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言語文化研究紀要 SCRIPSIMUSNo.25.2016

沖縄ことばのモダリティ標識「しょうね」の一考察 1

宮平勝行

沖縄の話しことばの表現形式のひとつに発話末尾に現れる「しょうねjがあ

る。例えば.友だちとおしゃべりをしていて，遅くなったことに気づいて.rも
う帰ろうねJ(rもう帰りますねJ)というふうに用いる。あるいは訪れた友人

宅を発つ際に目の前に置かれた茶菓子を見ながら「孫に少し持っていこうねJ

(r孫に少し持って帰りますねJ)と言ったり.病院の受付カウンターで看護師

が応対中の相手に「保健手帳あずかりましょうねJ(r保健手帳お預かりしてよ

ろしいですかJ)といった形式でJ1Jいる。こうした表現形式は世代を問わず現

在でも広く使われており.一見すると標準日本語と変わらない表現でありなが

ら，モダリティの側面で、大きく異なっている。つまり対話において話し手がど

のような心的態度で聞き手に接しているのかという点で異なるのであるo 対話

のモダリテイの視点から見ると.この沖縄ことばの変異形は沖縄本島の中南部

地域に固有な表現形式である。

日本語と沖縄語(ウチナーグチ)が接触することによって生じたこの表現形

式は.どのような経緯を経て形成されたのかを本稿ではまず紹介しその上で.

このモダリティ標識の用法とその問有性を標準日本語のm法と比較しながら分

析する。モダリテイの理論に照らして.話し手と聞き手のどのような心的態度

と問主観的認識が認められる時に「しょうね」はmいられるのか検証する。

目頭でmいた rill'縄ことばjとは.明治以降急速に進んだ同化政策のもとで.

沖縄本島の中南部で話されていたウチナーグチ(沖縄語)が標準日本語に接触

することによって生じた言語変種の総称として本稿では用いている。 1879 

年に琉球滞を廃して沖縄県を置いて以降.ウチナーグチを基層諸として日本語

を学んだ人々が話す言語変種を屋比久 (1987)はウチナーヤマトゥグチ(沖縄

大和語)と呼び.後の世代で標準認を母語として習得した人々が用いるヤマトゥ

ウチナーグチ(大和沖縄語)と区別している。いずれも音声.形態.語恭.文

法の而で独特な用法が見られ，言語接触がもたらす固有な「言語作品jとして
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取り J-_げている。尚江山1(2002)はウチナーグチがわからない世代がウチナー

グチを真似て訴す独特なことばにウチナースラングという名称を充てているc

さらに.様々な接触百，i苦の~a'i!~~に 1m らして沖縄ことばの適正な分知を検証した

ロング (2010)は.ウチナーヤマトゥグチは既存のどの接触言語の類型にも該

当しない悶有の言語変種であるという結論に主り.新しく「二起点接触言語J
という名称を提唱している。このように様々な名称で親しまれている沖縄の地

域言語であるが， fしょうねjの発話末形式は陛代を越えて受け継がれている。

したがって本航では.ウチナーヤマトゥグチからヤマトゥウチナーグチという

ふうに推移した一連の言語変種に共通する特徴を悦びたことばをウチナーグチ

と区別するために沖縄ことばと名付けることにする。 沖縄本島の中南部地域で

砕らす人々の IJ常の生活に根ざした弓語共l'iJ体の話しことばであるc

1.モダリティ標識「しょうね」の意味と用法

沖縄ことば「しょうね」の悶有な窓味と刑法は，ウチナーグチを母語とする

人々が日本語を学ぶ過程でほ請の~F~Jþ を受けて生起したものである q もとも

とウチナーグチを母語とする相.父付:の世代が孫の和年層 111:代とコミュニケー

ションを交わすときに共通話を使おうと努力したところから生まれた表現法

であり，若年1Mもその影響を受けて次のように言うことがある(内問 2011.p・

107)0 

ウチナーグチ i中純ことば 標準日本語

(1) イジカーイィ 行ってこようねc 行ってくるね。

(2) イジキャーピラ 行ってきましょうねり 行ってきますね。

同様に，rもう帰りましょうねJf伝えてきましょうねJf買ってきましょうねJf見
てきましょうね」など.世代を問わず広く 111いられている。内問 (2011)によ

ると.ウチナーグチでは自分が何かをする場合でも， fしよう」の意味を去す

志向形(立志形)をJlJ1"、る。したがって上記(1 )のように目下の者に伸一jかつ

て「行ってくるねJと汚う場合は「イジカーイイー」となり， 目.卜.の人に丁寧

に言う場合は「イジキャーピラ」となる (p.107)口これらの基府沖縄認の干

渉を受け産出されたのが上の(1 )と(2 )であるり内問 (2011)は.この形
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式は無意識的に話し手が相手の同意を得ょうとしている表れであり.自他を区

