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沖縄首里方言の使役動調と他動性

嘗山奈那

1. 目的と方法

本稿では、首里方言の他動性の表現について、使役構文の特徴や自他動詞の形

態論的な派生の観点からその特徴の記述を試みる。まず、語紫的にベアをなす自

他動詞(有対自他動詞)とベアをなさない自他動綱(無対自他動調)をとりあげ

て、形態論的な形っくりや派生の特徴から首里方言の他動性川こついてみていき、

当骸方言において、形態論的な手段による他動詞化が生産的に行われていること

を指摘する。

また、使役構文の特徴を記述しながら、自他動詞の派生と関連させて、次のよ

うなことも述べる。首里方言の他動詞派生接尾辞-aSUN と第一使役動詞派生接尾

辞-aSUN は同音形式であり、後接する動詞のタイプによって、あるときは他動詞

に、あるときは使役動詞になる。他動調と使役動詞の派生には制限が存在し、 -as酬

を後接させて派生した有対他動調からは、 -aSUNがさらに後接した第一使役動綱

を派生させることができない。また、第一使役動詞を述語にすえた使役文は(強

制・指令)の意味を実現し、第二使役動詞派生接尾辞-aJimi:Nを述語にすえた使

役文は(許可・放任〉の意味を実現する。しかし、上記の派生の制限に伴って、

第一使役動調が派生できない場合は第二使役動詞を述語にすえた使役文が〈許

可・放任〉の他に、本来第一使役動調が実現する(強制・指令〉の意味も担う。

本稿では、このような自他動詞および使役動調の派生の制限と使役文が実現する

意味、他の琉球語諸語の先行研究も根拠にしながら、同音形式の二つの接尾辞

-aSUNは同じものである可能性についても述べる。

首里方言のデータは、 1925年 (TI4)生の沖縄県首里出身の男性と首里出身の

男性、女性の 2名(どちらも 70代)から得た。

なお，文中の用例は簡略的な音声表記で表記する。語頭において，喉頭音・非

"1角田 (1991)は、他動性を『自動詞文・自動調節との関係も含めて，他動詞文・他
動調節に関する言語現象一般を指すJと定義している。伝統的な文法理論においては、
『目的語jを有し、受動文をつくれるものが他動詞で、そうでないものは自動詞とい
うように単一の指標で二分されてきた。しかし、 Hopper&Thonmpson(1980)が他励
性について f連続的なものj、『他動詞文と自動調文は峻別できないj と規定した研究
以来、自動詞と他動詞を二分するカテゴリー観は見直されてきた。現在では、他動性
とは、度合・程度の問題であるという理解が主流になってきている。本稿においても、
Hopper&Thonmpsonや角田にならって他動性を連続体としてとらえている。
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喉頭音の音韻的な対立がある場合，半母音では喉頭音に r1J，母音では非喉頭音

に r'Jを付す。語根と接尾辞の境界には num-ajimi:Nのように r-Jを，名詞と格

の境界には吋a:=Nkaiのように r=Jを挿入する。例には対応する疑似訳を付す。

2.有対自他動聞と無対自他動詞の派生関係

首里方言において、自動詞と他動翻は異なる形式をとる。両者には形式を異に

しながらも、語幹の内部に共通の部分をもち、対をなしているものがある(以下、

有対自動調、有対他動詞・2)。ただし、音韻変化の結果、形式的にわかりにくくな

っている場合がある・30

1) ju:=nu 主主自旦・ 〈有対自動詞)

湯=が豊丘。

ju: ~ak・前UN. (有対他動詞〉

湯を盤主主。

有対自動詞と有対他動詞のなかにも、他動調派生のもの、自動詞派生のもの、

どちらからの派生かわからないものがある。他動詞から自動詞を派生させる場合、

他動詞の語根に接尾辞-ajuNを付けて派生させる(2)。自動調から他動悶を派生さ

せる場合、自動詞の語根に接尾辞-asuNを付けて派生させる(3)。それ以外は双方

向的な対応関係と見なすことにする(4)。

2) i:U"u: 症型虫旦旦・ i:U"u:=nu !(!naQ・aiuN句. (他動詞派生のもの〉

糸を 2主三。 糸=が 2主主¥Q。

3) ju:=nu 主呈血旦・ j知u: wa紘k-a儲SUNが.眠〈自動詞派生のもの〉

湯=が盗i。 湯を盤主主。

抑制:=nu 旦出~. mi: 些些盟・ (双方向的な対応関係〉

実=が蓬主主。 実を革主主。

また、対をもたない自動詞と他動詞(以下、無対自動詞、無対他動飼)も存在

する。

5) tui=nu Jl坐並旦・ 鳥=が 盤i己主主。
6) U"a: 旦旦旦E旦・ お茶を 盤主主。

〈無対自動詞〉

〈無対他動詞〉

.2有対他動詞、無対他動詞の用語は、早津恵美子 (1986) r有対他動調と無対他動調

の違いについて一意味的な特徴を中心にj による。

・3waki ' UN > wakjuN > waU"UN (沸く)。首里方言において、終止形の非過去形は第一中

止形に存在動詞'UN(居る)が音韻的に融合したものである。よって、この例では wak-

を語幹内部の共通部分とみなす。

・4首里方言において、 lfinagi• UN (つなぐ)、 lfinag-ari'UN (つながる)にさかのぼる

ことができる。よって、この例では吋UNを自動詞派生の接尾辞とみなす。

・5この例では-aSUNを他動詞派生の接尾辞とみなしている。
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2.1.有対自他動聞の派生のタイプ

