，位置名詞は，別の概念に依存していることになる

*5 収集方法としては，ホームページからテキストファイルをダウンロードし，テキストエディタの検索機能を用いて「（スペース）un（スペー
ス）」などで検索し，その中でも格助詞として用いられるものを選んだ．
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そして先行する名詞句を以下のように分類した．

(i) 位置名詞を抱合するもの： 3タイプ

(ii) 動詞を抱合するもの： 1タイプ

(iii) 純粋に語彙的な場所名詞： 5タイプ

以下，それぞれの分類に含まれるタイプについて確認する*6．

3.1 （i）位置名詞を抱合するもの

位置名詞を縫合するものは，apapa [apa-pa]「戸口-口」，parka [par-ka]「天井の方の棚」， sirka [sir-ka]「あたり/

地面-上」の３タイプが見られた．紙面の都合上，sirkaから１例だけを掲載する．

(4) orano

then

a=

4.A=

kor

have

ekasi

grandfather/elder-POSS

anak

TOP

aoypepi

4.A-at.APPL.-eat-thing-POSS

sirka

appearance/ground-top

ta

at

anu

an-u

wa

wa

「おじいさんは食器を地面に置くと」

K7803231UP: 73

3.2 （ii）動詞を抱合するもの

(a= ) uni [AG=un-i] 「いる-ところ」*7

(5) a= uni

4.A=

ta

home.POSS

ek

at

=an

come.SG

hine,

=4.S and

「自分の家まで来て」

K8010291UP:405

*6 形態素分析は，「アイヌ語口承文芸コーパス」の分析，グロスに準拠する．例文の後ろの数字は原典内での例文番号，「」内の日本語訳はコー
パスのものに準ずる．
なお，今回用いたコーパスの原典と対応番号は以下に示す通りである．
「ウエペケレ:パナンペ鬼の手から逃れる (K7708241UP)

ウエペケレ:猫の神様に育てられた少年 (K7803231UP)

カムイユカラ:火の女神が地の果ての魔神と戦った (K7807152KY)

ウエペケレ:霞の架け橋 (K7908051UP)

ウエペケレ:銭函のニシパの話 (K8010291UP)
*7 これは．以下の例のような単なる所属形ではなく，un「居る」という動詞の動作主であることに注意したい．

(1) nea

that

menoko

woman

sorekusu

exactly

hayokpehe

arm-thing-POSS

opitta

all

osoroho

buttock-POSS

ta

at

horarayse

slide

hine,

and

「その娘は，体を覆っていたものがすべて尻の下に脱げ落ちて」

K8010291UP: 264

この例で osoroho「～の尻」は，三人称単数の所有形である．
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3.3 （iii）純粋に語彙的な場所名詞

語彙的な場所名詞全５タイプのうち，以下に代表的な例文を示す．

1. kim「山」

(6) poronno

mountains

kim

at

ta

4.A=

a=

shoulder

se

should

kuni

thing

p

4.A=

a=

leave-TR.PL

hoppa.

「山の中にたくさん，持っていく荷物を置いてきた」

K8010291UP: 41

2. pis「浜」

(7) pis

beach

ta

at

san

front.place-INTR.SG

ruwe

INFR.EV

ne

COP

hine,

and

「浜へ下りていった」

K7708241UP: 100

3. oyak 「別のところ」

(8) oyak

different.place

un

to/at

arpa.

go.SG

「他のところへ逃げた」

K7807152KY: 87

4. siruy 「～の奥」もしくは casiruy「家の隅？」

(9) siruy

back

ta

at

arpa

go.SG

kor

and

cis

cry

kor

when/if

an

exist.SG

pe

NMLZ

ne

COP

sir

appearance

iki.

APASS-do

「（娘は）隅に行って泣いている様子であった」

K8010291UP: 134

5. hoka「（炉の）炎」

(10) hoka

flame

un

to/at

tuypa

cut-TR.PL

wa

and

hoka

flame

o

put.sth.on.sth

ne

COP

ya

Q

nennen

various

ki.

do

「炎の中に（肉を）切って入れ，火の神に捧げなどした」

K8010291UP: 108

4 場所名詞の概念構造

この節では上の分類における，特に語彙的場所名詞の概念構造について分析する．どの例であっても，位置名詞と

同様に二つの存在の相対的位置関係を表すことを主張する．

まず，代表的な語彙的場所名詞である kimと pisについて分析した後，他の名詞にも当てはめていく．
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4.1 kim/pis「山／浜」

kim「山」と pis は，名詞の指示している概念（kim であれば＜山＞，pis であれば＜浜＞）だけではなく，

＜自分のコミュニティ＞あるいは＜発話場所＞を参照点として者の位置関係を示すという概念構造を持つ

と言える．これは自己あるいはコミュニティを参照点とする「右手」と「左手」と同様の対立的関係である．

図 1 語彙的場所名詞（kim, pis）の概

念構造

例えば，アイヌ語における「山／浜」あるいは「陸／沖」「上流／下流」

といった絶対的な地理的関係は，切替 (2007)が指摘している通り，ア

イヌ民族にとっての空間参照枠（cf. Levinson (2003)）となっている．

したがって，kimや pisは単に「山」や「浜」とう概念をそのものを表

しているというよりも，生活の中心である＜村（kotan）＞や，話し手

の中心を基準として「山側」や「浜側」といった方向づけとして用いら

れていると言える．この二つの名詞を概念構造は図のように表すこと

ができる．

この参照点構造を基にした分析は，次に挙げる oyak「他のところへ」

や hoka「炎」にも当てはまる．

4.2 oyak「他のところ」, siruy「～の隅」もしくは casiruy

「家の隅？」

oyak「他のところ」は概念的に「もう一つの場所」を含意する．それゆえ，上下左右などの位置名詞と同じく，別

の場所を対立概念として含意していると言える．つまり，基準となる発話の場から，どちらかの場所へと移動すると

いう参照点構造を有すると言える．

また，siruy「隅」については，萱野 (1996: 276)には「siruita「奥の方」：囲炉裏端から見て奥の方」と記述のある

ことから，基準となる場所（＜囲炉裏端＞や＜家の中心＞など）が参照点であり，そこからみて＜隅＞という場所に

到達するという参照点構造を有しているといえる．

4.3 hoka「炎」

アイヌ語で，単なる「火」を表す単語として apeがあるが，apeは場所表現では必ず ape etok「横座」あるいは ape

sam「火のそば」という形で現れる．

それに対して，hokaは「炉の火」と訳されている通り，＜炎＞そのものだけではなく，＜炉＞や＜薪＞といった炎

のある場所の概念を含意している．したがって，＜炉＞や＜薪＞などの＜火のある場所＞を参照点とし，それを経由

してターゲットとしての＜炎＞に到達するという参照点構造を有している*8．

以上，人称接辞を含む場所名詞，および語彙的な場所名詞は，位置名詞と同じく，「対立関係」もしくは「参照点構

造」を有しているといえる．

*8 また，田村 (1996)では，hokaを「燃えている火の上」（above a fire）と解説していることからも，相対的な位置関係という概念構造を有
していると言える．
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5 まとめ

本発表では，「アイヌ語口承文芸コーパス」から収集した場所名詞の３分類に基づいて概念構造を分析した．まず

（i）についてはアイヌ語の辞書では場所名詞とされているものも含まれているが，これらは位置名詞として分析でき

る名詞であった．位置名詞は，他の存在物との関係から当該の名詞の位置関係を特定するという意味で参照点構造を

持つといえる．

次に（ii）については，(a=) uni （私が住む処，すなわち住処，家）の一例が見られ，これも動作主を参照点とす

る参照点構造を持つと言える．

最後に（iii）については pa「～の上」／ kes「～の下」のような位置名詞の持つ対立関係，あるいは別の概念を含意

するという参照点構造を概念的に有していると言える．

以上から，場所名詞は位置名詞を用いた場合と同様の「参照点構造」という概念構造を共有し，これが場所表現に

おける共有の概念構造であると説明することができる．

6 今後の課題

本発表では，資料として「アイヌ語口承文芸コーパス」を用いたが，アイヌ語の膨大な量の資料に比べればまだま

だごく一部であり，他の資料について広く検索してことが今後必要となる．また，方言差，ウエペケレ（昔話）やカ

ムイユカラ（韻律のある神謡）などのジャンルによる表現の差があるかどうかについても今回は考慮していないため，

検討の余地がある．

概念構造の観点から見た今回の分析が，場所名詞として登場する他の名詞についても適用可能であり，かつある程

度予測可能かどうか，今後は語彙数をさらに増やしていく予定である．

参考データベース
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アイヌ語の複雑述語における補文構造 

 

岸本宜久  

（北海道大学大学院博士後期課程） 

1. はじめに 

アイヌ語1の述語形式は基本的にひとつの動詞で構成されるが、二つの動詞でもってひとつの述語と

してふるまうこともある。このような述語を複雑述語と呼ぶが、アイヌ語には以下のような構文がみら

れる（引用中の強調は筆者による加筆）。 

 

（1） iwak-an   moyre   kor  i-etoko     ta  iwak-an     pakno  ø-an      wa 

帰る-1S.PL おそい   と   1O.PL-の先 に  帰る-1S.PL  まで   3S.SG-いる  て 

「私たちが帰るのが遅いと（おじさんは）私たちの帰る先に私たちが帰るまでいて」 

萱野（1998：92） 

 

（2） ø-en-nupurkasure     hine  ku-ø-ye  ka oyra wa k-ek 

3S-1O.SG-わけわからなくさせる  て   1S.SG-3O-言う  も    忘れる て 1S.SG-来る 

    「（借金を取って来ようと思ったのに）彼が私をわけわからなくさせて私は言うのも忘れてきた」 

田村（1996：445） 

 

述部における二つの動詞のうち前部を V1、後部を V2 とすると、「V1+V2」という動詞形式の配列で

意味的に複合してひとつの述語としてふるまっている。また、（2）のように V1と V2の間には一部の副

助詞が立つこともある。従来、V2を助動詞的形式とする構文として記述されてきた。V2には自動詞も

他動詞も立つが、V2が自動詞の場合は他動詞の場合に比べて構文をなす例が少なく、V1と V2の自他

の間には一種の複合制約があると考えられる（岸本 2016）。 

本発表ではアイヌ語沙流方言のテキストを対象として、Role and Reference Grammar（RRG）にお

ける節の層状構造（Layered Structure of the Clause；LSC）の枠組みから「V1+V2」構文を扱った岸

本（2017）の分析を修正的に示しつつ、制約の説明に向けて「V1+V2」構文が V2の自他で異なる補文

構造である可能性を主張する2。 

 