別しながらもなお自他を超えた一体化・同一化志向に基づいた表現であると述

べている (p.106)。終助詞「ね」は.野田 (2002)が示すとおり.聞き手の

知識や意向との一致を問うはたらきや話し手自身の記憶や結論との一致を示す

はたらきがある。沖縄ことばにおいて.ウチナーグチ由来の文末詞と終助詞「ね」

が共起するのは. I無意識に話し手が相手の同意を得ょう」とする意志の表れ

であると言える。

!豆比久 (1987)も別の例を取り上げて同様の点を指摘している。

(3) グプリーサピラ お先に失礼しましょうね。 お先に失礼します。

「失礼します」に該当するウチナーグチの「グプリーサピラJが転移した表現

であるが. I英語の“May1 be excl1sed?"“W ould you excuse me?"に類似し

て相手に自分の行動に対する同意を求める気持ちが感じられる」と述べてい

る (pp.294-5)。英語表現と比較することによって.モダリティ標識(ここで

はmayとwouldの法助動詞)の役割が前景化されることで.表層の統語構造

では判別がつかない日本語と沖縄ことばで!日いられる「しょうね」の語用論的

立味の差異は.モダリティに依拠するものであると推定できる。標準日本語に

おいて「帰ろう jや「帰りましょう」という表現の動作主は聞き手を含むこと

が前提となることが多く.誘いかけの表現としてとらえられる。一方で.同様

の表現に終助詞の「ね」を加えた沖純ことばの表現は.話し手のな志を伝える

表現であり.動作主は話し手のみである。屋比久(1987)では日本請がウチナー

グチに取って替わる過程で、生じた言語干渉の産物だけでなく.それと同時に生

み出された様々な「言荷作品jもjl!1純ことばに含めている。モダリティ形式「し

ょうねJの形成についても.単にウチナーグチの干渉というだけでなく.対話

というインタラクションの現場-でウチナーグチという言語コードを活用して多

様な語用論的創作が行われている可能性がある。

いったいこのような創作はどのようにしてもたらされたのだろうか。 jlt縄こ

とばの発話末形式「しょうね」のモダリティを標準日本語と比較・対照し様々

な観点からその種類と適切性を検証してみる D まずモダリテイ論を概観した上

で， Iしょうね」をその構成要素に分けてみる。

-127-



2.モダリティ論

モダリティJ!I!論や研究手法は多様である(例えば黒沌 2005. 十.岐 2012を参

!!日)。そうした巾で.本稿の理論的基盤を ~VJ らかにするために.モダリテイの

定義や分類法について瞥見しておく G 一般的にモダリティとは.文や発話の命

題や(言語) ~J~象をその話者(そして聞き子)との関係において限定するのに

!日いられる文法カテゴリーのことである。例えば.仁111(2010)は次のように

述べている。<モダリテイ>とは.現実との関わりにおける.発話i時の話し手

の立場からした.言表事態に対する把握のし方.およびそれらについての話し

手の発話・伝達態度のあり方の表し分けに関する文法的表現である (p.18)。

ここでモダリティは.三表:~JHl.~ (発i活内の命題及び事象)を取り巻く言表態度

としてとらえられており， (1)発話伝述のモダリティと (2)事態めあての

モダリティに分類されている。発話に対して発目前者自身がどのような心的態度

で命題(あるいは事象)を提示しているのかを示す。

命題と事象の違いについては. Palmer (2001)のモダリティ類型が分かりや

すい。まず，叙述内容が命題か事象かによって命題的モダリティ (Propositional

moda1ity) と事象的モダリティ (Eventmodality)の二つに)(7JIJしている。命

題とは一定の時制を擁し.真偽判断が可能な確討文で‘ある。そして命題的モダ

リティとは，命題の真偽あるいは現実性に対するi活者の態度を示す文法カテゴ

リーとなるc 一方で事象とは.潜在的に起こりうる可能性のある事例の叙述で

あり. I時制を有しておらず.真偽が定まらない~I:確言文である。したがって.

事象的モダリティとは今後起こりうる可能性のある事-象に対する話者の態度を

指標するモダリティである口

こうした視点に対して言表事態の認識のあり方に注目したモダリティ論もあ

る口日本語と英語のモダリティの対照研究を行った黒沌 (2005)によると.モ

ダリティは「現尖世界をありのままに叙述するのではなく.そうあるべき世界

を模索したり，そうだと思われる世界を想像したりするのにrlJ" 'られるもの」

である (p.10)。つまり.非現実世界を表す発話の叙述内容を発話者がどのよ

うに認識しているかを示す様々な言語指標である。同様に.英語と日本語のモ

-128-



ダリティ研究を踏まえて，津田(2006)はモダリティを次のように定義している。

モダリティとは.事柄(すなわち.状況・世界)に関して.たんにそれ

がある(もしくは呉である)と述べるのではなく.どのようにあるのか，

あるいは.あるべきなのかということを表したり.その事柄に対する知

覚や感慨を表したりする意味論的なカテゴリーである。 (p.2)

両者に共通する視点は.ことばを介して表象される現実|世界と非現実世界を発

話者がどのように認識しているかにi主目している点である。現に津田 (2012)

は.モダリティ研究を(1) r非現実性」あるいは「非現実世界J(“irrealis" ) 

の概念に基づくもの. (2) i非確言性J(non-assertion) を軸としたもの，そ

して(3) r主観的態度」の概念に基づくものに分類している。モダリティの

根源的機能 (rootuse)は，事柄を(非)現実世界および(非)確言性との関

係において捉えるという点にあると言える。そうすることによって話し手は副

次的に自らの主観性と心的態度を表すことができ.聞き手にどのような態度で

接しているのか伝達することができるのである。

これら以外にもモダリティは様々な観点から分析がなされてきた。先般.

Journal of Pragmatics誌上で特集を組んだCornillie& Pietrandrea (2012)は.

モダリティ研究を次の 4つの代表的な見地に分類している (p.2109)。どの見

地に立っかによっておのずと研究方法も異なってくる。

1.モダリティとは発話者が自分自身の発話の命題にどのような態度で接し

ているかを示すカテゴリーである。

2.モダリティとは発話の事実性・確言性 (factuality) を限定するもので

ある。

3.モダリティとは可能性(実現性)と必然性の対比に関することである。

4.モダリティは話者の主観性を表す。

当初.それぞれ独立した存在として捉えられた 4つのアプローチであるが.深

層部では相互に連結したモダリテイの統一体を成している。

さらに.近年.モダリティは対話という相互行為(インタラクシヨン)にお

いて話し手の立場(スタンス)を表す指標として注目されるようになった。聞

き手めあての文末詞(安達 2002:宮崎 2002.2012)など.聞き手と話し手のイ
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ンタラクションを想定したときにのみm~、られるモダリティ標識の機能が明ら