有対自動調と有対他動調の形態論的な派生関係は、 Haspelmath(1993)にし

たがって類型論的な観点から分析すると、使役化 (Causative)、逆使役化

(Antica usa tive)、両極形(Equipollent)、補充形 (Suppletive)、および、自他

同形 (Labile)の 5つのパターンが存在する。

例えば、日本語の自動詞と他動飼の形態論的な派生関係をこの観点から見た場

合、自動詞をもとにして他動詞が派生したもの (susum-erurすすめるJ-susumu

『すすむJ) である使役化(以降、“C")、逆に他動詞をもとにして自動詞を派生

したもの (kudakurくだく J-kudak-eru rくだけるJ)である逆使役化(以降、

“A")、どちらがもとになったかわからず、双方向的な派生とみなせるもの

(noko・rurのこるJ-noko・surのこすJ)である両極形(以降、“E")、意味的

に対になる自動詞と他動詞の語根において異なる形式が用いられている (sinur死

ぬJ-korosu r殺すJ)補充形(以降、“S")、また、他動綱と自動詞が閉じ形で

あるもの(扉をよ1:-5-扉がよ1:o) である自他同形(以降、“V')が存在して

いる。 Nicholset al. (2004)は、日本語においては使役化の派生が最も強い傾向

にあり、このような他動化の傾向は北米と北アジアに顕著であると指摘している。

2.2.勘聞の形っくり

首里方言の動詞の活用のタイプは、語幹(基本語幹、連用語幹、音便語幹)と語

尾のっくり方から規則変化動悶と特殊変化動詞にわけることができる。規則変化

動詞は、強変化動調と、強変化と弱変化が混合した混合変化動綱にわかれている。

混合変化は現代日本語の弱変化動詞に対応しており、強変化と違って音便語幹を

もたない。しかし、現代日本語の弱変化動詞の基本語幹が母音で終わっているの

に対して、首里方言の混合変化動悶の基本語幹は r語幹化のために子音になって

いる。このように、首里方言の混合変化動調には音便語幹がないことと、基本語

幹末が子音であることから、弱変化動詞と強変化動詞の混合の活用をするように

なっており、混合変化動詞とよばれるゆえんとなっている。

語幹には、標準語とはちがい連用語幹がある。連用語幹は第一中止形(f連用

形J) に存在動閉山(居る)が文法化してくみあわさり音韻的に融合し、その過程

でいろいろな音額変化がおきて新たに派生したものである。

例えば、「読むJという動詞について、命令形、終止形、過去形をそれぞれあ

げると次のようになる。

jumi (読め/基本語幹jum).junuN (読む/連用語幹jun).judaN (読んだ/音

便語幹jud)
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この 3つの形に含まれている jum、jun、judがそれぞれ基本語幹、連用語幹、

音便語幹である。語幹とは、 I文法的な形のちがいにかかわりのない部分であって、

原則的には、その単語に共通する意味や性格のしるしになる部分町であり、語

尾をともなうことでさまざまな文法的な形をつくる。そのため、動詞の文法的な

形はこの 3つの語幹の形から推測できる。

動調の派生関係を考える上で、首里方言の終止の非過去形は第一中止形に存在

動詞が音韻的に融合した形であらわれているため、この形のみで考察するのはわ

かりづらい。これに対して、命令形、勧誘形などは基本語幹を構成要素にもつ。

基本語幹を構成要素にもつ活用形は、その動詞本来の姿を保存している場合があ

って、動詞のなりたちを知る上で重要である。連用語幹も基本語幹から派生して

おり、なりたちを説明できることから、基本語幹の活用形の動詞は無視すること

はできない。しかし、一方で、このような動詞は、弱変化動詞の語幹末や一部の

強変化動詞の語幹末が rであらわれるという rr語幹化Jの現象が起こる。 r語幹

化は、「すべての活用形、派生形式に一様におこったのではなく、活用形によって、

あるいは、派生動調によって差がみられ・7Jる。すなわち、派生関係を分析する

ためには、連用語幹だけではなく、基本語幹や基本語幹からつくられる活用形を

ふまえた上での考察を行う必要がある。

なお、さしだす例において、語根(単語っくり、形っくりの意味上の最小単位。

動詞を派生させるもとになる要素)と接尾辞の境界には wak-aSUNのように「ーj

を挿入する。また、強変化動詞は I、混合変化動詞はE、特殊変化動調はEとそ

れぞれ示すことにする。

2.2. 1. 自動闘から他動嗣を派生させるタイプ(Causative) 

自動詞の語根に接尾辞・aSUNをつけて、他動詞を派生させるタイプであり、首

里方言の自他動調の派生のタイプとしては、比較的よくあらわれる。なお、派生

もとの形がわかるように基本語幹や連用語幹をふまえて、それぞれの動詞の語根

を示した。

自動詞(語根) 他動詞 語根・接尾辞

I walfuN (wak・) r沸く J I wakaSUN wak-as 

I ka:ralfuN (ka:rak-) r乾く j I ka:rakasUN ka:rak-as 

1 milfuN (mit-) rみちるJ 1 mitasuN ロlit-as

1 kurubuN (kurub-) r転ぶJ 1 kurubasUN kurub-as 

1 kuhaiN (kuhar-) r凍るJ I kuharaSUN kuhar-as 

'6鈴木 (1972)pp.150. 