先行研究 

「V1+V2」構文の V2 に着目した機能の記述はこれまで多くなされてきたが、統語的な特徴について

の記述は非常に限られる。 

                                                   
1 服部（1964：34）に倣い、本稿で示すアイヌ語表記の音素とおよその音価は、/p/[p]、/t/[t]、/k/[k]、/c/[ʨ]、/s/{/s/→[s] /_[a]、

/_[u]、/_[e]、/_[o]}、{/s/→[ɕ] /_[i]}、 /m/[m]、/n/[n]、/r/[ɾ]、/w/[w̜]、/y/[j]、/h/{/h/→[ɸ] /_[u]}、{/h/→[h] /_[a]、/_[e]、/_[o]}、
{/h/→[ç] /_[i]}、/’ /[ʔ]の 12子音と/i/、/e/、/a/、/o/、/u/の 5母音である。なお、全てのアイヌ語テキストは引用に際して
上記の音素表記に筆者が統一して書き改めている。声門閉鎖音/’ /は基本的に表記を省略した。また、音素表記したテキ
スト中にある「ø」は音素ではなく、ゼロ形態素の三人称接辞を示すものである。音素表記に混ぜて書くべきではないが、
動詞の人称変化を明示するために記した。なお、グロスと日本語訳は発表者の手によるため、誤りは全て発表者に帰す

るものである。 
2 本研究は日本学術振興会科学研究費（特別研究員奨励費、課題名「アイヌ語の補助動詞に関する記述言語学的研究」、
課題番号 14J04824、研究代表者岸本宜久）の助成を受けた研究成果の一部である。 

F-4
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Nakagawa and Bugaeva（2013）はアイヌ語の複雑述語（V-V complex）について通時的な変化の観点か

ら構造の共時的なふるまいを論じている。「V1+V2」構文が形態統語的な基準から「主動詞 V1＋助動詞

V2」の構造として単節的であることを示したうえで、共時的に V1と V2の配列が類似している補文節

V1と主動詞 V2の補文構造、自動詞からの転成名詞とそれを目的語に取る主動詞 V2の構造および、こ

れらが形態的に複合した動詞の構造と比較している。これらの分析を通じて「V1+V2」は通時的に複節

的（biclausal）であったものが単節的な構造に変化している点、また、補文構造から文法化したものであ

る点を指摘しており、アイヌ語の複雑述語について非常な重要な指摘である。 

 

2. RRG 

3.1. RRGにおける節構造 

Van Valin and LaPolla（1997）は統語構造を複雑に抽象化せず、単層的な統語表示を設けて意味表示と

関係づけることで節の構造を明らかにする RRG を展開している。このなかで、節に次のような層状構

造（LSC）を認め、意味論的に区別される要素を以下のような統語単位として示している。また、これ

らを樹形図で表すと右のようなモデルとなる（Van Valin and LaPolla 1997：25-31）。 

 

 nucleus（内核）  述語 

 core-argument（中核項）  述語の意味的表示における項 

 periphery（周辺）  非項要素 

 core（中核）   述語＋項（=nucleus+core argument） 

clause（節）   述語＋項＋非項要素（=core+periphery） 

                                  

3.2. RRGにおける連接と接合 

単節（単文）である場合は図 1で示したような比較的単純な統語単位の層で節の分析が可能であるが、

複雑述語をはじめとした複文的構造においては、複数の述語が LSC のどのレベルで結合した単位を成

しているかで統語的な区別が生じる。複数（例えば二つ）の述語がみられる場合、互いに内核、中核、

節のいずれのレベルで統語的にリンクしているのかといった、どの単位同士で結合しているかという概

念を連接（juncture）という。 

 一方で、連接の関係にある単位同士がどのような接続関係にあるかを表す概念を接合（nexus）といい、

Van Valin and LaPolla（1997：454）は英語や印欧語族による伝統的な従属接続（subordination）・等位接続

（coordination）の他に、連位接続（cosubordination）を加えて広く言語の分析に対応させている。 

 

3. 分析 

3.1. 「V1+V2」構文の概観 

V2 には他動詞（Vt）も自動詞（Vi）も立つ3。V1 と V2 の自他の組み合わせも基本的には「Vi+Vt」、

                                                   
3 V2 に立つ動詞を網羅的にあげるのは難しいが、分析したテキストの範囲では自動詞のパターンとして「V1 tunas（V1
がはやい < tunas はやい）」、「V1 moyre（V1がおそい < moyreおそい）」、「V1 ruy（V1が激しい < ruy 激しい）」が挙げ
られる。他動詞のパターンとしては「V1 eaykap（V1ができない < eaykap できない）」、「V1 easkay（V1ができる < easkay 
できる）、「V1 okere（V1し終える < okere 終える）」、「V1 oyra（V1し忘れる < oyra 忘れる）など、田村（1960：352-
353）で挙げられる少なくとも 15形式が認められる。なお、本稿の分析に用いた資料は拙論、岸本（2016：21-22）の資
料情報の範囲に同じ。 

図 1 LSCの形式表示 
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「Vi+Vi」、「Vt+Vi」、「Vt+Vt」のすべてのパターンで用例が得られた（ただし分布には偏りがある）。（1）

は「Vi+Vi」、（2）は「Vt+Vt」の組み合わせであった。以下、（3）で「Vi+Vt」、（4）で「Vt+Vi」の用例

も示す。 

 

（3） tane menokopo ø-suke          wa ipe-an  okere  kor 

   今  娘       3S.SG-炊事する て 食べる-1S.PL  終える と 

ora ka     aynu  ø-arki    yak  pirka 

それから  人    3S.-来る なら 良い 

「今、娘さんが炊事をするから私たちが食べおえたら、それから人が来るのが良い」 

田村（1989：50） 

 

（4） suy eytasa ku-ø-ye  ruy  wa   k-ø-eaykap         yak wen 

   また あんまり 1S.SG-3O-言う 激しい  て 1S.SG-3O-できない   なら 悪い 

「またあんまり私が言い過ぎて、言えなくなるといけない」 

田村（1984：48） 

 

アイヌ語は動詞が人称で義務的に変化するが、V2は常に語形が変化せず、V1のみが主格や目的格の

人称にあわせて変化する（この形態統語的な特徴から従来、V2は助動詞として捉えられてきた）。 

岸本（2016）は Aikhenvald（2006）で示された動詞連続構造（SVC）の類型における「項の共有」と

いう点において、アイヌ語の「V1+V2」構文が V2の自他によって異なる構造である可能性を指摘した。

V2 が他動詞の場合は V1 と V2 の主語の項が意味上で共有されるのに対し、V2 が自動詞の場合は項の

共有がみられないことから、SVCの類型から「V1+Vt」を“Secondary Concept Serialization”、「V1+Vi」

を “Event-Argument SVCs” に近い関係であると示した（詳しくは後述）。 

 

3.2. V1+V2構文の LSC 

V2の自他によって V1と V2の項の共有に違いがみられることから、「V1+Vi」と「V1+Vt」では LSC

の構造が異なると予想される。岸本（2017）で分析を試みた「V1+V2」構文の LSCを修正的に示しなが

らみていく。 

（2）、（3）は V2が他動詞の構文である。この構文について岸本（2016）は、V1と V2の関係（特に

V2 が V1 に対して統語的・意味的にどのようにふるまうか）について、SVC での類型に基づいて

“Secondary Concept Serialization” に近いものであると指摘した。“Secondary Concept” とは、Dixon（2010：

401-402）によると primary verb（主要部の動詞）に対して意味的な修飾をおこなう要素であり、primary 

verbに対して意味的な修飾をしても項を追加しない概念（これを特に “Secondary-A concepts”と呼ぶ）と

定義されており、アイヌ語の「V1+V2」構文の V2に立つ他動詞の多くもこの“Secondary-A concepts” に

属するといえる4。 

Hasegawa（1996：55-57）は日本語の「V1テ形＋V2」の複雑述語を分析する中で、V2が主動詞 V1に

                                                   
4 Dixon（2010：401-402）は“Secondary-A concepts”を表す動詞として否定（negators）、可能、義務など（modal-type）、「始
める、続ける、やめる、終わる」など（begining-type）、「試す、企てる」など（trying-type）が該当するとして、それぞ
れの持つ意味を primary verbに修飾的に添えて（多くは補文的な構造で）SVCを構成すると述べている。 
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対して意味的な修飾をしても項を追加せず、また V1 テ形と V2 の間に非常に限られた助詞しか入れな

い構文として「V1てしまう」を例に挙げ、以下のように LSCを示して

いる（例文番号は筆者により改変）5。 

 

（5） zyoon ga siken  ni otite simatta 

        NOM examination DAT  fail-TE put-PST 

「ジョンが試験に落ちてしまった」 

 

V1と V2の間に入る要素が非常に限られている点、V2が独自に項をとらない点、V2が V1に対して

意味的に修飾している点などから、（5）は内核連接の従属接合（nuclear subordination）として分析され

ている。これはアイヌ語の「V1+Vt」構文と類似した特徴であり、また、“Secondary Concept Serialization”

の特徴ともおおむね一致する。 

 

 

（5）で示した日本語「V1テ形+シマウ」構文との特徴の類似から、（2）、（3）について上記のように

LSC を示した。内核レベルの連接であると考えると形態統語的に不変化である V2 の中核項を V1 と別

に想定する必要もなくなるが、基本的に V1 の主語と V2 の意味における主語は一致することから主語

繰上げが想定される（後述）。他動詞V2が助動詞として成立するためには基本的に“Secondary-A concepts” 

に相当する意味機能を有する語である場合となり、V2には比較的多様な他動詞が立ちうることになる。 

LSCの細部の標示にはいまだ誤りや不十分な点があるが、現時点では「V1+Vt」を内核連接の従属接

合と分析しておく。 

次に、V2が自動詞である構文の LSCを考える。岸本（2016）は統語的な特徴から「V1+Vi」の構文に

ついて、Aikhenvald（2006）の SVC類型における “Event-Argument SVCs” に近い構造であると指摘した。

“Event-Argument SVCs”の大きな特徴は V1と V2の間で項の共有がなく、V1が表わす事象全体を V2が

項として取る点である。また、機能的には V2が副詞のように V1の事象全体にかかる構造である。これ

を LSCで表すとすると（1’）、（4’）のような樹形図が想定される。ただし、既に示した（1）、（4）のう

ち、複雑述語のある節のみを示す。 

                                                   
5 アイヌ語の LSC を示すにあたり以下の略号を用いた。1/2/3...1st/2nd/3rd person、ø...3rd-person affix(zero-morpheme)、