かになってきたからである口例えば.述同しに助けを依頼したい時に英語で

下erhaps.you wanna help me?" (Cornillie & Pietrandrea. 2012. p. 2111) と蓋

然性を示す法副詞 (perhaps)のモダリティを用いることがある055J故のモダ

リティを介して話朽-の主在Jlを述べる形式を取りながら.聞き手への依頼の伝達

を可能にするモダリティである。会話の展開の111で捉えないと適切な解釈が見

込めないような場合があることがわかる u また • Portner (2009)は.会話の

述鎖構造の1+'で前の発話のモダリティがその次の発話の諦月j論的解釈を規定す

る現象(助動詞の従属化.modal subordination) を指摘している。英請の例

を学げると. "John might go to the store. He should buy some fruit."という

発請において.二つ日の発請は一つnの発I訴のモダリティに従属する形で.rお
応に行くようだ‘ったらジョンはフルーツを目うべきだ」となる (p.8)。

したがって.モダリティは.時前IJ.十11.態.法といった文法カテゴリーだけでなく，

法助動詞.法制制.助詞.文末剖など様々な形態で示されることになるノモダ

リティを示す機能を担っているこのような項日を本稿ではまとめてモダリテイ

標織 (modalitymarker) と11手ぶことにする。モダリティ標識について.近年

盛んに対照研究が行われたことにより.言語聞の呉同や多様性が明らかになっ

てきている (Cuenca& Marin. 2012; Mithun. 2012:井上 2012. 尾上 2001.黒滝

2005)。本稿では.法助動fliiJr (よ)う」と終助詞「ね」の組み合わせを一種の

複合モダリティ標識と位置づけ.標準日本語とill'純ことばを比較対照しながら

その機能を分析する u

3. 談話資料

沖縄ことばのデータは.ill'縄オバァ研究会によって発行された沖縄オパァ列

伝シリーズ o沖縄オバァ列伝lrオノfァのl喝!続・沖縄オパァ列伝.1W沖縄オパア

のあっぱれ人生指Itjー沖縄オバァゲIJ伝jrill'縄オパァ列伝書外編 オジィの逆

襲Jfill'縄オパァ列μ;r黄金言葉」 オパァの人生指南nに出てくる会話の引

用部分を用いた。 沖縄オパァ研究会にはill'縄生まれの会員も多く.沖縄県外出

身の会員も合めて，いずれも長年iljl縄で特らし，事It~在活動を続けてきた人々で

-130一



ある。シリーズ最初の出版である f沖縄オパァ列伝jには 13人の執筆者が参

加しているが.版を重ねるごとに明えJ沖縄オパァ列伝番外編 オジィの逆襲J

では 22人が執筆している。 沖縄で、オパア.オジィという愛称で親しまれてい

る高齢者を描写したエッセイ集であるため 沖縄ことばの発言・も豊官に出てく

る。

これらに加えて演劇集団 FECの舞台「お笑い米軍基地」シリーズやメンバー

の小波津正光が書いたエッセイ集『まーちゃんのお笑いニュース道場Jからデー

タを収集した。さらに小波津が脚本・演出を担当した RBCiラジオ・スペシャ

ル40周年記念特別ラジオドラマ r40才のタンカーユーエー，]3のトランス

クリプトをデータに加えた。その他.新聞記事や筆者が沖縄在住の大学生を対

象に行ったグループ活動の自然会話の一部も参照した。

4. r--しょうねJの構成要素と}司法

複合モダリティ標識「しょうね」は次の要素で構成されている。基本形の「し

ょうね」に加えて.丁寧形として「しましょうねJがあるc

~しょうね スル (ヨ)ウ ネ

(動調) (モダリテイ標識) (対話僻 4)

ウチナーヤマトゥグチのテンス.アスペクト，ムード体系を調査した高江洲

(2002，2004)はその岡有なm法を詳細に報告している。そこから本稿では「し

ょうね」に関連する部分だけを紹介する。

4.1高江洲 (2002，2004) 

標準日本語でもウチナーヤマトゥグチでも基本的に「しようJは主語が l人

称の場合は話し手のく意志>を表し， 1・2人称の場合には勧誘(誘いかけ)

を表す。ただし.この基本的な刑法に加えてウチナーヤマトゥグチでは，主語

が l人称の場合で"iii号し手の動作が聞き手の了解，許可を必要とする場合は.聞

き手に対する話し手のく要求>を伝達することもできる。

(4)だ一.僕もたベよニ(どら.僕もちょうだい[食べさせてい
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(5)このペン もらおー(このペンちょうだいc)

(6) あんたのものにも名前書iニ(あなたの物にも名前を舎かせて。)

そして，このく要-求>を表す「しよう」に「ねJが付加lされると.ウチナーヤ

マトゥグチでは勧誘・誘いかけではなく.話し手自身の意志(行動)を聞き手

にく確認・念~Ifl し>するすることができる。

(7) お菓子 食べよ-)~主くお菓子食べるね。>

(8) 屯話かりJ:-)主く電話借りるねc>
(9) あんたが かいたの みてみ主之主口くあなたがかいたの見てみるね。>

「お菓子食べようねJというのは聞き手にお菓子を要求するというよりも.話

し手が食べるという行為を実行することを聞き手にく念押し>することにな

る。このような場合，際準日本語では聞き手が話し手の行動を既に了解してい

る場合には「しますねjとし寸形式を用いることができるが.了解していない

場合は「しでもいいですか」という尋ねる表現にするのが一般的である。

(10) 屯話かりますねc (聞き手が了解している場合)

(11) 屯話かりでもいいですか口(聞き手が了解していない場合)

聞き手の了解が符られていない場合だと，たとえ r寧な形式で「電話かりましょ

うねj と言っても. i電話かりてもいいですかJに比べると強引さゃなれなれ

しさを感じさせることがある。

しかしながら，このγ準形の「しましょうねJは公の場でも割りと頻繁に使

用される。

(12) 保健手帳かえしましょうね。([病院の受付でl保健手帳を返します

ね。)

(13) お皿おさげしましょうね。([レストランでウエイ卜レスが]お1slぉ

さげしますね口)