けかりまた (2006)pp.7. 
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I uw吋UN(uwar-) r終わるJ 1 uWaraSUN uwar-as 

I miguiN (migur-) rまわるj 1 migurasuN migur-as 

s 7N<t5i:N (7N<t5・) r出るJ 17N<sasuN 7N屯-as

s tuki:N (tuk-) rとけるJ 1 tukasuN tuk-as 

s juri:N (jur-) rゆれるJ 1 jurasuN Jur-as 

他動調と使役動調の派生の仕方の制限や、派生の制限に伴う使役文があらわす

意味構造の相違をふまえて、本稿では次のような s語幹末動詞の有対他動調は、

対になる自動詞の語根から SUNをつけて派生したものであるとみなしている (3

節を参照)。

自動詞(語根) 他動調 語根・接尾辞

ma:iN (ma:・) rまわるj ma:suN.S rまわすJ ロ1a:-s

ku:ri:N (ku:・) rこわれるJ kU:SUN rこわす」 ku:-s 

uki:N (ukir-) r起きるJ UkUSUN r起こすJ uku・s

2.2.2.他動闘から自動飼を線生させるタイプ(Anticausative)

他動詞から自動詞を派生させる場合、他動詞の語根に自動詞派生接尾辞-aiN

( -ajuN) をくっつける。また、 wakari:NrわかれるJのように受動動悶の形と同

音形式である接尾辞-ari:Nをくっつけてつくるものもある。

他動詞(語根) 自動詞 語根・接尾辞

I !firu<t5uN (!firug-) rつなぐJ 1 !firugaiN !firug-ar 
1 !fina<t5uN (!finag-) rつなぐJ 1 !finagaiN !finag-ar 
s tumi:N (tum-) r止めるJ 1 tumaiN tum-ar 

s ha<t5imi:N (ha匂im・) r始めるJ 1 ha<t5imaiN ha<sim-ar 
s hirugi:N (hirug-) r広げるj I hirugaiN hirug-ar 

skeリUN(ke:・) r変えるj 1 kawaiN kaw-ar 

s a!fimi:N (a!fim・) r集める j 1 a!fimaiN a!fim-ar 
s waki:N (wak-) rわけるj swakari:N wak-ari: 

2.2.3. どちらがもとになったかわからないタイプ(Equipollent) 

自動飼 語幹 他動飼 語幹

1 Ji<t5imuN r沈むJ

1 tafuN rあがるj

ρ屯im-

tat-

sJi<t5imi:N r沈めるJ ρ<simi-
s tatijuN rあげるJ tati-

'8 ma:SUN rまわすj は、 ma:SUNr死ぬ1と同音なので、忌んで migurasuNを多く用

いる。(!i'沖縄語辞典~)
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1 aki:N r聞く J aki- n aU"UN r聞けるJ ak-

1 jimaiN r閉まるJ jima- Djimi:N r閉めるJ jimi-

1 ha<sUN rはぐJ hagi- Dhagi:N rはがれるJ hag-

n wari:N r割れるJ wari- Iw吋UNr割るJ war-

njaki:N r焼けるJ jaki- 1 jafuN r焼く J jak-

DjaNdijuN rこわれるJ jaNdi- 1 jaN<sUN rこわすJ jaNd-

2.2.4.補完形によるタイプ (Suppletive)

自動調 他動詞

Dma:SUN r死ぬJ

mjinuN r死ぬj

m hatteN SUN r発展するJ

2.3.無対他動飼

1 kurUSUN r殺すJ

1 kuruSUN r殺すJ

D hatteNjimi:N r発展させるJ

1 numUN (飲む)、 1kw吋UN・9 (食べる)、 1k吋UN(メIJる)、 1fifinuN (包む)、 I

dafuN (抱く)、 1tUjUN (取る)、 1UjUN (売る)、 1fukujuN (作る)、 1kamUN (食

べる)、 1arajuN (洗う)、 1mufuN (持つ)、 IjunuN(読む)、 1kafuN (書く)、

1 kuruSUN (殺す)、 1<tUSUN (干す)

2.4.無対自動詞

2.4. 1.意志動飼

1 atfuN (歩く)、 1hataraf UN (はたらく)、 1tafuN (立つ)、 1mo:juN (舞う)、

1 ut吋UN(歌う)、 1asubUN (遊ぶ)、 1ud吋UN(踊る)、 nnugijuN (逃がれる)、

mifuN (行く)、 mna:<takeNbu岱U SUN (那覇見物する)、 mgakumoN SUN (学問

する)、 mharujigutu SUN (畑仕事する)、皿sO:<si SUN (掃除する)、 mjigutu SUN 

(佐事する)、皿baN SUN (番する)、 m1N<si1iri SUN (出入りする)、皿awari SUN 

(哀れな暮らしをする)、 mdifJiN SUN (立身する)、 mjudaN SUN (油断する)、

皿fU:N(来る)