ADV...Adverb、ARG...Argument、CONJ...Conjunctive Particle、NP...Noun Phrase、NUC...Nucleus、O...Objective、PAF...Personal 
Affix、PERIPH...Periphery、PL...Plural、PRED...Predicate、S...Subjective、SG...Singular 

（2’） 「Vt+Vt」 

 

（3’） 「Vi+Vt」 

Hasegawa（1996：57） 
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V2に立つ自動詞 moyre「おそい、おそくなる」の項として iwak-an「私たちが帰る（< iwak 帰る、-an 

1S.PL）」、ruy「激しい」の項として ku-ø-ye「私がそれを言う（<ku- 1S.SG、ø- 3O、ye 言う）」というイ

ベント（事象）を立てている。このため moyre や ruyは「V1+Vt」構文のときのように形態的に不変化

の助動詞ではなく、三人称（アイヌ語の三人称はゼロ形態素）で変化している可能性が出てくる。また、

V1 と V2 の間に項の共有がない点から「V1+Vt」構文で示したような V1 と V2 がまとまった全体で項

を取る内核連接ではなく、あくまで V1は V1で項を取り、V2は V2で項を取る構造とみられる。この

とき、V2が V1の事象全体を補文節的に項として取ることによって意味的な複合がはかられる。このこ

とから、「V1+Vi」構文は中核連接の従属接合（core subordination）であると分析される。なお、Hasegawa

（1996：51）は中核連接の従属接合の特徴として、二つ以上の内核（NUC）それぞれが独自に項を取っ

ていて、埋め込み節と主節の中核（CORE）の間では項の共有がないと述べており、「V1+Vi」の間の項

の共有もこれに合致するといえる。 

 

4. 複雑述語の補文構造 

アイヌ語の「V1+V2」構文について「V1+Vt」と「V1+Vi」の間に連接レベルの異なりがあると分析し

たが、いずれも従属接合である点で補文構造を有する。これは Nakagawa and Bugaeva（2013）の通時的、

共時的な指摘と矛盾しない。 

 

4.1. 繰上げ（raising）とコントロール 

不定補文をなす動詞には深層構造における主節と補文節の主語位置の違いによって繰上げ（上昇）動

詞とコントロール動詞の別がみられる。日本語の複合動詞構文を例に示す（岸本 2009：95 一部改変）。 

 

繰上げ動詞（[－外項]、[－対格]）   [TP     [子供が 遊び] 出した]]  

 

コントロール動詞（[＋外項]、[±対格]）  [TP 子供が [PRO 鍵をかけ] 忘れた]]   

 

 アイヌ語の「V1+Vt」構文の V2に立つ動詞は oyra「忘れる」、okere「終える」などは、語彙素性とし

てはコントロール動詞にあたる。しかし、統語的な主要部と形態統語的な主要部を考慮するとこの補文

構造は以下のように繰上げ構造の可能性がある。（3）の複雑述語の節のみを抜粋して示す。 

 

（1’） 「Vi+Vi」 （4’） 「Vt+Vi」 
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   （6）  [  [ipe -an]   okere ]]  「V1+Vt」構文 

    食べる -1S.PL 終える  

 

 アイヌ語は動詞が義務的に人称で変化する。そのため、形態統語的な主要部は V1 であるため、句全

体（主節）の統語的主要部である V2は主語位置に主語を欠くこととなり、統語的従属節にあたる V1の

主語が繰上げられる。 

 一方で、LSCで示したとおり「V1+Vi」構文は V1も V2も形態統語的に変化していると分析している

ため単純に主語位置で判断することはできないが、event-argumentとして V2に統語的に取り込まれる従

属節の主語は意味的に述語全体の主語として残る。（1）の複雑述語の節のみを抜粋して示す。 

 

 （7） [[iwak -an]  [ø-   moyre]] 

帰る -1S.PL  3S おそい 

まとめと課題 

「V1+V2」構文は補文構造であるが、V2が他動詞の場合は内核連接、自動詞の場合は中核連接という

連接レベルの違いがあると仮定することで、V2の自他による複合制約（自動詞 V2は制約的）を説明付

ける一つの可能性を示した。 

アイヌ語の複雑述語の構造を分析する上で RRGの LSCを用いたが、本発表で示した接合レベルは否

定やアスペクト、モダリティのスコープを反映した文法的な表示レベル（operator projection）を示して

はじめて実証される。現時点ではこれらが明示的に反映される適当な例が得られておらず、アイヌ語の

体系において関連する現象からも立証に取り組んでいく必要がある。特に現時点で仮定している event-

argumentのような類型的に稀な構造をアイヌ語で認めるべきかは、体系の中でより慎重な検討を要する。 
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はじめに
喜界島方言は，鹿児島県大島郡喜界町で話されており，琉球諸語に属する地域変種のうち最も

北東に位置する。喜界島には 30余の集落があり，語彙面・音韻面・形態面に渡る方言差がある。
このうち上嘉鉄方言は島内南部の上嘉鉄集落で話されており，接辞，助詞の一部に島内他方言の
多くと異なる形式が用いられるなど，特徴的な方言として知られている。本発表では，発表者の
収集したデータに基づき，上嘉鉄方言において述語に用いられる疑問詞について記述する1, 2。

1 背景と目的
奄美喜界島上嘉鉄方言の疑問詞には，名詞，連体詞，副詞，動詞に加えて，単独で述語をなすも

の（以降述語疑問詞と呼ぶ）として，nuwa / nuka / nukai「なぜ，どうした」，duwa / duka /dukai

「どこ（にいる／にある）」がある（以下表参照）。述語疑問詞は，疑問詞と文末助詞の連続が文
法化して成立したと考えられ，その他の疑問詞と異なる特徴を持つ。（表中の nuu narenは疑問詞
nuu「何」と理由節標識 naren「～だから」からなる迂言的理由疑問表現である。）

表 1上嘉鉄方言の疑問詞

名詞 nuu「何」，diru / duru「どれ」， tharu「誰」，ȷ̌aa「どこ」
連体詞 din / dun「どの」，thaa「誰の」，saahon「どんな」

itu「いつ」sansa「いくら，どれほど」，saahen「どう」，
副詞

nuu naren / nuwa / nuka「なぜ」
動詞 saar-「どう（である）」

nuwa / nuka / nukai 「なぜ，どうした」，
単独述語

duwa / duka / dukai「どこ（にある／にいる）」

* 本研究は，15J02695の助成を受けたものである。
† 本研究は，沖縄言語研究センター研究発表会（平成 28年 7月 2日,琉球大学），第 11回琉球諸語研究
会ワークショップ,（平成 28年 12月 18日,品川第一地域センター），「消滅危機方言の調査・保存のた
めの総合的研究」研究発表会での発表内容（の一部）にデータの追加，分析の再検討を行ったもので
ある。コメント・質問をいただいた方々にこの場を借りてお礼申し上げる。

1 データは，発表者が 2015~2017年に上嘉鉄集落出身・在住の 90代女性 1名，80代男性 2名，70代
女性 2名，50代男性 1名を協力者とする聞き取り調査で得たものを用いる。

2 以下に上嘉鉄方言の音素目録を示す：/p/[p~
>
pP], /b/, /t/[t~

>
tP], /th/, /d/, /k/[k~

>
kP], /kh/, /g/, />tC/[>tC~

>
tCP],

/
>
dý/[

>
dý,ý], /s/[s,C], /h/, /m/, /n/[n,ð,m,ñ,N], /ñ/, /N/, /R/, /w/, /j/, /i/, /e/, /a/, /o/, /u/, /i:/, /e:/, /a:/, /o:/, /u:/ 。

本発表では，例文・語形を音素表記で示すが，便宜的に以下の表記を用いる：th = /th/, kh = /kh/, g =
/g/, č = />tC/, ȷ̌ = /

>
dý/, ň = /ñ/, r = /R/, y = /j/, VV = /V:/。

F-5
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本発表は，述語における疑問詞の形態統語的特徴／意味的特徴について，述語疑問詞とその他の
疑問詞との相違を中心に明らかにすることを目的とする。述語疑問詞との対照のため，以降では，
疑問詞が述語句において統語的に中心的な役割を果たす場合に絞って議論する。すなわち，疑問
詞のうち名詞については述語名詞句の主要部となる場合のみ，動詞については動詞述語の主動詞
となる場合3のみについて議論する。連体詞は常に被修飾名詞句を要求するため議論に含めない。
また，副詞については，文や述語を修飾する例は除き，述語名詞句に準じて述語で中心的な役割
を果たす場合のみを扱う。述語疑問詞と同形式で副詞として機能する nuwa / nukaについては，紙
幅の都合上記述を割愛する4。
以下，2節では疑問詞と文末助詞との共起及び言語行為について，3節では疑問詞と丁寧標識と

の共起について，4節では，疑問補文標識による埋め込みの可否について，5節では述語疑問詞と
類義の疑問詞との意味・用法の相違について述べる。6節はまとめと課題である。

2 文末助詞との共起及び言語行為について
竹村・金水 (2014)は，疑問詞疑問文の分析にあたって，柳田（1985）等を参照し以下のように

〈問い〉と〈疑い〉という言語行為を分類している。

• 〈問い〉と〈疑い〉5（竹村・金水 2014:10より抜粋）
〈問い〉聞き手が存在し，その聞き手から，疑問詞で表された不定についての明確な説明

を要求するもの。
〈疑い〉聞き手がいない，あるいは存在していてもその疑問詞で表された不定に対して明

確な回答を出せる人物がいないと判断できるもの (自問・心情吐露の独言など)。

上嘉鉄方言の疑問詞疑問文末には一般に，疑問文末助詞 yo / ka / kaiが用いられる。このうち，
文末助詞 yoは，問いの答えを持つ（と話者が判断した）人物を聞き手とし，情報を求める言語行
為を伴うのに対し，文末助詞 ka / kaiは情報を求める言語行為を伴わず，自問にも用いうる。自問
でない場合，典型的には聞き手に関わる疑問には yoが用いられ，それ以外には ka / kaiが用いら
れる。ka / kaiは母語話者が共通語に訳す際に，「～だろうか，～かな」で訳されることが多い。上
述の言語行為の分類に基づくと，yoは＜問い＞，ka / kaiは＜疑い＞に用いられる文末助詞と分析
できる。以下に例を示す。

(1) daa

2.SG.POSS

kutoo

靴.TOP

diru

どれ
yo?

WHQ

「お前の靴はどれだ？」

(2) aNNa

3.SG.POSS

kutoo

靴.TOP

diru

どれ
ka(i)?