いずれの例においても，意味の変!民は基li'1語であるilll純語の構造にと層請で

ある日本語の語裁を当てはめたために生じた結果である。したがって表層では

同ーの形式であっても.発話伝述のモダリテイは全く異なるものとなっている。

その結果• iしょうねj発言が思わぬ誤解.を生むこともあるc まず.標準

日本語では次のような状況で「帰ろうね」を使mすることはできない(宮崎
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2002， p. 16)。

(14) A:あ，もう 10時だ。遅くなっちゃたね。

B:ほんとだ、ね。そろそろ|帰ろう/*帰ろうね|

話し手と聞き手の意向が一致すると判断されるときに， rそろそろ帰ろう」と

いうのは勧誘・誘いかけの表現として成り立つが， rそろそろ帰ろうねjは成

り立たない。一方で沖縄ことばでは，同じ状況で「そろそろ帰ろうねJは使用

できる。ただし勧誘・誘いかけのモダリテイではなく.動作主が話者に限ら

れた意思伝達のモダリティ表現として受け止められる点で標準日本語と大きく

異なるのである。同じように，次の発話はことおりの解釈が可能で暖昧性が生

じる。

(15) 6時になったら 帰ろう~J.o

a.6時になったら(いっしょに)帰ろう。(勧誘・誘いかけ)

b.6時になったら(私は)帰るね。(話し手の意志伝達)

a.とb.の使い分けは談話レベルの情報と文脈で判断せざるを得ず，現代i'l'純

ことばの!日法に慣れていない人はこの言い回しをもっぱら誘いかけと誤解して

しまうようである口

尚江洲 (2002，2004)の意志モダリテイの用法を一覧にまとめると次のよう

になる。

人称 モダリテイ 標準日本語 沖縄ことぱ

しよう しようね しよう しょうね

1人称 意志 。 × 。 。
要求・念押し

× × 
。 。

E要求) (念押し)

1 . 2人称 勧誘 。 。 。 。
表 1 rしよう Jと「しょうねJのモダリティ(高江副il2002， 2004をもとに筆者が作成)

5. rしょうね」の比較分析

標準日本語や九州地方の言語変種との接触を経て，沖縄語はウチナーヤマ

トゥグチという接触言語を生み出したが.その一部が今でも継承されている。
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その後， 日本語-を母iiftとして生まれてきたu上代が編み出した独特なヤマトゥウ

チナーグチの表現なども加わり.現在のi'!1縄ことばは阿有なものとなっている。

複合文末モダリティ標識の「しょうねJはそうした岡有な表現のひとつである。

「しようJと「しょうね」について.標準日本語とi111純ことばの問で運用面の

条件がどのように異なるのか.いくつかの視点から次に検証してみる。

5.1 動作主が話し手の場合

沖縄ことばの動調の立志形「しようね」は.ほとんどの場合.動作主は話し

手である。話者の意志を表すという点で、動作主が話者の I人称であるのは当然、

であるとも言えるが.標準日本語の怠志形「しよう jのモダリティが推量>意

志>勧誘という方向で拡張される(黒沌 2005)のにともなって.動作J:も話

者のみでなく.聞き手も含めるように変化した点で異なっている。例えば森川

(1990)は.r (私が).明日から.日記をつけましょう」という例文を取り tげ.

主認が省略された場合においては. !IVJ作とi=.は聞き手を合む場合がほとんどであ

り.話し手のみが動作主であることを示すには j:.認の位置に「私がjと明記す

る必要があるとしている。このように.U本語の助言jの怠志形「しよう」には.

( 1 )話し手を動作主とするものと. (2) 聞き子を合んだ複数の人物を動作主

とするものがある。安達 (2002)は(1 )のタイプをさらにく意志の表出>.

く決定の去明>.く行為のrrlし出>に分制している ο

5.1.1 意志の表出

く意志の表出>は話し手が自分自身の行為を決定したことのみを表現するも

ので.聞き手を必要としない.聞き手めあて性をもたない用法である。例えば，

「その時. r会全1:を辞めよ:iJとふと思ったJなどの独り言や非対話的な用法で

ある。沖縄ことばの「しようね」が.標準H本語の「しよう」と同様に.話し

手の意志を衣すとすれば.この種の川法も存在するはずであるが.今回の資料

には見つからなかった口その理由は.対話昨「ね」が要求する「認識の現場性」

と「聞き手めあで|全J(宮崎 2(02)が独自や心内発話には不適切であるという

点に求めることができる凸つまり.rその時.f会社を辞めよ.iJとふと思ったJ
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という表現には話し手が発話の時点で経験した認識でもなく，聞き手に伝達す

る内容でもないので.対話辞の「ねJが障害をきたすのである。

5.1.2 決定の表明

(16) え一.ねーさん 煮付けね。だー，私はとりあえず.そばもらお

うねー (オパァ p.77)

「しょうね」の代表的な用法は. (16)の例にあるようなく決定の表明〉であ

る。く決定の表明>は話し手がある行為の実行を決断したことをあえて聞き手

に伝えようとするものである(安達 2002)0(16)の例では.話し手が注文す

る料理をそばに決めたことを料理人や同席したねーさん(年上の女性)に伝え.

その tで自分の判断への同意を間接的に求めているモダリテイがその特徴であ

る。この秘の発請は資料の中でも多く見られ. (16)の他に次のような用例が

ある。

(17) 孫に少しもっていこうねえ (オパァ p.25) 

(18) あい!今日は Uさんを先に帰してあげよ之主。トラさんは後でい

いよね.いつも早いから (オジイ p.42)

(19) じゃ.ちょっと出かけてこよ之怠・・・・ (オパァ p.152) 

いずれの例においても話し手が確言した内脊を(どちらかというと一方的に)