2.4.2.無意志動作

1 nafuN (泣く)、 1udurufuN (驚く)、 1war吋UN(笑う)、 1niN<suN (寝る)、
1 utififuN (落ち着く)、 1kusamifuN (おこる)、 IjurukubuN (よろこぶ)、 I 

jiwasuN (心配する)、 1ure:SUN (羨ましがる)、 1iso:hasUN (楽しがる)、 I

ifunahasUN (忙しがる)

09動物について、また、卑しめていう場合。
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2.5.小結

首里方言の有対自他動詞には、自他の派生のタイプとして、自動調をもとにし

て他動詞が派生したもの (C)、他動閥をもとにして自動問が派生したもの (A)、

どちらがもとになったかわからず双方向的な派生とみなせるもの(齢、補充法に

よるもの (8)の 4つのタイプが存在する。このうち、もっとも多いものが自動

詞をもとにして他励調が派生したタイプであった。本報告では、使役動詞の派生

の仕方の制限の観点により、 s語幹末子音の他動詞は、自動詞がもとになってい

るタイプ (C)であるとみなした。このような派生関係に対して、受動構文、使

役構文のようなヴォイスに関わる構文がどのようになっているかを具体的に示す

ことが今後の繰題としてあげられる。なお、かりまた(2011)では、石垣方言の

有対自他動調、無対自動詞、無対他動詞の派生関係、について述べられているが、

琉球諸語の中でもバリエーションがある可能性を示唆している。このような他動

性に関する多様性のなかで当該方言がどのように位置づけられるのかを検討して

いくことも必要である。

3.館一使役の派生の制限

首里方言では、第一使役の派生に制限があり、原動詞・10によっては第一使役が

つくれないタイプが存在する。首里方言の使役動詞には語根に接尾辞・(a)SUNが後

接する第一使役動詞(以下、第一使役)、・(a)jimi:Nが後接する第二使役動詞(以

下、第二使役)がある。有対他動閥、無対他動詞、無対自動詞から使役動綱をそ

れぞれ派生させると次の[表 1]...... [表 4]のようになる。表を見ると、首里方

言では第一使役の派生に制限があり、原動調によっては第一使役が作れないタイ

プが([表 3]の無対自動詞を除いて)存在することに気付く。有対他動飼では、

対をなす自動調の語根に第一使役派生接尾辞-aSUNと同音形式である他動飼派生

接尾辞-aSUNを後接させて派生させた wak-aSUN(沸かす)、 nag-asuN(流す)のよ

うな他動詞からは第一使役を作ることができない。また、 utUSUN(落とす)のよ

うに、語幹末子音が・8である他動飼からも、 *utasuNや*utusaSUNのような第一使

役は派生できない。語幹末子音が-8である他動調から第一使役を派生できないの

は、無対他動詞においても同様である。首里方言において第一使役を派生するこ

とができない理由として、接尾辞-aSUNがついた他動詞に対して同起源の接尾辞

-aSUNを重ねて後接させることはできなし、からと考える。

-10接尾辞を後接させていない動調の形のことをさす。
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[表 1]有対他動詞から使役動詞を派生させた場合

自動詞 他動詞 語根 第一使役 第二使役

jaki:N (焼ける) ja1fuN (焼く) jak jak-asuN jak-ajimi:N 

ずinagaiN(繋がる) 1fina~uN (繋ぐ) fInag 1finag -aSUN tfinag-ajimi:N 

W町 i:N(割れる) waiN (割る) war war-aSUN war-ajimi:N 

jari:N (破れる) jaiN (破る) Jar Jar-aSUN jar-ajimi:N 

a1fuN (聞く) aki:N (開ける) akir akir-aSUN akir・ajimi:N

sumaiN (染まる) sumi:N (染める) Sumtr sumu-aSUN sumir -ajimi:N 

wa1fuN (沸く) wakasuN (沸かす) wak 

----、~
wak・ajimi:N

nage:ri:N (流れる) nagasuN (流す) nag ------nag-8:ρmi:N 

1N屯i:N(出る) 1N~aSUN (出す) 1N~ 

----ー-
1N屯-aβmi:N

ke:iN (返る) ke:SUN (返す) ke: 

--------
ke:・βmi:N

uti:N (落ちる) utUSUN (落とす) Ulu 

ミミ三
utu-jimi:N 

ukijUN (起きる) UkUSUN (起こす) uku uku-jimi:N 

[表 2]有対自動詞から使役動調を派生させた場合

他動詞 |自動詞 |語根 |第一使役 |第二使役

sumi:N (染める) I sumaiN (染まる)

n勾 aSUN(流す) In勾 e:山(流れる)

UkUSUN (起こす)I ukijUN (起きる)

1 ・11sumlr-aSUN I -

nage:r・aSUNI n勾e:r・aρmi:N

ukir-aSUN I -・12

[表 3]無対他動詞から使役動調を派生させた場合

他動詞

numUN (飲む)

luiN (取る)

1fukuiN (作る)

空日SUN(干す)

.11 未確認。

・12未確認。

語根

num 

tur 

1fukur 

L中u

第一使役 第二使役

num・aSUN num-ajimi:N 

tur-asUN tuトaρmi:N

1fukur-asuN !fukur-ajimi :N 

---下三 φu-jimi:N 
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[表 4]無対自動詞から使役動詞を派生させた場合