Q

「彼の靴はどれ｛だろうか？（／かな？）｝」

3 なお，現時点で動詞 saar-には，主動詞の例しか見つかっていない。
4 Rieser and Shirata (2014)に若干の記述がある。
5 竹村・金水（2014:10）では〈問い〉と〈疑い〉に加え〈反語〉という言語行為を認め，「疑問文の形式
をとっていながら，すでに否定の判定を内に籠めており，聞き手から疑問詞に対する具体的な説明を
求めていないと判断できるもの」と定義している。

―  243  ―



(3) tugi=nu

次=GEN

ummee

祭り.TOP

itu

いつ
{ yo?

WHQ

/ ka?

Q

/ kai?

Q

}

「次の祭りは｛いつだ？／いつだろうか？／いつかな？｝」

(4) daa

2.PL.POSS

guwaee

具合.TOP

{ saahen

どう
/ saar-i

どう-NPST

} yo?

WHQ

「お前の（体の）具合はどうだ？」

(5) thakasi=nu

タカシ=GEN

guwaee

具合.TOP

{ saahen

どう
ka(i)

Q

/ sak=ka(i)?

どう.NPST=Q

}

「タカシの具合はどう｛だろうか？（／かな？）｝」

述語疑問詞の場合，nuwa / duwaは随意的に yoと共起するものの，nuka / duka / nukai / dukai

は疑問文末助詞と共起せず，単独で述語をなす。また，nuwa / duwaは＜問い＞に，nuka / duka /

nukai / dukaiは＜疑い＞に用いられる。

(6) wanoo

1.SG.TOP

khuu-rar-an

来る-POT-NEG.NPST

doo.

ASRT

― { nuu

何
naren

CSL

yo?

WHQ

/ nuwa

なぜ
(yo)?

WHQ

}

「私は来られないよ。―なぜだ？」

(7) aree

1.SG.TOP

khuu-rar-an

来る-POT-NEG.NPST

tiha.

REP

― { nuu

何
naren

CSL

ka(i)?

Q

/ nuka(i)

なぜ
}

「彼は来られないそうだ。―なぜ｛だろうか？（／かな？）｝」

(8) daa

2.SG.POSS

miganee

眼鏡.TOP

{ ȷ̌aa

どこ
yo?

WHQ

/ duwa

どこ
(yo)?

WHQ

}

「お前の眼鏡はどこだ？」

(9) aNNa

3.SG.POSS

miganee

眼鏡.TOP

{ ȷ̌aa

どこ
ka(i)?

Q

/ duka(i)

どこ
}

「彼の眼鏡はどこ｛だろうか？（／かな？）｝」

3 丁寧標識との共起
丁寧は，動詞接辞-eer-またはコピュラの丁寧形 dee-で標示される。疑問詞疑問文においても一

般にはこれは変わらないが，述語疑問詞は丁寧標示と共起できない。以下に例を示す。

(10) uree

これ.TOP

nuu

何
{ dee

COP.POL.NPST

yo?

WHQ

/ dek=ka(i)?

COP.POL.NPST=Q

}

「これは｛何ですか？／何でしょうか？｝」
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(11) tugi=nu

次の=GEN

ȷ̌ookai

常会
itu

いつ
{ dee

COP.POL.NPST

yo?

WHQ

/ dek=ka(i)?

COP.POL.NPST=Q

}

「次の常会｛いつですか？／いつでしょうか？」

(12) naami=nu

1.SG.HON=GEN

guwaee

具合.TOP

{ saahen

どう
dee

COP.POL.NPST

/ saar-eer-i

どう-POL-NPST

} yo?

WHQ

「あなたの（体の）の具合はどうですか？」

(13) thakasi=nu

タカシ=GEN

guwaee

具合.TOP

{ saahen

どう
dek=ka(i)?

COP.POL.NPST=Q

/ saar-ek=ka(i)?

どう-POL.NPST=Q

}

「タカシの具合はどうでしょうか？」

(14) { nuu

何
naren

CSL

/ *nuwa

なぜ
/ *nuka(i)

なぜ
} { dee

COP.POL.NPST

(yo)?

WHQ

/ dek(=ka(i))?

COP.POL.NPST=Q

}

「なぜですか？／なぜでしょうか？」

(15) naami=nu

2.HON.SG=GEN

miganee

眼鏡.TOP

{ ȷ̌aa

どこ
dee

COP.POL.NPST

yo?

WHQ

/ * duwa

どこ
dee

COP.POL.NPST

(yo)?

WHQ

}

「あなたの眼鏡はどこですか？」

(16) aNNa

3.SG.POSS

miganee

眼鏡.TOP

{ ȷ̌aa

どこ
dek=ka(i)?

COP.POL.NPST=Q

/ * duka(i)

どこ
dek(=ka(i))?

COP.POL.NPST=Q

}

「彼の眼鏡はどこでしょうか？」

4 疑問補文標識との共起
疑問詞疑問文は，一般に，疑問補文標識 kaによって埋め込むことができる。しかしながら，述

語疑問詞及び疑問動詞 saar-は kaによる埋め込みができない。以下に例を示す。

(17) uree

これ.TOP

tharu

誰
ka

COMP

wakar-iň=ňa?

分かる-NPST=YNQ

「これ誰か分かるか？」

(18) tugi=nu

次の=GEN

ȷ̌ookai

常会
itu

いつ
ka

COMP

wakar-iň=ňa?

分かる-NPST=YNQ

「次の常会いつか分かる？」

(19) thakasi=nu

タカシ=GEN

guwaee

具合.TOP

{ saahen

どう
ka

COMP

/ *sak=ka

どう.NPST=COMP

} wakar-iň=ňa?

分かる-NPST=YNQ

「タカシの具合はどうか分かる？」
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(20) { nuu

何
naren

CSL

/ *nuwa

なぜ
/ *nuka(i)

なぜ
} ka

COMP

wakar-iň=ňa?

分かる-NPST=YNQ

}

「なぜか分かるか？」

(21) miganee

眼鏡.TOP

{ ȷ̌aa

どこ
/ *duwa

どこ
/ *duka(i)

どこ
} ka

COMP

wakar-iň=ňa?

分かる-NPST=YNQ

「眼鏡はどこか分かるか？」

5 述語疑問詞と理由疑問／場所疑問との意味・用法の違い
まず，nuwa / nuka / nukaiと nuu narenの違いについて，前者は，理由を問う文脈のみならず，

日本語共通語の「どうした？」や英語の ‘What happenned to X?’のように，話者が認識した事態
／状態に至る経緯・背景に対する疑問を表しうるのに対し，後者はそのような用法を持たないこ
とが指摘できる。

(22) daa

2.SG.POSS

thii=ya

手=TOP

{ nuwa

なぜ
(yo)?

WHQ

/ # nuu

何
naren

CSL

yo?

WHQ

}

「お前の手はどうしたんだ？」（包帯を巻いているのを見て）

(23) aNNa

3.SG.POSS

thii=ya

手=TOP

{ nuka(i)?

なぜ
/ # nuu

何
naren

CSL

ka(i)?

WHQ

}

「彼の手は｛どうしたんだろう？（／どうしたのかな？）｝」（包帯を巻いているのを見て）

次に，duwa / duka / dukaiと ȷ̌aaの違いについて述べる。日本語では，疑問詞「どこ」を用いて
聞けるかどうかは，名詞の内在的特性（場所性）によって決まっているとされる（田窪 1984）。ȷ̌aa

のはこの特徴が当てはまる（例参照）のに対し，duwa / duka / dukaiには当てはまらない。duwa /

duka / dukaiは，ヒトやモノの所在の疑問に用いられる。さらに，話者が直接認識可能な範囲に存
在する場合にしか用いることができない，という制限がある。
日本語では，疑問詞「どこ」を用いて聞けるかどうかは，名詞の内在的特性（場所性）によって

決まっている（田窪 1984）。上嘉鉄方言の ȷ̌aaにはこの特徴が当てはまる（例 24・25参照）のに
対し，duwa / duka / dukaiには当てはまらない。duwa / duka / dukaiは，ヒトやモノの所在の疑問
に用いられる。さらに，話者が直接認識可能な範囲に存在する場合にしか用いることができない，
という制限がある。次頁に例を示す。

(24) daa

2.SG,POSS

thǔȷi=nu

妻=GEN

simaa

集落
{ ȷ̌aa

どこ
yo?

WHQ

/ #duwa?

どこ
}

「お前の妻の集落はどこだ？」=‘What is your wife’s hometown?’

(25) aNNa

3.SG,POSS

thǔȷi=nu

妻=GEN

simaa

集落
{ ȷ̌aa

どこ
ka(i)?

Q

/ #duka(i)?

どこ
}

「彼の妻の集落はどこ｛だろうか（／かな）｝？」=‘I wonder what his wife’s hometown is.’
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(26) yammee=en

庭=LOC

sura-han

美しい-NPST

hana=nu

花=NOM

sa-čan

咲く-PST

doo.

ASRT

― { duwa?

どこ
/ ȷ̌aa

どこ
yo?

WHQ

}

「庭にきれいな花が咲いたよ」―「どこ？」（庭の近くでの会話）

(27) yammee=en

庭=LOC

sura-han

美しい-NPST

hana=nu

花=NOM

sa-čan

咲く-PST

doo.

ASRT

― { #duwa?

どこ
/ ȷ̌aa

どこ
yo?

WHQ

}

「庭にきれいな花が咲いたよ」―「どこ？」（庭から離れた場所での会話）

(28) suikaa

スイカ=TOP

{ #duka(i)?

どこ
/ ȷ̌aa

どこ
ka(i)?