聞き手に伝える意図が感じられるとともに 話し手の認識と判断を聞き手にも

共有してもらいたいという働きかけがうかがえる。標準日本語ではく決定の表

明>には「しようJ形を!日いるが，対話辞「よJや「ね」が付加されることが

ないことから.安達 (2002)は聞き手への伝達'1性は低いと述べている。その上

で. Iしよう」形が対話性をJ貯びることもあることを指摘しく決定の表明>

の一部は.話し手が確言した行為を聞き手に伝え.その判断に同意を求めるは

たらきがあると述べている (p.21)。沖純ことばの「しょうね」形は.いずれ

の用例でも聞き手への伝達性(聞き手めあて性)が確認できる。(16) の例で

は料理人に注文したい料理を伝える行為であり. (17) は孫のためにお菓子を

持ち帰ることを訪問先の友人に伝えている状況である。 (18)は夜勤帰りのタ

クシーのなかで.運転手のおじいさんとお客さんとの会話である。(19)はゲー
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トボール#Jiに向かうために家を後にするおばあさんが家族に向けて発したこと

ばであるのいずれも聞き手の存在が前提となった発話・伝達のモダリティで構

成されているc 際準 1=1本語の対話却環境が.言い切り別の「しよう Jのモダリ

テイの拡艇でもたらされるのに対して. illlキ:nことば「しようね」は. iしようJ
に対話辞の「ね」が後擁するというよりも.複合モダリティ標識として無標状

態で対話別である。構成要素は異なる両お-だが.モダリティ矧では共通する点

があるむ両者の共通点は.話し手の判断に対して聞き手に同意してもらいたい

とはたらきかけ.同じ認識を共有しようとする心的態度を有している点である。

5.1.3 行為の申し出

(20) 満:ごちそうさん

オパァ:だあ.食べきれるさ一

(満.心で「無理して食べたんだよーJ

オパァ:お杯わり入れてこようねー (オパア p.378)

「しようJの竺つ目のタイプは (20)のようなく行為の申し出>と呼ばれる

もので.標準日本語においても対話静の「ね」が後接して沖縄ことばと同じ「し

ょうね」という形式になることがある 0 ・く行為の巾し出>の用法では. qlし

出た行為は話し手のみが行うのであるが.その行為が聞き手に何らかの利益を

与える相立の関係が成り立つ(安述 2014. 仁1+12010) 0 (20)は孫とおばあさ

んの会話であるが.舵瑚して平らげたにもかかわらず. さらにおばあさんが孫

に料理を振る舞おうとしている 3 孫は満JJ反にも関わらず料理を振る舞おうとす

るおばあさんをありがた迷惑に感じているが.本米なら孫(聞き手)に利益を

もたらすはずの行為である点に留意したい。く行為のけlし出>においては.動

作主は話し手であり.話者が(聞き手を引き込まずに単独で)実践する行為が

聞き手に利援を与えるものであるという語川論的な前提がある口

illl縄ことばの資料の111からく行為の申しtl¥>に該当するのはほかに次のよう

なものがある。

(21) iは一. もう飲まんでいいよ。めんどくさいも一。ほなみちゃん.

これ.奥のソファで寝かして.:."'j ~とJ (40歳のタンカーユーエー)
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(22) r健康には述動するのが大事よ!だからオパァはフラフープする

さ!だあ.やってみせ主之島 IJ (オパァ列伝 p.44) 

(23) rだ一.ネズミがかかっているか.見てこようね!J (オパァ列伝 p.

22) 

一般的なく行為の中し出>表現と同じように.これらの例においても動作主は

話し手である。 (21)は酔っ払ってしまい手に負えない相手を寝かしつけるこ

とは.聞き手のほなみちゃんにとって有益なことであるという点も標準日本語

の場合と共通している。 (22)は健康維持のために毎朝関庖前にフラフープを

まわす元気なおばあさんが.常連の客に向けて素人では|昼lせない重いフラフー

プをl司すことを申しlHている場面である。聞き手にとっては珍しく，見るに値

する有益な演技であると言える。 (23)は孫に見せるために仕掛・けておいたね

ずみとりを見に行くと申し出るせりふである。孫に向けて言っているため，好

奇の目を向ける聞き手にとって利絡になる行為の申しIHと捉えてもおかしくは

ないであろう。く行為の申し出>の用法でも申し出た行為を実行するのは話し

手のみであり.聞き手と共同で行う行為でもなく.開き手に誘いかけたり引き

込んだりする行為でもない。話し手の主観を述べた発話機能のモダリティであ

る点で標準日本語とi'l'縄ことばは共通している。

仁問 (2010) はく怠志の表出>の疑問Jl~は問いかけにならない反耐.く行為

の申しIH>の疑問形は話し手の行為提供の申し出を聞き手が受け入れる意向が

あるかという問いかけ性を有していると指摘している。疑問表現にはく疑い>

とく問し Eかけ>がある。く疑い>とは 目弓表内谷として描かれている事態が成

り立つか成り立たないかといった言表事態めあての把握のあり方であるのに対

して，<問いかけ>とは.分からないことがあることによって.話し手が聞き

手に対しで|背報を求める発話・伝達的な態度のあり方である (p.170)。

(21') r・・・奥のソファで寝かしてこ(よ)うかJ

(22' ) ト・・やってみせよ立丘~oJ

(23') i・・・ネズミがかかっているか.見てこょうか。J

(21)から (23)の例も疑問形にすると問いかけ性が-衣れる。「奥のソファで寝

かしてこ(よ)うかと尋ねた」のようにj 、ずれの用例も問いかけ性を持つ「尋
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ねる」という引用動詞の引用内容になり得る。この問いかけ性が.高江ml(2002， 

2004)の言う話し手の意志を聞き手に確認する「念押しJである。先述のとお

り.沖縄ことばは単純形の「しよう Jは聞き手への要求を表し， rしょうねJ
は話し手の認識や判断を聞き手に念押しすることができる白そのため沖縄こと

ばの「しようねJの意志のモダリティは.く行為の申し出>およびく決定の表

明>で、無標形として用いられることがわかる。一力・で，標準日本語では対話辞

「ねJを付加することによって対話型の環境を形成した上で‘用いられる。つま

り.標準日本語の別法では， rしよう」が無牒形で， rしよう;lJJが有様形で!日

いられ，いずれの場合もく行為の申し出>を表すことができる。沖縄ことばで

は対話辞の「ね」を省略してしまうともはやく行為の申し出>にならないこと

もあるため， rしょうねJは複合モダリティ標識として単体で機能すると見な

したほうがよい。換言すると.標準日本語は対話辞「ねjの「聞き手めあて性」

や「協調の取り立てJ(Morita， 2005:森田 2(08) といったメタ語用論的な機能

にもっぱら依存している点でilll縄ことばと典.なるのである。こうした違いはあ

るが.これまで標準日本語において， 1人材;では用いられず， 1. 2人称で勧

誘を表すのみであると考えられていた「しょうね」形式は， 1人称.つまり!Jij)