自動詞 語根 第一使役 第二使役

atU'UN (歩く) akk akk・aSUN akk・aJimi:N

tafuN (立つ) tat tat-asUN tat-aρmi:N 

mo:iN (舞う) mo:r 町lo:r-aSUN mo:r・aJimi:N

fU:N (来る) ku:r ku:r-aSUN ku:r-aβmi:N 

4.使役動闘の派生と使役文があらわす意味構造

第一使役を派生できるタイプとできないタイプとでは、使役動詞を述語にした

時に使役文の実現する意味が異なる。第一使役を派生できるタイプの原動調から

それぞれの使役動詞を派生させた場合、第一使役を述語にすえた時、動作の生じ

るきっかけ・13が主語の使役主体にあることをあらわし、使役文は〈指令〉あるい

は〈強制〉の意味を実現する傾向にある。第二使役を述穏にすえた時、動作の生

じるきっかけが補語の動作主体にあることをあらわし、使役文は(許可〉あるい

は〈放任〉の意味を実現する傾向にある。一方、第一使役を派生することができ

ないタイプの原動詞から第二使役を派生させた場合、本来なら第一使役が実現す

る〈指令〉を第二使役を述語にもつ文があらわすことができる。このように、使

役動調の派生の制限は、使役文の実現する意味にも違いをもたらすのである。以

下、表や文において、(指令)は(強制・指令)、〈許可〉は〈許可・放任〉をあら

わすことを示している。

[表 5]使役動詞の派生の制限と使役文が実現する意味

原動調 第一使役 第二使役

warリUN waJUN war-aSUN war-aJimi:N 

(割れる) (割る) 〈指令〉 〈許可〉

utリUN UtUSUN utu-Jimi:N 

(落ちる) (落とす) 〈指令) (許可〉

.13動作のきっかけが使役主体と動作主体のどちらにあるかの分類の判断の基準は、
佐藤里美(1986)に依拠する。佐藤は、『動作の源泉Jが使役主体にある場合、 f使役主
体のなんらかのうごき(はたらきかけ)がなければ、動作主体の動作そのものが生じ

えない。jと述べ、『動作の源泉jが動作主体にある場合、「動作主体の主体的な意志、
欲求のなかに動作が生じるもと(源泉)があるのだが、使役文をもちいて、使役主体
がひきおこしたかのように表現することができる。Jと述べる。佐藤の「動作の源泉J
を本稿では早津(2007)にならい「動作の生じるきっかけJと呼んでいる。
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第一使役を派生するタイプ

7) taNme:=ja taro:=Nkai tamuN 主主主血旦・ (指令〉

祖父=は 太郎=に 薪を 割らせた。

8) warabi=nu sakkwi: so:takutu. kusui numaSUN. (指令〉

子ども=が咳を していたので、薬を 飲ませる。

9) warabi=ga tamuN watimibusaN=di 7ju:kara uka:saN=di umutajiga 

子ども=が薪を割ってみたい=と 言うので、危ない=と 思ったが

ta:ri:=ja warabi=Nkai tamuN ~ara_nmitaN. (許可〉

父=は 子ども=に 薪を盟主主主。

10) jatUi:=ga saki numibusaso:takutu. uφo:ku rlumalimi:N. (許可〉

兄=が 酒を飲みたそうにしているから、たくさん盤主主ゑ。

第一使役を派生しないタイプ

11) jatUi:=ga uttu=Nkai ki:=nu nai !!tulimitaN. (指令〉

兄=が 弟=に 木=の 実を落とさせた。

12) baNjiru:=ga kamibusa=J1Ui ηu:gutu.吋a:寸a warabi:=Nkai 

グァパ=が食べたし、=と言うので、母=は 子ども=に

mi: utulimitaN. (許可〉

実を落とさせた。

なお、主体の意志性のある動きをあらわす無対自動詞 attfuN(歩く)からも第

一使役 akkasuNと、第二使役 akkajimi:Nをそれぞれ派生させることができる。こ

の自動詞使役文は、補語に位置する客体(人)に働きかけて、位置変化を惹き起

こすことをあらわす。第一使役が述語になると〈強制〉ゃく指令〉の意味を実現

し、第二使役が述穏になると〈許可)や(放任〉の意味を実現する。

attfuN (歩く)

匿三国 匹笠到
→akk-asuN 

(指令〉

akk-ajimi:N 

<a午可〉
13) hanako: warabi kuruma=Nkai nujiraNgutu ja:=madi 坐担色旦・

花子は子供を車=に のせないで、 家=まで盆主主主。〈指令〉

14) taro:=ga du:tfui=ji aUibusaN=Ui i!fakutu taro: du:tfui ~kkalimitaN. 

太郎=は一人=で 歩きたい=と言ったので、太郎を一人で盆主主主。〈許

可〉

5.他動闘と使役動飼

有対自動詞7Nd;si:N(出る)を述語にすえた自動詞文は、物が主体になることも、
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人が主体になることもできる。接尾辞 aSUNを後接させた他動詞1N<s・aSUNが述語

になると、対格の物名詞を補語にすえた場合、客体(物)にはたらきかけて、位

置変化させることをあらわす他動詞文になる。一方、対格の人名問を補語にすえ

た場合、補語にあらわれる人は、主体からのはたらきかけを受ける客体であると

同時に位置変化をおこす主体でもあり、使役動詞とおなじ二重性をもっていて、

使役性をもっとみなせる。ただし、客体が与格ではなく対格である点が他動調的

であり、人を補語にすえ 1N屯aSUNは他動使役的な動調といえる。他動性と使役

性はとけあっており、深い関係をもっていることがわかる。

IS) 主~x~m.'.9.l! tfu:fa<so;kara 包虫i:N.