Q

}

「スイカはどこ｛だろうか？（／かな？）｝」（目隠しをしてスイカ割りをしていて）

6 まとめと今後の課題
奄美喜界島上嘉鉄方言の疑問詞には，文末助詞を伴わず単独で述語をなす述語疑問詞として，

nuwa / nuka / nukai「なぜ，どうした」，duwa / duka / dukai「どこ（にいる／にある）」がある。本
発表は，疑問詞の形態統語的特徴／意味的特徴について，述語疑問詞とその他の疑問詞を対照し
ながら記述した。主な観察・主張は以下の通りである。

• 述語疑問詞は，語根を Xとすると，X-wa / X-ka / X-kaiという形を共有している。
• 述語疑問詞は助詞を伴わず単独で述語に用いられる。
• 述語疑問詞は言語行為によって使い分けられ，＜問い＞には nuwa / duwaが，＜疑い＞に
は nuka / nukai / duka / dukaiが用いられる。

• 述語疑問詞は丁寧標示・疑問補文標示との共起制限を持つ。

今後の課題として、まず、述語疑問詞の成立過程の解明がある。nuka / nukai / duka / dukai の
-ka / -kaiは、文末助詞 ka / kaiに由来している可能性が高い。nuwa / duwaのうち、nuwaについ
ては、島内他方言で nuNaという語形で現れることから、-waが文末助詞 Naに由来している可能
性がある。語根部分について、nu-は疑問詞「何」nuuと同源である可能性があるが、du-は由来
が不明である。本発表で示した統語的／意味的特徴が説明できるようなシナリオを考える必要が
ある。また、疑問詞疑問を述語で表す他言語との対照にも取り組みたい。

グロス
1: first person, 2: second person, 3: third person, ASRT: assertive, COMP: complimentizer, COP: copula, CSL: causal, GEN:
genitive, HON: honorific, LOC: locative, NEG: negation, NOM: nominative, NPST: non-past, POL: polite, POSS: possessive,
POT: potential, PST: past, Q: question, REP: reportative, SG: singular, TOP: topic, WHQ: WH question, YNQ: Yes/No question

参考文献
田窪行則（1984）「現代日本語の「場所」を表す名詞類について」『日本語・日本文化』12: 89-117,大阪外国語大学. 竹村明
日香・金水敏（2014）「中世日本語資料の疑問文―疑問詞疑問文と文末助詞との相関―」『「日本語疑問文の通時的・対照言語
学的研究」研究報告書 (1)』3-19. 柳田征司（1985）『室町時代の国語』東京堂出版. Rieser, Lukas and Rihito Shirata. (2014)
“The nominalizer su and sentence-final soo in Kikaijima Ryukyuan: Comparison with Japanese no(da) and (no)dewanaika.”
Kyoto University Linguistic Research, 33, 253-279.
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宮古語における終止連体形の定動詞性と動詞活用体系の歴史的発展の関係1 
セリック ケナン（京都大学） 

林 由華（国立国語研究所／日本学術振興会） 

 

1. はじめに 

 宮古語諸方言のいわゆる終止連体形は、日本語や北琉球諸語などと異なり、終止形の用法として、

一回的・具体的な出来事が表せない。また、そのままの形で名詞形や接辞・複合の語幹にもなり、一

部の方言では異なる 2形式がこの終止連体形として併用されている。 

 本発表では、この終止連体形が示す性質が歴史的に説明できるとし、次のように主張する。本来別々

に存在していた連用形対応形と連体形対応形が、音韻変化により約 57% の動詞の場合に同音になり、

その結果、両形の機能を継承した形式が生まれた。それをきっかけに、連用形・連体形という文法的な

範疇が融合し、両形が同音になっていない動詞の場合は多くの方言で一方の形式だけが残り、一部の方

言（池間、狩俣、伊良部）で、2 つの形式が残った。池間方言での調査結果からは、この二つの形式は

機能的な差異がないことが判明し、この方言が過渡的な状態を残していると考えられる。 

 本発表では、まず 2 節で終止連体形の形式的・機能的特徴について述べたうえで、3節でそれらの特

徴を歴史的経緯によって説明する。続く 4節でまとめとする。 

 

2. 終止連体形の特徴 

2.1 形式的特徴 

 宮古語では、動詞の活用に 2 つの動詞クラスが認められる。否定の接辞が付くときに、拡張母音 -a- 

が現れる動詞はクラス 1に、現れない動詞はクラス 2に属している。この 2つの動詞クラスはおおよそ

古典日本語の四段動詞と二段動詞に対応している。なお、「する」「来る」に対応している動詞は、不規

則的で、いずれの動詞クラスの活用パターンにも従わない。本発表では、クラス 1 の動詞のみを扱う。 

 

表 1：日本語・宮古語の動詞クラス対応 

動詞クラス 日本語 宮古語（皆愛方言） 

四段・クラス 1 書く、成す、手繰る kak-, nas-, tav- 

二段・クラス 2 起く、流る、下ぐ uki, nagari, sagi 

サ変、カ変・不規則 す、来、死ぬ ss-, kss- 

 

 クラス 1の動詞は基本的に、付く活用接辞によって選ばれる３つの語幹を持っている。ただし、動詞

の語根末子音が -b-、-k-、-g- の場合に限って、伊良部諸方言、池間方言と狩俣方言では 4つ目の語幹が

観察されている（表 2）。また、語幹 1と語幹 4は本発表で扱う、いわゆる「終止連体形」に対応してい

る。多少の方言差はあるが、下地皆愛方言においてこの終止連体形（語幹 1）は、語根末子音が b、t、

ts、dz、s、r、k、g、の場合、-ɿによって、ɿ、v、mの場合、-øによって、そして、a、u、fの場合、-uに

よって特徴付けられている。語幹 4は、語根末子音の変化によって特徴付けられており、例えば伊良部

                                                        
1 本研究は、JSPS特別研究員奨励費（課題番号 15J07204；第一発表者、課題番号 25・40096；第二発表者)
を受けて行われたものである。 

F-6
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の仲地方言においては tub-（飛ぶ）kak-（書く）kug-（漕ぐ）の動詞に対して tuv、kafu、kuvという形

式を示す。語幹 1と語幹 4の機能的な違いはほぼないと考えられるが、これについては 3.2節を参照さ

れたい。 

 

表 2：クラス１動詞「書く」の諸語幹 

 「飲む」 「書く」 

方言* 語幹１ 語幹２ 語幹３ 語幹１ 語幹２ 語幹３ 語幹４ 
下地皆愛 num numi numa kakɿ kaki kaka  

伊良部仲地方言 num numi numa katsɿ kaki kaka kafu 

池間方言 num numi numa katsɿ kaki kaka kafu 

狩俣方言 num numi numa (kakɿ) kaki kaa kafu 

*皆愛方言、池間方言は発表者による調査、仲地方言は富浜 (2013)、狩俣方言は衣畑・林 (2013) による。 

 

2.2 終止連体形のもつ機能 

 宮古語の終止連体形は 5つの機能を持っており、主文の述語、連体節の述語、（準体の用法を持つ）名

詞形、複合語語幹および活用語幹として働くことができる。以下に下地皆愛方言のデータを示す。 

 

(1) mainitsɿ gakkoo=nkai=du ikɿ  
毎日 学校=ALL=FOC 行く  
「毎日学校に行く」（主文述語） 

 

(2) niwatori=mai nn nookjoo=nkai ikɿ soodan=nu=du shiiy=uu doori  
鶏=INC FIL 農協=ALL 行く 相談=ACC=FOC する= PROG ようだ  
「鶏も農協に行く相談をやっているようだ」（連体節述語） 

 

(3) gakkoo=nkai ikɿ=nu=du umusshi-kaa  
学校=ALL 行く=N/G=FOC 面白い-VRB  
「学校に行くのが面白い」（名詞形） 

 

(4) ikɿ+padzɿmi | ikɿ+busɿ-  
行く+始める 

 
行く+欲しい  

「行き始める」 「行きたい」（複合語語幹） 
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(5) ikɿ-taa | ikɿ-kkaa | ikɿ-kya  
行く-PST 

 
行く-COND 

 
行く-TEMP 

 「行った」  「行ったら」  「行くまで」（活用語幹） 

 

 なお、「umu-（思う）」のように語根末子音が歴史的に *pに遡る動詞の場合は、-uに特徴づけられて

いる終止連体形とは別の形式、-ɿに特徴付けられている名詞形も観察されている。方言によって、名詞

と複合語を形成する際に終止連体形のかわりにこの名詞形が使われることがある (6, 7)。しかしこの   

-ɿ終わりの名詞形は、終止連体形と違って準体の用法を持たない。 

 

(6)「自分+思う（思い込み）」：与那覇 duu+umuu、新城、鏡原 duu+umuɿ、 

(7)「食らう+物（食べ物）」：与那覇 foo+munu、新城 fau+munu、鏡原 faɿ+munu,  

 

2.3 定動詞（終止用法）としての制限 

 宮古語の終止連体形は主文の述語として働く場合、特定のイベントを叙述することができないことが

特徴的である。この形式は属性叙述と習慣の用法しか持たない。特定のイベントを叙述するためには、

必ずテンスやモダリティーを明示的に含んだ形式を用いなければならない。 

 

(8) pindza=a noo=yu=mai=du foo 
 ヤギ=TOP 何=ACC=INC=FOC 食べる<終止連体形> 

 「ヤギは何でも食べる」＜属性叙述＞（下地皆愛方言） 
 

(9) maisɿtumuti koohii=yu=du num 
 毎朝 コーヒー=ACC=FOC 飲む＜終止連体形＞ 

 「毎朝コーヒーを飲む」＜習慣＞（下地皆愛方言） 
 

(10) atsa=a naha=nkai=du ikɿ-gamata / *ikɿ 
 明日=TOP 那覇=ALL=FOC 行く-FUT/ *行く<終止連体形> 

 「明日那覇に行く」＜未来の特定的イベント＞（下地皆愛方言） 

 

 以上の振舞いは、未来の特定的イベントを表せる標準語の終止連体形とは対照的である。それに比べ

て宮古語の終止連体形は意味的に定動詞性が低いことを示している。 

 

3. 終止連体形の動詞活用体系における歴史的発展 

3.1 終止連体形の歴史的由来 

 かりまた (1999) は宮古語におけるクラス 2 の動詞の諸形式を検討した結果、音韻的に連用形と連体

形に対応する形式はあるものの、日本語の終止形に対応する形式は存在しないことを指摘した。さらに、

古い特徴を残すと思われる諺を検討し、係り結びの助詞「ぞ」の結びとして働く日本語の連体形に対応

する形式が、「ぞ」と同源と考えられる焦点助詞 =du と共起する傾向が強いことを示した。つまり、音

韻的な対応のほかに、文法的な振舞いの一致もあることを示している。その結果を元に、クラス 1の動
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詞の終止連体形も日本語の終止形に対応しておらず、連用形と連体形から出来上がった形式である可能

性を指摘した。本発表では、狩俣 (1999) が提案したシナリオを作業仮説として採用し、その蓋然性に

ついて述べていく。 

 本永 (1973) では、語根末子音が*s、*t、*r、*m の動詞の場合、宮古語に起こった音韻変化により連

用形と連体形が同音になったと指摘されている。つまり、*s、*t、*rに後続く*iと*uは ɿとして合流し、

*miと*muはともに mに変化した。この規則的な音韻変化により、例えば連用形由来の *mati（待ち）

と連体形由来の matu*（待つ）が同音になったのである。そして本永は、連用形と連体形が同音になら

なかった動詞の場合においては類推が働き、多くの方言で片一方の形式（語幹 4）がなくなったという

歴史的な発展を提案している。その類推のメカニズムが適切な説明かどうかはさらなる考察を要すると

しても、本来別の文法的機能を持つ 2つの形式が音韻変化により同音になったという指摘が重要である。

本永は形式的にこれを示しているが、このことは機能的側面からも支持されると考えられる。すなわち、

表 3 に示すように、2.2 節で述べた宮古語の終止連体形の機能は、ちょうど連用形と連体形の合わせた

機能と一致していることが指摘できる。なお、終止連体形の由来として連用形と連体形を想定すると、

2.3節で述べたこれらの定動詞性の低さも説明できる。 

 