作主が話し手のみの場合も.まれにく行為の申しIH>とし寸意志を表すことが

できる。この点は沖縄ことばの窓志のモダリティと一部共通していることを示

している。

5.2 動作主が複数の場合(勧誘)

「しよう」の基本的なモダリティは.話し手が動作主としてその意思を表す

ところにあるが.行為の動作主として聞き手を取り込む方向で拡摂して使用さ

れると勧誘のモダリテイへと移行する。なかには聞き手だけでなく.同席者や

一般の人も動作主に含む場合もあるため.ここで、は動作主が複数の場合として

分類することにする。このような，聞き手を合んだ複数の動作主が含まれる「し

ようJのll1i，去を安達 (2002)はく促し>，く提案>， <引き込み>の3つに分

類している。
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5.2.1 促し

く促し>の特徴は.話し手が実行しようとしている行為に対して.聞き手が

加わることが既に決まっているような場而で用いられる点である。当該行為に

加わることが既に決まっているため，勧誘の力が比較的弱いく促し>という名

称をJI1いていると思われる。安達 (2002)の分析によると.標準日本語のく促

し>では言い切りの形式が圧倒的に多く，対話辞が共起することはほとんどな

いとしている。ただし「よ」と「ぜ」の対話辞がともなうことがまれにあり .5.2.2

のく提案>と区別するのが難しいとしている。沖縄ことばにはく促し>にあた

る「しょうねJ形式がある。

(24) さあ. よしひこちゃん.始めていこうかな?大丈夫かな?こっち

見てるかな?よしひこちゃん!はい. じゃあ.いきましょうね。

よしひこちゃんのタンカーユーエー，スタートです!

これは演劇集団 FECが発行した「お笑い米軍基地Jという DVD版風刺劇の

一節である。首相と同じ名前の大人が演じる赤ん坊にレポーターが誕生祝いの

セレモニーを始めるように促す場而である。先行する「じゃあJという談話標

識も勧誘表現が後続することを投射している。この発話で去される行為は聞き

手だけでなく.その場に居合わせた全員が参加者であると見なされる。そのた

め.対話静「ね」のもうひとつのメタ語用論的機能である「協調の取り立て」

が有効に働いていると言える D 標準日本語では言いきりの場合がほとんどであ

るが• i中京日ことばでは「しょうねJ形も用いられる。

5.2.2 挺案

勧誘のふたつ日はく提案>である口このタイプの「しようJは.話し手と聞

き手が行為者となる行為の実行を聞き手に持ちかけようとするものである。こ

の棟の表現が勧誘として成り立つためには.話し手と聞き手によって行われる

行為がそれぞれ独立しており.かっその行為が共同的なものでなくてはならな

い。「焚き火をしよう」ゃ「一緒に食べようJがそれにあたる。標準日本語で

は言い切り型!が多く. i電話して.本を引き取りに来いっていってやろうよ」

などの例に見られるように.対話静「よ」が付加されることがある。沖縄こと
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ばでは.このく提案>の用法でも「しょうね」がmいられる。

(25) それを受けて.先生達がよ.次の週に延期しましょうねーって言っ

たら.次の週は自分たちが仕事が入ってるから嫌だーとかつて言っ

てくるらしいわけよ o (4 0歳のタンカーユーエー)

(25)ではラジオドラマの主人公が.沖縄と日本本土の児貫生徒保護者の違い

について述べている。引用旬ではあるが，話し手の先生達が学校行事の延期を

保護者に提案する場而で.言い切りの形ではなく.r延期しましょうねJの形

式で問し叶、けている。その際.問いかけの相手は特定の人物というよりも保護

者全員もしくは不特定多数の保護者と見なした方がよい。「自分たちで出した

ゴミは持ち帰りましょうJという標語・に使われる「しようJもこのタイプであ

ると安達 (2002)は述べているが.そのような場合でも沖縄ことばでは「持ち

帰りましょうねjを口語では使うことが可能である口

5.2.3 引き込み

く引き込み>は話し手の行為に聞き手を誘い込もうとする行為である口聞き

手を言-表行為への参加者として明示して引き込むのがその特徴である。聞き手

はその行為に対する態度をまだ決めていないため.このタイプの勧誘は非常に

強引な印象を与える点も特徴的である。く引き込み>の例を資料に見つけるこ

とはできなかった。そこで.安達 (2002.p. 29)の例を取り上げて「しょうね」

形が可能か検討してみる。

(26) 金太郎: 聞いたか， f:J!次。あのバカにも花持たせるあたり. し

らりも人間で、きてきたよなア c よしツ.任しな。一緒

に行ってやる。

ひらり: 久男も江主。

久男: 行かない。

沖縄ことばではこの場面で.r久男も行こうねJを使川することはできない。5.1.2

のく決定の表明>で凡たように，話し手の行う行為について聞き手に念押しす

る時に「しょうねjを用いることはあっても. まだ行くかどうか態度を決めか

ねている聞き手に対して， r久男も行こうね」は1111し付けがましく.聞き手を
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子ども扱いするように轡.く。ここで言う押し付けがましさは.他でもなく.言

表行為に参加するかどうか(行くかどうか)話し手と聞き手の問で共通した認

識が確立されていないために生じる印象である。

5.3 動作主が聞き手の場合(希望)

沖縄ことばの場合も標準日本語の場合も「しようねJには動作主が聞き手に

限定される用例がある。

(27) レポーター: よしひこちゃん!もうかわいらしいね!