喪主主1 駐車場=から 且.2.。 (自動翻文)

16) hanako=qa kuruma 1Ndz儲 UN.

草孟=が 裏.を 出主。 (他動調文)

17) 色盟盟主 ro:ka=Nkai 担虫i:N.

生徒=が廊下=に 且..2.。 (自動詞文)

18) 0011:=9a 色旦 ro:ka=Nkai 1N4~aSUN. 

盆生=が 集箆ゑ 廊下=に 出主。 (他動使役文)

。人が直接対象 匿三国 悌二使役|

1N<si:N (出る・自)

1N<s・aSUN(出す・他動使役) →x 1N屯-ajimi:N

。物が直接対象 医ヨ盟
1N<si:N (出る・自)

1N<s・aSUN(出す・他) →x 1N<s・ajimi:N

〈指令) (許可〉

述語に第二使役があらわれ、人が直接対象として補語にあらわれるもの

o (間接※指令〉の文

19) hanako=ga jiJlji:=ni ija:ni taro: ro:ka=Nkai lN~anmitaN. 

花子=が 先生=に言って太郎をろうか=に 血主主主。

o (間接※許可〉の文

20)吋a:寸a uUu=Nkai ija:ni taro: 中uka=Nkai 1N~anmitaN. 

母=は妹=に 言って 太郎を外=に 単主主主。

[悪いことをした太郎が倉に閉じ込められていて、かわいそうに思った妹が母に太郎

. 123・



を出してあげてもいいか聞いたとき]

有対自動詞 ukijUN (起きる)を述語にすえた自動詞文は、人間の無意志的な心

理的、生理的な現象をさししめす。有対他動詞 UkUSUN(起こす)を述語にすえた

他動調文の場合、主語にあらわれる人聞が補語にあらわれる人間に働きかけて、

心理的、生理的な現象(変化)を惹き起こさせることをあらわし、使役性をもっ。

つまり、他動調 UkUSUNは他動使役的な動詞である。 ukijUNとUkUSUNはどちらか

ら派生したのか不明な自他動調であるが、 UkUSUNから*ukaSUNや*ukusaSUNのよ

うな第一使役を派生させることはない。これは、使役性をもっ他動詞 UkUSUNが

使役動調としての役割も担っているため、第一使役を派生させる必要がなかった

と考えることができる。また、第二使役 ukujimi:Nを述語にすえた時、出来事の

参加者が増加することを示す。したがって、第一使役を派生させることができな

い s語幹末動詞の他動詞における S酬は、第一使役の派生接尾辞-aSUNと閉じも

のであるとみなせる。

UkUSUN (起こす・他動使役)

↑↓ 

ukijUN (起きる・自)

x N
 

一弛一

.m

Z
恨

-nr

=
ニ
ト

-信

Z
K

F

同
問
』

U

匿ヨ盟

21) 山
早

川忠が一

山
一
生 (自動詞文)

22) ，i!!且ζ9! 虫但

A二五 差去二

23)副主31!. !aro:=Nkai 思虫

草草i本血豆♀ 道五二

E担盟~.I *ukujimi:N 

藍よ主。(他動使役文)

ukufimi:N. 

起こさせる。(第二使役)

6. 自動嗣使役文と他動飼文{主体動作客体変化動飼}

有対自動詞の中には、自動調使役文が派生できるタイプがある。主体動作客体

変化動詞に分類される他動詞と対をなす有対他動詞 sumijuN(染める)からは、

有対自動詞 sum-ajuN(染まる)を派生させることができる。また、 sumajuNを述

語にした自動詞文を内に含んで派生した自動詞使役文が存在し、この自動詞使役

文の述語には、自動調の第一使役 sumar・出UNがあらわれる。 sumar踊 UNを述語

にすえた使役文は、主語に位置する使役主体が補語に位置する客体の変化をさま

たげず、なすがままにすることをあらわす〈放任)の文である(22)。この時、他

動詞文と自動詞使役文は、主体の客体に対する働きかけに焦点がおかれるか、客

体の変化に焦点がおかれるかで異なる。
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匿三国 |第二使役|

sumijuN (そめる・他) →sumir-asUN (指令〉 →sumir-ajimi:N (許可〉

sum-吋UN(そまる・自) →sumar-aSUN (放任〉

24) ，i，~[~三!!~. ~iUN. 