表 3：宮古語の終止連体形と古典日本語の連体形・連用形の機能比較 

機能 主文述語 連体節述語 活用語幹 名詞形 複合語語幹 

（日本語）連体形 有（係り結び等） 有  有  
（日本語）連用形   有 有 有 

（宮古語）終止連体形 有 有 有 有 有 

 

 さらに、連用形と連体形が同音になった動詞の数が非常に高いことも示せる。網羅的に語彙を集めた

『伊良部方言辞典』には各活用型に対して動詞の数の情報が記されている。本研究では、その数字を元

に連用形と連体形が同音になった動詞の数を計算している（表 4、次ページ）。 

 表 4に示した結果によると、連用形と連体形が同音になったクラス 1の動詞は、そのクラスの全体の

動詞の 78.3 ％（クラス 1とクラス 2を合わせると、動詞全体の 57 ％）にも及ぶ。つまり、音韻変化に

よって、異なる形式によって表されていた 2つの文法カテゴリが 78 ％の動詞において 1つの形式のみ

によって表されるようになり、連用形と連体形、両方の形式の機能を引き継いだ新しい形式が生まれた

のである。残りの動詞の場合は、連用形と連体形が同音にならなかったものの、全体として「連用形」・

「連体形」という機能的な区別がつきにくくなった結果として、異なる機能を持っていたこの 2つの形

式が混用されるようになったことが推測できる。なお、その混用を促した文法的な背景もある。すなわ

ち、宮古語では主格と属格が区別されていないため、連用形でも連体節に準じる節を作ることが可能で

ある (11)。 
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(11) saki=nu bakɿ+bana  

 酒=の 醗酵し+頃  

 saki=nu bafu bana 
 酒=が 醗酵する 頃 

 「酒が醗酵するとき」 

 

表４：連用形・連体形が同音になった動詞および同音にならなかった動詞 

語根末子音 連用形・連体形の合流 動詞数 

-s 合流 350 
-ts 合流 20 
-r 合流 240 
-m 合流 90 
重子音 (<*-r) 合流 50 
-v (<*-r) 合流 20 
ar-, bur- 合流 2 
tsufuu (作る), ufuu (<*-r, 送る) 合流 2 
vv (< *-r売る), fuu (<*-r、閉める) karafuu (<*-r, 工夫する) 合流 3 
小計 

 
777 (78.3%) 

-k 合流無し 110 
-g 合流無し 30 
-b 合流無し 12 
-a < *-ap, -u < *-up 合流無し 40 + 20 
ndzɿ (言う) sɿfuu (掬う) fuu (食う) 合流無し 3 
小計 

 
215 (21.7%) 

合計 
 

992 
 
 連用形由来の形式と連体形由来の形式が混用されるようになったという状況は、実際、語幹 4を持つ

方言で観察することができる。次の節で示すように、池間方言では、連用形由来の形式と連体形由来の

形式が全く同じ機能を果たしているのである。語幹 4 を持たない方言においては、形式の混用が進ん

だ結果、語根末子音が b、k、gの場合に連体形由来の形式が、語根末子音が *pの場合に連用形由来の

形式がなくなったと考えられる。ただし、語根末子音が *p の動詞の場合は、いくつかの方言において

連用形由来の形式が化石的な名詞形としてのみ残っている。 

 

3.2 池間方言における２つの終止連体形の機能と分布 

 池間方言では、語根末子音が *k となる動詞について、ここでいう連用形由来および連体形由来の 2

つの形式（表 1における語幹 1と語幹 4）が併用されている。これら 2つの形式について、その語幹と

しての機能の違いの有無を調査したところ、その差異は認められなかった。調査では、いくつかの動詞

語幹に接続する要素について、動詞の語幹 1および語幹 4のどちらの形式が用いられるかを調べた。使

用した動詞と接辞類は (12) のとおりである。 
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(12) 調査に用いた動詞と接辞類 

動詞：itsɿ/ifu「行く」、tsɿtsɿ/tsɿfu「聞く」、katsɿ/kafu「書く」、hitsɿ/hifu「引く」、aitsɿ/aifu「歩く」 

接続する要素：過去(-tai)、理由 (-ba)、未来 (-gamata)、逆接（-suga）、目的 (-ga)、願望 (+busɿmunu) 

 

 この結果、(12) に示した 5つの動詞について、語幹 1と語幹 4の両方がすべての要素に接続でき、こ

れらがまったく同じ機能を持っていることが分かった。(13) に「書く」の語幹に過去接辞 (-tai) が接続

した例をあげる。 

 

(13) kunu tegamy=aa ba=ga=du {katsɿ-tai/kafu-tai} 
 この 手紙=TOP 私=N/G=FOC {書く＜連用形由来＞-PST/書く＜連体形由来＞-PST} 

 「この手紙は私が書いた」 

 

 以上のことから、池間方言は 3.1 節において述べた連用形と連体形の機能的なカテゴリおよび形式の

統合において過渡的な状態を表していると考えられる。すなわち、池間方言においては、機能的なカテ

ゴリの統一は起こっているものの、形式的な合流はまだ起こっておらず、2 形式を同じものとして併用

している状態である。 

 

4. まとめ 

 音韻的な対応に着目した先行研究の指摘に加えて、本発表では、宮古語の終止連体形が持っている機

能に着目し、その形式が連用形と連体形が合流・収斂したものであると考えられることを示した。すな

わち、連用形で表されていた機能と連体形で表されていた機能が多くの動詞の場合に音韻変化により同

じ形式で表されるようになった。その結果として、残りの動詞の場合においては、連用形由来形、連体

形由来形の 2つの形式の機能的な区別が維持できなくなったと推定できる。池間方言において連用形由

来形と連体形由来形が異なる形式ながら全く同じ機能を持っていることは、このことを支持していると

いえよう。このように、活用形の機能面から宮古語の活用体系の歴史について考察する視点は管見の限

りこれまでないが、本発表で示したように機能面からも活用体系の歴史的変化についての傍証を得るこ

とができるのである。 

 

【参照文献】 

狩俣繁久 (1999)「宮古諸方言の動詞『終止形』の成立について」『日本東洋文化論集』5, 27-51 

衣畑智秀・林由華 (2013)「琉球語宮古狩俣方言の音韻と文法」『琉球の方言』38,17-49 

富浜定吉 (2013)『宮古伊良部方言辞典』沖縄タイムス社 

本永守靖 (1973)「平良方言の動詞の活用」『琉球大学教育学部紀要 第一部』17, 27-41 

 

【略号一覧】 

ACC Accusative; ALL Allative; COND Conditional; D/L Dative/Locative; FOC Focus; FUT Future; INC 

Inclusive; N/G Nominal/Genitive; PROG Progressive; PST Past; TEMP Temporal; TOP Topic; VRB Verbalizer 
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南琉球八重山語波照間方言の引用助詞=teに見られる文法化
麻生 玲子・林 智昭

（東京外国語大学 AA研 ジュニアフェロー）・（近畿大学 非常勤講師）

1 はじめに

南琉球八重山語波照間方言（以下、波照間方言）には、2 種類の引用助詞=ta および=te が観察される。
(1a)に=taの例を、(1b)に=teの例をそれぞれ挙げる。=teには異形態に=te, =ten, =tenuがある。=tenと
=tenu は現れる音韻環境1 が異なる。本発表では異形態のうち、=ten と=tenu を、まとめて=ten(u) と記
す。=taには「引用 1」というグロスを、=te, =ten(u) には便宜的に「引用 2」というグロスを付す2。

(1) a. da=ndu
あなた=foc

bu-n=ta
いる-ind=引用 1

mu=cja
思う=条件

misja-n=ta
よい-ind=引用 1

en-ta=ra
言う-pst=条件

jo...
intj

「あんたがいると思ったらいいよ、と言ったらさ…」

b. da
あなた

<sjookaizjoo>
紹介状

haki
書く.連用

muci
持つ.連用

k-un-a-ta=na=te
接近-neg-?-pst=q=引用 2

en-ta=ra
言う-pst=条件

jo...
intj

「あんたがいると思ったらいいよ、と言ったらさ…」

例文 (1b)の=teは、(1a)の=taと後続する動詞 en(u)「言う」が文法化したものであると考えられる。こ
のように考える理由は、次の 3つである。

(i) 異形態に動詞語幹 en(u) を含む形式=ten(u) が観察される。
(ii) 八重山語の下位方言を含むいくつかの琉球諸語で、このような文法化現象が観察される。3

(iii) =teに対し、=ta enu に対する日本語訳「～という」が現れる。

本発表では、Hopper (1991) や Hopper and Traugott (2003) で述べられている文法化の原理を参照し
て、波照間方言における=teに起きた変化を、共時的に観察される談話資料を基に論じる。発表の構成は以
下の通りである。まず 2節で、フィールドワークという方法論的な背景および分析に関わる理論的枠組みに
ついて述べる。3節では具体的な分析として、筆者が収集した資料に基づき共時的観点から言語変化を論じ
る。最後の 4節を結語とし、本発表を総括するとともに、今後の展望を述べる。

2 先行研究

2.1 方法論上の背景

文法化の指摘には、文法化した形式と元の意味を保持した形式が収集時期の異なる資料にて、あるいは共

時的な変異として並行的に存在することが必要であり、そこではじめて前者を文法化した事例だと指摘でき

る。例えば、日本語の補助動詞「～テシマウ」は、片づけるという意味を持つ動詞「しまう」の意味が失わ

れたものである。意味の喪失は文法化の後期に起きることから、このような事例を文法化と指摘できる。

フィールドワークに基づく他の琉球諸語研究においても、このような、文法化したとされる事例が複数指

摘されている。管見の限り、この種の研究においては文法化した例であることのみが指摘され、文法化プロ

セスにおける段階的・漸進的な変化に関しては捨象されがちである。これは、話者とのやりとりを通して共

時的に言語資料を収集・分析する記述言語学の、フィールドワークという方法論に起因するものと考えられ

る。英語史研究など、過去の書簡、写本等を分析の対象とした文字情報に基づく文献学 (philology) 的なア
プローチを行う場合は、通時的な検討が可能となる。一方、フィールドワークにおいては、共時的に言語資