新郎: やめなさい!

レポーター: お父さん.お父さん.手はやめましょうね。はい.

よしひこちゃん，一歳を迎えられるよしひこちゃ

ん.おめでとう!かわいらしいですねー。さあ.

お父様，今のよしひこちゃんの姿を見て， どうで

すか? (ハイタイ新婚さん)

これも演劇集団 FECによる風刺劇の一幕である。新婚の夫婦と赤ん坊がゲス

トとして招かれ.誕生祝いを会場で行おうとする場面である。やんちゃをする

赤ん坊役の男性に手をあげる新郎に向けてレポーターが発したことばに「しょ

うね」形が用いられている。「手(をあげるの)はやめてもらえますか」ある

いは「手(をあげるの)はやめてください」と言うような場而である。言表事

態の動作主は第一義的には聞き手である。その点では上記のいずれの分類にも

属さない。仁田 (2010)のモダリテイ分類によると.E:志と希望はひとつの範

鴫として発話・伝達のモダリテイのく表出>という範略に属している。その項

目のなかで. i千葉へいってもらいたいjや「相談があるから来て欲しいJと

いう表現は，話し手以外の他者がある事態を実現することを話し手が希望して

いることを表しているとしている (p.28)。この三つ日の分類項目を「希望」

と名付けたのは，認識の主体は話し手であっても言表事態 (event)の動作主

は聞き手であるという特殊な関係が可能であるからである。同様に.(27)の「手

はやめましょうねjは，聞き手が赤ん坊を叱らないことを実現することを話し

手がく希望>する伝達の発話として理解することができる D G 

-141-



相互行為分析の視点で言うと.対話辞「ねJは.一般的に参与者間で、会話へ

の参加の枠組みを構成する此重なリソースであり. インタラクションを組織化

するにあたって最も基本的な相互の協調 (alignment) を取り立てる機能を巣

たしている (Morita.2005:森田 20(8)0番組のレポーターとゲストの問でイン

タラクションの協I澗を取り伝てることは.く希望>のモダリティを伝達するの

に必須であると言えるo ，.'子(をあげるの)はやめてもらえますか」ではなく.，手

はやめましょうね」と発言したのは.モダリティとインタラクションの両面で

有効で・あるり

実はこれに似た川例が.大阪弁をヲ 11日した新聞記jJ~にもあったc

(28) (遊郭で少女売脊について取材rllの記者に協力していた元暴力団幹

古I~が記脊に向けて) rここ.メモやめまムJ:1J'c 気づかれて情報ま

わると lli介で‘すわぁ。J(iqJ縄タイムス「少ム・よー売買者事件から

考える 4J 2013.9.12) 

「メモやめましよか」は. rメモはやめてもらえますか」と言u、換えることがで

きるつ疑問形であることから.メモを取るという聞き手の認織・判断にく問い

かけ>を発することで.rメモを取るのをやめてもらいたいjという話し手の

く希望>が(間接的に)伝達されているc 希望する主体は話し手であるが.言

表事態の動作主はここでも UHき手である。さらに.この例では対話併の「ね」

の代わりに疑問形の発話が協調を取り立てることに寄与しているように思え

る。言「い切りではなく疑問形にすることによって確苛性が弱まり，その結果と

して協調の取り立てが促されているように見える o (27) と (28)で取り上げ

た協調の取り立ては.話し手と聞き手の問主倒的な認識を可能にするひとつの

相正行為トークンと弓うこともできるつ

6.まとめ

i'll純ことばでは.く怠志・勧誘>を表す「しよう」形が.法l昔話であるウチ

ナーグチの構造を一部引き継ぐことによって.一部でく要求>を伝達するよう

になった。その結果.空きのできたく;音;志・勧誘〉のモダリティ標識は「しょ

うね」形が虫Hめ合わせるように総じて変化してきた口これまでの考察をまとめ
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た次の表はその点をよく示しているo (ムは限定的用法を示す。)

動作主 モダリテイ 際司E日本語 沖縄ことば

しよう しょうね しよう しょうね

動作主が話し手 意志の表出 。 × 
。

× 
(窓志) (要求)

決定の表明 。 。
ム × 

(念押し)

行為の申しHi 。 ム X 。
動作主が組数 促し 。 × × 。
(勧誘) 提案 。 × × 。

引き込み 。 × 。 × 

即j作主が聞き手 希望の表出
× A × 。

(希望) -
1< 2 rしよう j と fしょうね」のモダリティ比較

標準日本誌では「しよう」形が意志・勧誘の基本的なモダリティ標識である

が.沖縄ことばでは総じて「しょうね」形が使則されている。ただしく意志

の表出>のモダリティ表現では.沖縄ことばでも「しょうねJ形は生じないこ

とが今回わかった。聞き手めあて性を基本要件とする「しょうね」形は，独り

言のような心内発話には使用できないのである口話し手の行為に聞き手を引き

込む用法(く引き込み>)にJlJいられない点については.判断を決めかねてい

る聞き手に「しょうねJ形を!日いるのは.協調の取り立てという参加の枠組み

作りをとおして問主観的な認識の共有を聞き手に強要することになるからであ

る。これらふたつのモダリティを除いた全てのカテゴリーにおいて. jlll縄こと

ばでは「しょうね」形が標準日本語の「しようJ形を代替している。

標準日本語においても l人称で「しょうねJ形を使用することもある。しか

しごくまれにく決定の表明>とく行為の申しIJ¥><希望の表出>というモダ

リティ標識としてjれ、られるのみである。対話待「ねjを付-加した有標形で，

この用法におけるモダリティは主に対話辞「ね」に由来するものである。一方

で.沖縄ことばの「しょうねJは，ひとつのまとまった複合モダリティとして

意志.勧誘.希望のモダリティ全般を衣すことも明らかになった。「しようね」

の(ヨ)ウ+ネは.モダリティ標識と対話辞の組み合わせというよりも.ひと
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つの複合体として怠志.勧誘.そして希望のモダリティを構成すると思われる。