糸=が 主主主与。 (自動詞文)

25) 1Nme:=ga !H[~:. sumarasUN. 

m母=が 議定 法ま長せ盃。 (自動調使役文)

[祖母が、染料の中に糸をしばらくの聞入れて染めた時]

26) 蛍笠.:.9! !万民 担旦出旦・

量設i ゑ宏. 塾生五，0 (他動銅文)

27) 1Nme:=ga aja:=Nka! nara:!fi !':.[~.~...!umirasu~.~也・第一使役・〈指令) I 
韮墨三基盤討三 教えて、会.玄染めさせる。

28) 1)1me:=ga aja:=n! nara:#l J.:.(~; ~umiralìmita[11". ~也・第二使役・〈許可) I 
邑畠三五最当三 教えて、表.生.染めさせた。

[おかあさんが教えてほしいとたのんで、糸を染めたとき]

有対他動詞の場合に第一使役が派生できないタイプの例もあげておく。次の有

対自動詞 nage:ri:N(流れる)からは状況が許せば第一使役も第二使役も派生させ

ることができる。自動詞使役文は、事態をなすがままにさせる(放任〉の文を含

みこんでおり、使役主体や間接的な使役主体はその事態に関与する存在としてあ

らわれている。

nag-asuN (流す・他)

↑ 

nage:ri:N (流れる・自)

0他動詞文

匿三国
x 

→nage:r-asUN 

〈放任〉

29) hanako:=ga mi也i旦盟笠旦旦・

花子=が 水を 遮主。

O他動調使役文・第二使役が述語・{指令〉の文

30)吋a:=ga hanako:=Nkai mi<6i!!aaalimi:N. 
母=が 花子=に 水を盗主主ゑ。

O他動詞使役文・第二使役が述語・(許可〉の文

悌二使役|

→nag-ajimi:N 

(指令) (許可〉

→nage:r・ajimi:N

(指令) (許可〉

31) hanako:=ga aja:=Nkai mi喝i nage:ra#l jimumi=Ndi !fi1fakutu 
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花子=が 母=に 水を流していいか=と

aja:寸a hanako:=Nkai mi喝i naQajimitaN. 

母=は 花子=に 水を並主主主p

O自動詞文

32) mi喝jnu 盟巴足型・

水=が盗il.2.。

O自動詞使役文・第一使役が述語・(放任〉の文

33) N:~u=nu ki:=nu 中a: tuti mi~i !!aQe:rasuN. 

聞いてきたので、

構=の 木=の葉をとって水を 流れさせる。

O自動詞使役文・第二使役が述語・(指令→放任〉の文

34) aja:=ga hanako:=Nkai ija:ni N:屯u=nuφa: tuja:ni 

母=が 花子=に いって、構=の葉をとって

mi~i !!aoe:rafimitaN. 

水を流れさせた。

0自動調使役文・第二使役が述語・(許可→放任)の文

35) kokudoko:tsu:fo:=nu jurusa:ni ko:屯iN tU"u=Nkai ka:ra=nu 

国土交通省=が 許して、 工事の人=に )11=の

mi~i !!aoe:rafimitaN. 

水を 流れさせた。

人が主体になる有対自動詞 ukijUNからも、自動詞の第一使役 ukir-as酬を派生

することができる。 ukirasuNを述語にすえた自動詞使役文は、客体にあらわれる

動作主体に動作の発端があり、その事態をなすがままにすることによって使役主

体が出来事に関与する〈放任〉の文である(27)。このように、主体変化動詞の有

対自動調から派生させた第一使役が、自動詞使役文においてく放任〉の意味を実

現し、それに対して、有対他動詞を述語にすえた他動使役文が動作の発端が使役

主体にある(強制〉の意味を実現する。

匿ヨ国 医三回
UkUSUN (起こす・他動使役) → x →uku-jimi:N 

↑l 
ukijUN (起きる・自) →ukirasuN 

〈放任)

36) 目1旦=盟主 些出旦・

通説i 草主主。 (自動調文)

37)己記ζs! 旦1旦 些些旦N.

基呈ミ 差玄 藍孟主。 (他動使役文、第一使役)
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38) !ia:=ia taro: du:kuru 旦包旦皇N.

畠亘主 主盟主 自分で 起きさせた。(自動詞使役文)

39)副主3呈 taro:=Nka! .i!出i uku日mitaN・

昼三迫i 率車三込お兄ちゃんを 起こさせた。(他・第二使役)

7. 聞鰻的な使役文

また、首里方言には、第二使役動詞派生接尾辞・(a)βmi:Nに第一使役動調派生接

尾辞・(a)suNを後接させた・(a)jimirasuN形式が存在する。この形式は使役文を内に

含んで派生した間接的な使役文の述語に用いられる。

40) taru:=ga hanako:=Nkai kusui numasuN. (指令〉

(使役主体) (使役あい手)

太郎=が 花子=に 薬を 飲ませる。

41) <siru:=ga taru:=ni hanako:=Nkai kusui numa(1mir邸 UN.