料を収集し、その長期間におよぶ蓄積をもって、言語変化との関係性を探っていくことになる。

1 直後に閉鎖音・摩擦音が現れる場合は uが脱落し、=tenが実現する。
2 =ta, =teの分布については、3.2節で述べる。
3 2.3節で扱う日本語東京方言の他、波照間方言と祖方言を同じくする石垣白保方言でも、引用助詞*=tiと動詞 eni「言って」が文
法化した引用助詞=teniが観察されている (中川・他 2016) 。八重山語石垣四箇方言でも、de ank-「～と言う」という表現が見
つかっており、引用助詞 deに関連した形式 deeのみで「～（だ）って／～というのか」などの意味を表す (宮城 2003) 。北琉
球の奄美語喜界島小野津方言でも同じような現象が観察される (白田理人 2017 p.c.)。

F-7
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実際、Heine and Reh (1984) の研究のように、記述言語学のアプローチは 1980年代の文法化研究を飛
躍的に進展させた (Hopper and Traugott 2003: 32) 。従って、重要なのは、共時的なフィールドワークの
知見に基づき、どのように言語変化の検討を進めていくか、という点である。文法化研究には通時的な資料

に基づくアプローチの一方で、共時的にも文法化プロセスの一端を「重層化」という形で観察するアプロー

チもある (砂川 2006) 。2.2節では、重層化を含む、文法化の理論的背景について述べる。

2.2 理論的背景

本発表で扱う現象の背後には、1. 重層化 (layering) 、2. 脱範疇化 (de-categorialization)、3. 意味の漂白
化 (semantic bleaching)、4. 一般化 (generalization)、5. 再分析 (reanalysis)、6. 音韻縮約 (phonological
reduciton)、7. 主観化 (subjectification)が関わっている4。それぞれ、1および 2をHopper (1991) に、3
から 6を Hopper and Traugott (2003) に、7を Traugott (1982, 1989) に基づき、以下の通り定義する。
重層化とは、広範な機能的ドメイン (functional domain) 5内において、新たな層 (layers) が絶えず出現

し、これに伴って、古い層は廃棄されることなく共存したまま、より新しい層と相互作用することを指す。

例えば、2.3節で詳述する動詞「言う」が文法化した形式の数々は、重層化の例である6。

脱範疇化とは、名詞や動詞の形態統語的性質の喪失を指す。日本語東京方言の例を挙げると、「多動性障

害だ｛という／×といった｝子供を診察した (砂川 2006: 31) 」において、「（と）いう」は過去接辞が取れな
い。従って、テンスという点で動詞性を喪失したと言える7。

意味の漂白化とは、元の語彙的意味を喪失することを指す。英語の例を挙げると、元は語彙項目であった

doは、意味の喪失が起こり、空の (empty) 統語的要素になった。文法化の初期段階においては意味の転移
(shift) 8が起きるが、突然、意味が喪失されることはない。漂白化は文法化の後期に起こるとされる。

一般化とは、語彙的なものから文法的なものへ、または、あまり文法的でなかったものがより文法的なもの

へと発展することを指す。英語では、後者（文法機能の一般化; generalization of grammatical function）
の例として、元は行為者構文に限られていた進行形 be V-ingが、18世紀には受動態が可能となり、さらに
その後、状態を表す文脈になったという変化が挙げられる9。

再分析とは、「隣接するいくつかの構成素の構造をその語順はそのままにして別の構造に変えること (寺澤
2002: 548) 」を指す。英語における文法化の例には、動詞 goの未来標識 be going toへの発達がある。

(2) [I am going [to marry Bill]] > [I [am going to] marry Bill] (Hopper and Traugott 2003: 3)

なお、(2)の再分析が起こると、音韻縮約を伴う。すなわち、go-ing toという 3つの形態素が、gonnaと
いう 1形態素へと縮約する。なぜなら、この段階においては、-ingと toの間の句境界が消失するためであ
る (Hopper and Traugott 2003: 3) 。
主観化とは、意味変化の 1 つであり、文法化した形式の意味が、命題に対する話し手の主観的な信念や

態度を表すものへと変化する傾向を指す。例えば砂川 (2006: 29) は、日本語の動詞「～と言う」から「と
いったら」「ったら」への変化が、Traugott (1982) の「命題的 > テキスト的 > 表現的 (Propositional >
Textual > Expressive)」という方向性に沿ったものであると述べる（2.3節）。

4 音韻縮約を除く、各用語の訳は、秋元 (2002) による。
5 機能的ドメインとは、時制、アスペクト、モダリティ、格、指示詞などの、よく文法化する、一般的な機能的領域のことを意味
する (Hopper 1991: 22–23) 。

6 英語の例を挙げると、drive/drove, take/tookなどのような強母音の母音交替による古い層の過去時制と、notice/noticedな
どのような、助動詞と同語源の doに由来すると考えられる舌尖母音の接尾辞 [t] または [d] を用いた新しい層と共存している
(Hopper 1991) 。

7 「多動性障害だといった子供を診察した」の場合、（少なくとも筆者らの内省では）「多動性障害だ」と発言した子供を診察した
という意味で解釈される。例文中の「という」は、動詞「言う」とは異なり、「言った（発話した）」という過去を表す解釈がで
きない。この点で、時制という動詞的な特徴を示さなくなったと位置付けられる。詳細は、砂川 (2006) の議論を参照。

8 転移という訳語は、秋元 (2002: 5) に従う。
9 受動態の例：’The house was being built.’、状態を表す例：’There are statues standing in the park.’ (Hopper and Traugott
2003: 104) など。
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2.3 日本語東京方言における「と言う」の文法化

本節では、日本語東京方言10に見られる「と言う」から「という」への変化に関し、動詞「言う」を内包

する形態素11を文法化の観点から論じた砂川 (2006) の議論を概観する。これは 3節における分析の基盤と
なる。砂川 (2006) は、「言う」を内包する形態素の多様な事例において、文法化の特徴を示す現象が豊かに
見られると述べる12 。それらのうち、本発表の議論に関わるものを以下に引用し、論点を要約する。

(3) 砂川 (2006: 28–29)

a. 夏といったらやっぱりビールだ。

b. うちのお父さんったら、何考えてるのか分からない。

c. 早く来てったら。

(3a)は「夏はやっぱりビールだ」という意味を持ち、下線部は助詞「は」と同じく主題を提示する機能を
持つ。この点で脱範疇化しているが13、動詞「言う」の意味は完全に失われていない（i.e. 漂白化していな
い）。さらに「といったら」は、動作主を取らず、「（誰か）が（誰か）に（何々）と言う」という命題を表す

機能が失われている。「夏といったら」という表現が、主題を表す談話的な機能を担っているとされる。

(3b)の「ったら」は、さらに文法化が進んだ例と位置付けられる14。「言う」の意味は、殆ど失われてい

る。さらに、「ったら」を助詞「は」に置換すると、(3b)に込められた主観的な話者の気持ちが伝わらない。
その点において (3b)は (3a)から新たに話者の主観的な感情を表す意味を獲得したとされる。
(3c)は、より主観性が強まったものと位置付けられる。「主題表示」という機能が失われ、「話し手の発話

に注目することを要求する」用法と化しており、いらだち、もどかしさといった感情を表す。ここで観察さ

れる変化は、動詞「言う」の意味の喪失と引き替えに、談話レベルの機能から話し手に関わる機能を獲得し

ているという点で、Traugott (1982) の述べる「命題的 > テキスト的 > 表現的」の意味変化のプロセスに
沿った変化であるとも述べている。なお、本発表で「命題的」とは、文法化が起こる前の性質（例えば「言

う（発話する）」の意味）を保持していること、「テキスト的」とは、文法化が起こる前の性質を保持してい

ないこと、「表現的」とは、話し手の態度を表すようになることと解釈する。

以上の (3)における変化は、(3a)の主題を表す機能から、(3c)の話し手の発話に注目させるという機能へ
の拡張が見られるという点で、2.2節に挙げた「文法機能の一般化」に該当する。

3 波照間方言の引用助詞=teに見られる文法化
2.3節に挙げた砂川 (2006) の議論と比較対照しつつ、重層化や脱範疇化（特に動詞性の喪失）をはじめ

とする文法化の観点（2.2節）から、波照間方言の引用助詞=teに生じた変化のプロセスを論じる。例文は、
筆者がフィールドワークにより収集した自然談話資料を基本とする15。

(4) は、文法化が起こる前の例である。ここでの en(u)は「言う」に相当する。en-o（「言うよ」）のよう
に直説法接辞を付加することもあれば、en-ta（「言った」）のように過去時制を付加することもあり、動詞的
性質を保持していると考えられる。

(4) a. be+sïma=nagj=a
私達 +島=loc=top

otta=ta=ndu
カエル=引用 1=foc

en-o.
言う-ind

「波照間島では（カエルのことを）オッタと言うよ」

b. da=ndu
あなた=foc

bu-n=ta
いる-ind=引用 1

mu=cja
思う=条件

misja-n=ta
よい-ind=引用 1

en-ta=ra
言う-pst=条件

jo...
intj

10 砂川 (2006) では明言されていないが、おそらく東京方言を指すと考えられる。
11 砂川 (2006) は、本形態素を複合辞と呼ぶ。
12 砂川は、自身が論じる例のほとんどを文法化の初期段階に位置付ける。おそらく、動詞「言う」の意味の漂白化があまり進んで
いないということが理由として考えられる。

13 砂川 (2006: 28) では、「機能語と化した」と書かれている。
14 「ったら」は、「言ったら」の縮約形と考えられる (三枝 1999) 。
15 ウェブサイトで自然談話資料の一部を公開している。http://haterumatext.webcrow.jp/index.html
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「あんたが、いると思ったらいいよ、と言ったらさ…」

3.1 母音の融合と脱範疇化

(4)に挙げた=ta en(u)は、(5) に挙げるように=ten(u) に変化し、伝聞を表す。

(5) a. pïte=ndu
畑=foc

ma
intj

sir-ar-a=tenu
やる?-受身-dur=引用 2

ma.
intj

「畑がまあ、やられているという。（lit. やられているそうだ）」 (柴田 1972)

b. patume=nu
鳩間=gen

aboa
母

<kekkonsiki>
結婚式

s-ja-n=ten=doa.
する-dur-ind=引用 2=dir.ev

「（玲子が）鳩間のお母さんが結婚式をしているというよ。」

(5) の=tenuおよび=tenは、(4b) の =ta en(u)「～と言う」の引用助詞=taと動詞 enuの間において、語
境界の母音 aと eが融合（あるいは aが脱落）し、語境界を喪失した形式であると考える16。ここでの=ta
enuから=ten(u)への変化は、(6) に示すような、再分析であると考えられる。(6) の Xには、節や句が現
れる。