複合モダリティ標識の「しょうねJは.インタラクションの参与機構を一定

の方向に誘導するはたらきもある c r手はやめましょうね」の例で見たように

話し手と聞き手の協調を取り立てることによって，く希望>のモダリティは伝

達される。相互行為上の協調の取り立ては. 1司時に一定の方法で聞き手設計

(audience design) を行うことにもつながり.批終的にはモダリティ判断の鍵

となる話し手および聞き子-の主観性と問主観性を構成すると考えられる。

今回の分析でく希望>のモダリティがこれまでにない新しいモダリティ用法

であることが指摘されたように.対話の現場に密着し詳しくその展開を分析す

ることで.新たなモダリテイの発見につながる口意志・勧誘のモダリテイが様々

な形式で実現されるのと同級に.今回収り卜.げた「しょうね」は対話の局面i局

ifiiで‘多様なモダリティを伝達するir村正的な}Jがある。その意味や機能を同定す

るには.対話のなかで「しょうねJが相瓦行為のひとつのトークンとしてどの

ようにHJlv、られるのかに注11する必要がある。
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計:
l

本航は 2014年9月 18に危機言語学会 (Fol1ndationfor Endangered 

Langl1ages)の第 18岡大会で筆者が1]頭発表した「沖縄くとうば『しょうねJ
の相互行為モダリティ」を改訂したものである口科学研究費助成事業(基盤研

究 (C)・課題番サ 23520466)I継:i.f(i'jl縄語と kfl1沖縄語-談話構造とコミュニ

ケーション庁略のl五l際比較研究Jの一環である。

ヱ津田 (2012) は.モダリティを去すカテゴリーには. (1)法助動詞 (modal

auxiliaries/modals) (may. must. can， willなど).(2)法形符詞 (modal

adjectives) (possible. probable. certainなど).(3) a~副詞 (modal adverbs) 

(possibly， probably， certainlyなど). (4)法 (mood) (仮定法.叙想、法.接続

j去などに (5)疑似法助動詞 (quasi-modals)(have to. be going to. be toなどに

(6)法名詞 (modalnOl1ns) (possibility. certaint)ヘnecessityなどに (7)不変化詞.

(8) (rI 本諸におけるような)助詞など.様々なものがありうると述べている

(p. x)。基本的に英語のカテゴリーに基づいた分類であるが. FI本語独向の不
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変化詞や助詞のモダリティ標識を追加することによって日本語とil11純ことばに

も適用できるものとなっている。

3 タンカーユーエーとは沖縄で赤ん坊が満一歳を迎えたことを祝して行う誕生

祝いのことで.赤ん坊の行く手に鉛筆，そろばん，ご飯.紙幣などをi置き，ど

れを手にするかによってその子の将来を占うならわしがある。ドラマは• 40 

才になる離婚した男性の視点から.日本本土復帰40周年を迎えたilll純の日常

を面白可笑しく描いた喜劇であり風刺である。平成 24年度日本民間放送連ml
賞番組部門(ラジオ)エンターテイメン卜番組において最優秀賞受'tt. さらに

「第 50回ギャラクシー負・ラジオ部門Jにて優秀賞を受賞している。

4 r開き手めあて'性Jを指標する文末の「ねJrよJrぜJは. もっぱら対話で

月lいられる。そのモダリティ機能を強制するために，本稿ではこれ以降，終助

詞ではなく対話辞という用語を用いることにする。

5く行為のけlし出>については標準日本語でも「しょうね」形が川いられるこ

とを安達 (2002)は紹介している。いず、れの場合も対話辞「ね」を付加するこ

とができるが.そうしない場合でもく行為の申し出>としてJHいることができ

る。

(1) お気にいられたようでなによりです。今まで住んでいた墓守りが掃

除をしていったようすですが.気分が恐いでしょうから位でも拭か

せましょう(ね)。

(2) では，これで失礼します。弁護士さんには明日の午前中.こちらか

ら電話しましょう(ね[0(P. 24) 

6安達 (2002) もこのような限定的111法の「しょうね」について言及している。

小学校の先生が，まだ幼い聞き手に向けて「じゃ.外へIJJて元気に遊びましょ

うねJと言うような場合である (p.30)。まだ幼く.自らの意志をはっきりと

示せない聞き手に視点を同一化するような場合に限って!日いられるため. どの

分類にも当てはまらない特殊な例として扱っている。ここでいう「視点の同一

化」は.内!UJ(2011)の言う「自他を越えた一体化・同一化Jと共通する概念

であり.7111純ことばではより頻繁に生じることから本稿ではく希望>というカ

テゴリーを設けることにする。
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The modality marker "shiyo ne" in Okinawan discourse 

MIY AHIRA, Katsuyuki 

Abstract 
Everyday discourse in present-day Okinawa includes some remnant 

features of language use that have been passed down from Uchinaaguchi 

(Okinawan language) . Consequently, seemingly identical surface structures 

of ] apanese and Okinawan may convey quite different modality. This study 

takes up one such modality marker. utterance final "shiyo ne." and carries out 

a contrastive analysis between Okinawan and standard Japanese discourse. 

The analysis of discourse data that were extracted from stage dramas 

and essays on some outlandish and yet likable Okinawan elderly characters 

reveals some distinctive modality features of "shiyo ne." It is used to confirm 

with a listener about an action a speaker intends to carry out. It is also 

used to induce an already agreed-upon action and to propose a joint action. 

However. it cannot be used to draw a wavering listener into a speaker' s 

action. In contrast. all these modality features are enacted by "shiyif' in 

standard ] apanese. Additionally. the study identified a common modality 

feature that expresses a speaker' s wish for a listener. 

Many of these distinctive features derive from the modality marker's 

listener orientation and responsiveness to the contingency of an event. As 

such. "shiyo ne" is a composite modality marker that allows interlocutors 

to construct an alignment structure that is conducive to assertions of a 

speaker' s volition. 
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