(使役主体) (使役あい手) (動作客体=動作主体) 〈指令→強制・指令〉

(使役主体) (使役あい手)

次郎=が 太郎=に(言って)花子=に 薬を盤ま{さ}せる。

上述したように、他動飼派生接尾辞-asuNを後接させた他動詞に同音形式の使

役派生接尾辞-asuNを重ねることはできない。同音形式の形態素を続けることを

避ける傾向にある。このことと関わって、第一使役動詞に ajimi:N使役動調を後

接させた形式や第一使役や第二使役動詞をそれぞれ重ねた形式などは存在しない。

8.先行研究に見る他の琉疎簡略屈の他動飼と使役動飼

琉球語における他動詞や使役動詞についての詳しい研究は少ないが、首里方言

と閉じ北琉球語群に属する沖縄島北部の今帰仁方言(島袋幸子 2009)、そして、

南琉球語群に属する石垣方雷(かりまたしげひさ・島袋幸子 2011)の報告がある。

これら首里方言以外の他の琉球語諸語においても、他動詞と使役動調の派生接尾

辞は同じものであることを示す指摘とデータを提示することができる。以下、簡

単にではあるが述べる。

今帰仁方言は首里方言と閉じ沖縄島方言に属する。島袋(2009)によると、今帰

仁謝名方言の使役動詞派生接尾辞には-a(:)suN、-a(:)ρmiruN、.jimiruN、-jimirasuN

が存在する。このうち・ρmiruN、-jimirぉUNが後接する使役動詞は rSUN (する)

および、基本語幹末の子音が sの動詞にかぎられJており、その制限は首里方言

の第二使役派生接尾辞・βmi:Nと共通する。また、有対他動詞 UtUSUN(落とす)や

無対他動詞 tuba:SUN(飛ばす)のような s語幹末動綱に第一使役相当の・a(:)SUN
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が後接できないことについて、第一使役相当の-a(:)SUNとs語幹末動詞の UtUSUN

(落とす)や tuba:SUN(飛ばす)の-a:SUNは「起源的に同じものであり J、動開 rSUN 
(する)に起源をもつものである可能性があJって、このことと関連している可

能性があると指摘している。閉じ沖縄島の方言に属する首里方言でも、有対他動

調 UtUSUN(落とす)から第一使役を派生することができない理由として、有対他

動詞 utUSUNの・SUNは第一使役を派生させる接尾辞・aSUNと閉じものであるからと

説明できる。

かりまた・島袋(2011)によると、五星乏亘の使役動調派生接尾辞には、 -asiN、

・(as)imi(ru)Nがある。前者が首里方言の第一使役派生接尾辞に相当し、後者が第

二使役派生接尾辞に相当する。ここでも、自動詞から他動調を派生させる接尾辞

は第一使役と同形式の-asiNであり、他動調派生接尾辞-asiNが後接した他動詞は、

第一使役をもたないとされる・14。このことについて、かりまた (2011)は f自動

詞語根から他動詞を派生させる接尾辞-asiN と第一使役動詞を派生させる接尾辞

-asiNとは、閉じものであるからではないだろうか」と指摘し、「そのことが ugasiN

(動かす)、 mudusiN(戻す)のような、他動詞としての用法と使役動飼としての

用法をもっ多義的な形式の存在の説明を可能にするj と述べる。

9. 館館

本稿では、使役構文の特徴や自他動詞の形態論的な派生の観点からその特徴の

記述を試み、首里方言では形態論的な方法による他動詞化がよく行われているこ

とを述べた。この他動調化の傾向は、 Nicholsの述べるように現代日本語とも共

通している。ただし、 3項以降で指摘しているように首里方言には使役動詞派生

接尾辞が 2つ存在しており、また、使役文を内にふくんで派生させた間接的な使

役文の述語にあらわれる専用形式が存在する。この点で現代日本語とは大きく異

なる。首里方言が現代日本語以上に他動詞化が発展している言語だとすれば、自

他動詞の形態論的な派生関係や使役・受動・可能文のようなヴォイス構文のなか

でその実態を捉えていく必要がある。今回は、大ざっぱな概要を示すことしかで

きなかった。

また、 3項以降では、使役文の特徴を述べながら、使役動詞の派生の制限とそ

れに伴う使役文の実現する意味の違いから、他動詞派生接尾辞と使役動閥派生接

尾辞が同じものであると主張した。他動調と使役動詞の派生には制限が存在し、

*14石垣方言の場合、 -aSINを後接させて派生した他動詞以外にも、第E変化励調(長

語尾と短語尾の二つの形式をもっ動詞)からは有対、無対、自動詞、他動飼にかかわ

らず第一使役をつくることができない。この理由は明らかにされておらず、派生の制

限にともなう使役文の実現する意味についても述べられていない。
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-出UNを後接させて派生した有対他動調からは、 -aSUNをさらに後接させて第一使

役を派生させることができない。また、第一使役を述語にすえた使役文は〈強制・

指令〉の意味を実現し、第二使役派生接尾辞・ajimi:Nを述語にすえた使役文は{許

可・放任〉の意味を実現する。しかし、上記の派生の制限に伴って、第一使役が

派生できない場合は第二使役を述語にすえた使役文が〈許可・放任〉の他に、本

来第一使役が実現する〈強制・指令〉の意味も担う。

また、 1N43asUN(出す)のように他動詞と使役動調の両方で用いられる動詞が

あることを述べ、首里方言における他動飼と使役動詞の連続性についてみた。そ

して、他動詞と対をなす自動詞から使役動調を派生させた場合、〈放任〉の意味を

実現することがあるが、これは、対をなす他動飼文と関連していることを説明し

た。さらに、他の琉球語甜語についての先行研究もみながら、首里方言の他動調

派生接尾辞と第一使役動詞派生接尾辞は閉じものであると結論づけた。それは、

首里方言の現象からも、島袋 (2009)が指摘するように動調「するJに起源する

ものである可能性がある。

(とうやま・なな 琉球大学大学院博士後期/日本学術振興会特別研究員 (DC))
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