(6) [[X=ta] [en(u)]] > ([X [=ta en(u)]] >) [X [=ten(u)]]17

ここで重要であるのは、=ten(u)は過去接辞をとらないことである。例えば、(5) の=ten(u)には、過去接
辞は付加しない。従って、時制の対立を示さず、脱範疇化していると言える（cf. 2.2節に挙げた砂川 (2006)
の例における「という vs. といった」の時制の対立）。しかし一方で、(5) の=ten(u)は、伝聞を表す。伝聞
では第三者の発話を引用するとも言える。この点で「言う（発話する）」という動詞の意昧が保持されてお

り、完全には漂白化していないと言える (cf. (3)) 。
=ten(u) は、伝聞以外の機能も持つ。(7) に例を挙げる。=ten(u) は、修飾部となる節や句の末尾に現れ、
後続する名詞を修飾する。この場合、panasï「話」、sïma「島」といった名詞が、=ten(u) に後続する。

(7) a. be+sïma
私達 +島

<o>
を

sïkur-ja-ta=cju=ten
作る-dur-pst=hs=引用 2

panasï=ndu
話=foc

sïku-ta=sïka...
聞く-pst=逆接

「波照間島を作ったとさ、という話を聞いたけど…」

b. paipateroma=ten
パイパテロマ=引用 2

sïma=ndu
島=foc

a-ta=cju.
ある-pst=hs

「パイパテロマという島があったそうだ。」

(7) の=ten(u) は、次の 3点を理由に、(5) から文法化が進んだものと考える。

(i) 文法機能の一般化
(ii) 意味の漂白化
(iii) 脱範疇化（動詞性の喪失）

まず (i) に関して、=ten(u) は、(5) のような伝聞だけではなく、(7) のように、名詞を修飾する機能も果
たす。新たな機能の獲得は、文法機能の一般化に該当する。

次に (ii)に関して、(7)においては「言う（発話する）」という動詞の意味が完全に消失している。従って、
(5) と (7) の=tenの意味を比較すると、(7) の方が漂白化が進んでいると言える。
最後に (iii) に関して、(7) の=ten は動作主を取らない (cf. (3a))。動作主である「玲子」の存在がある

(5b) と比べ、ここでの=tenは動詞性を失っており脱範疇化していると言える。

16 先行する接語と後続する語の語境界が喪失する例は、この他に焦点標識*=duと存在動詞 a「ある」が融合した daの例がある。
daは、継続を表す補助動詞である。

17 括弧内に記した=ta en(u) のプロセスに該当する事例は共時的には観察されないが、=ten(u) への変化の過程においては、この
再分析の段階を経たものと考えられる。
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3.2 音韻縮約と文法機能の一般化

本節では、第 1に=ten(u) から=teへ音韻縮約が生じ、=teという引用標識へと文法化したということと、
第 2に、=ten(u) と=teは連続的であると主張する。
まず、=teは、=taと同様に動詞 enu「言う」に先行し、引用標識として用いられる (1)。(1b) の=teは、

=taと同様、動詞 enu「言う」に先行し、引用形式としての機能を担っていることから、「文法機能の一般
化」を果たしていると考えられる。

次に、=teと=ten(u) が同じであると考える根拠は、mura「村」が後続する際、同じ環境に=te と=tenu
のいずれも生起可能となるからである。(8) の例は、(7) と同じく名詞を修飾する機能である。両者は同様の
機能を担うことから、(8b) の=teは、文法化に伴い=ten(u) に音韻縮約が生じた形式であり、(7) と連続的
と考えるのが妥当である。この用法は、=te, =ten(u) にmura「村」が後続する場合でかつ、修飾用法の場
合に観察される。

(8) a. jagumura=tenu
地名=引用 2

mura
村

b. jagumura=te
地名=引用 2

mura
村

「ヤグムラという村」

=te, =ten(u)が修飾用法に用いられる場合、ある程度の分布の傾向が観察される。例えば、=teにはmunu
「もの」が後続する傾向があり、=ten(u) には panasï「話」、sïma「島」などの名詞に加え、kutu「こと」
などの抽象的な名詞も後続する傾向がある。両者の用法の棲み分けに関しては、=tenu munuというコロ
ケーションが観察されないことから、発話のしやすさといった音韻的要因が、音韻縮約を動機づけている可

能性がある。

なお、=taも=teと同様に引用標識として用いられる (1)。従って、この段階において、=ta, =teという 2
つの引用標識が重層化として存在することとなる。両者は類似した分布を示し、同じ談話資料内で形式の

頻度を見ると、=taが 68例に対し、=teが 64例という結果が得られる18。しかし、=teは、後ろに名詞が
後続する修飾用法 (8b) や、3.3節で後述する主観化した用法 (9) に用いられることが多く、一方、(1) のよ
うに動詞が後続する用法（例えば、enu「（～と）言う」sïku「（～と）聞く」mu「（～と）思う」など）に
は、=taが多く用いられる傾向がある。このように、=taと=teの分布には、明白な用法の棲み分けが存在
する19。この点で両者は補完的である。

3.3 主観化

最後に、=teには話し手の信念や態度を示す用法も共時的に観察される。(9) に例を示す。

(9) kju
今日

<kanzjasan>
患者さん

o-ta=te
いらっしゃる-pst=引用 2

jo.
intj

「今日、患者さんがいらっしゃったんだってば。」

ここでの=te「～だってば」は、命題に示されるイベントが話し手自身の経験を通して知り得たこと、ある
いは命題が生じると確信を持っていることを意味する。(9) の=teは、話し手の信念や態度を意味するとも
言い換えられる。これまでに挙げた (4)から (9)の例文を順に見ると、中間的な事例はあるものの、=ten(u),
=teは、概ね Traugott (1982, 1989) の述べる主観化のプロセス、すなわち「命題的 > テキスト的 > 表現的
(Propositional > Textual > Expressive)」に沿った変化を遂げていると言える。

18 ただし、波照間方言全体における実際の分布における頻度との関係については、検討が必要である。なぜなら、調査対象の文
法項目に特化して調査を行うフィールドワークにより得られた資料の頻度は、Corpus of Contemporary American English
(COCA) など言語使用の実態を反映しようと意図された均衡コーパス (balanced-corpus) における頻度と同様に扱うべきでは
ないからである。

19 =taには、修飾用法と主観化した用法はない。
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4 おわりに

本発表では、共時的観点から、=ta en(u)「～と言う」から生じた=ten(u) および=teの文法化プロセスの
一端を示した（図 1）。まず、=ta enuから、語境界の母音が融合し=ten(u) へ変化した。この段階で、動詞
性を徐々に失いながら、伝聞 (5) や、名詞修飾機能 (7) を獲得した。次に、音韻縮約を起こし、=teへ変化
する。この段階でも名詞修飾機能は保持されている (8)。さらに文法機能の一般化が起こった結果、引用標
識としての機能を確立し、動詞 en(u)「言う」に先行することが可能となる (1b)。最後に、=teに話し手の
態度を表す（主観化した）用法が存在することを指摘した (9)。
最後に今後の課題を 2 点述べる。第 1 に、歴史的な検討に耐えうる証拠の収集が必要である。本発表で
は、共時的な資料に基づき、理論的に予測される段階的・漸進的な言語変化のプロセスを示した。文法化の

仮説は非常に強力であり、一方向性 (unidirectionality)を持つが、波照間方言において本発表が示した用法
の関係性・発生順序は不明である。特に、=teの引用標識と主観化した用法について、歴史的な検討が必須
である。両者は歴史的に全く異なる発現の経路を辿った可能性も考えられる。仮に本発表の仮説が支持され

れば、それは文法化理論・記述言語学、双方にとって益となるであろう。支持されなかった場合は文法化理

論の反例となるか、より強力な誘因（類推、借用など）による言語変化であるということになる。従って、

いかにそのような証拠を収集するか、というのが重要な課題である。第 2に、本発表で扱った現象は、他の
琉球諸語においても観察されるため（注 3）、通言語的な検討が必要である。琉球諸語には様々な変種があ
り、類型的な観点からの比較検討が必要である。本発表は、この種の事例分析における基礎研究と位置付け

られる。琉球諸語における言語変化の共通点・相違点を探ることで、その諸相を解明していく道筋が開ける

だろう。

音韻変化： 融合 > 縮約
(=ta en(u) > =ten(u) > =te)

文法的意味の変化： 伝聞 > 修飾 > 引用 > 態度

図 1: =teの音韻変化と意味変化

謝辞
本発表の原稿を執筆するにあたり、白田理人氏、中川奈津子氏から有益なアドバイスを頂きました。

略号一覧
dir.ev: 直接証拠、dur: 継続、foc: 焦点、gen: 属格、hs: 伝聞、ind: 直説法、intj: 感嘆詞、loc: 位格、neg: 否定、
pst: 過去、q: 疑問、top: 主題、-: 接辞境界、=: 接語境界、<>: 借用語、*: 歴史的に想定される形式

参照文献
秋元実治 (2002) 『文法化とイディオム化』東京：ひつじ書房．
Heine, B. and M. Reh (1984) Grammaticalization and reanalysis in African languages, Hamburg: Helmut Buske.
Hopper, P. J. (1991) “On some principles of grammaticization,” In E. C. Traugott and B. Heine eds. Approaches

to grammaticalization, Vol. I. Theoretical and methodological issues of typological studies in language, 17–35.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hopper, P. J. and E. C. Traugott (2003) Grammaticalization, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
宮城信勇 (2003) 『石垣方言辞典』沖縄：沖縄タイムス社．
中川奈津子・ラウ，タイラー・田窪行則 (2016) 「八重山語白保方言の文法概説」『琉球諸語 記述文法 II』1–60．
三枝令子 (1999) 「提題の「ってば」「ったら」」『一橋大学留学生センター紀要』2，1–11．
柴田武 (1972) 『全国方言資料』第 11巻，琉球編 II，東京：日本放送出版協会．
砂川有里子 (2006)「「言う」を用いた複合辞–文法化の重層性に着目して–」藤田保幸・山崎誠（編）『複合辞研究の現在』

23–40．大阪：和泉書院．
寺澤芳雄（編）(2002)『英語学要語辞典』東京：研究社．
Traugott, E. C. (1982) “From propositional to textual and expressive meanings: Some semantic-pragmatic as-

pects of grammaticalization,” In W. P. Lehmann and Y. Malkiel eds. Perspectives on historical linguistics, 245–
271. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

(1989) “On the rise of epistemic meanings in English: An example of subjectification in semantic
change,” Language, Vol. 65, 31–55.

―  259  ―




