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序論 

  

序論は、与那国方言の基本的な情報についてまとめている。第 1 章で与那国方言の概観と

研究の背景と本研究の特色、第 2 章で調査方法とデータについてまとめている。 

 

第１章 与那国方言の概観と研究の背景と本研究の特色 

 

第 1 章では、与那国方言の概観、研究の背景と本研究の特色についてまとめている。第 1

節では、与那国方言の概観と言語学的な位置づけについてまとめている。第 2 節では、与那

国方言の研究と琉球諸方言研究におけるモダリティ研究の状況についてまとめている。第 3

節では、研究の特色についてまとめている。 

 

第１節 与那国方言の地理的な情報と言語状況 

琉球方言は、沖縄県の沖縄諸島と鹿児島県の奄美群島で伝統的に話されている言語であ

る。琉球方言は、日本語(本土諸方言)との間に、規則的な音韻対応と文法面の類似がある。

そのため、琉球方言は日本語と同系統の言語であることが証明されている。その一方で日本

語諸方言との相互理解性を欠いており、さらに、琉球諸方言間においても相互理解性を欠い

ている。これは、語い的にも、音韻的にも、文法的にもそれぞれの方言に特有な特徴がある

ことによっている。それぞれに特有な特徴にしたがって、一般的に、琉球方言は、奄美沖縄

諸島の北琉球方言、宮古八重山諸島の南琉球方言に分かれる。対象言語は、南琉球方言に属

する、日本最西端の与那国島で伝統的に話されている与那国方言である。 

 

 

2009 年ユネスコは、消滅の危機に瀕する世界の諸言語のうち、特に重要な 2400 の言語を

挙げたが、中でも重要な危機に瀕している言語に奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山

語をあげ、与那国方言もその中に含めている。山田真寛,トマ・ペラール(2013)は、与那国方

言の実際の危機的な状況について示している。 

与那国島の人口は 1657 人（2010 年、国勢調査による）であり、与那国方言の話者の数は、

 

                      奄美徳之島諸方言 

奄美沖縄方言群      沖永良部与論沖縄北部諸方言 

     （北琉球方言）      沖縄中南部諸方言 

琉球方言                

               宮古諸方言 

 宮古八重山方言群     八重山諸方言 

         （南琉球方言）      与那国方言 
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50 代後半以上の約 400 人いることが報告されている[山田他 2013：p.205]。与那国島には、

祖納、比川、久部良の 3 つの集落がある。高橋 1997、山田他 2013 は、これらの集落の間に

方言差がないと、報告している。本論文では、この 3 つの集落で話されている言語・方言の

ことを「与那国方言」とまとめて、分析対象にしている。 

 

第２節 研究の背景 

本研究は、与那国方言のモダリティ研究である。この研究の背景には、⑴保存・継承のた

めの与那国方言研究の喫緊的な状況、⑵与那国方言のモダリティ研究がない状況、⑶琉球方

言の詳細なモダリティ研究の不在の、3 つがある。 

 

⑴保存・継承のための与那国方言研究の喫緊的な状況  

現在、与那国方言は消滅の危機に瀕している。長期間に渡る標準語との接触による方言の

変容、高齢化や他界による話者数の減少、様々な要因によって、十年、二十年後与那国方言

が存在している保証はない状況にある。今後、島独自の文化の保存・継承を支え、島の住民

が方言を話せるようになるための手助けとなる文法書、およびテキストを作成しなければ

ならない。 

 

⑵与那国方言のモダリティ研究の不在  

テキストを作成するには、与那国方言の文法研究、とくに、構文論的なカテゴリーである

モダリティの研究が必要である。与那国方言の研究には、大きく分けると、A)動詞の活用形

だけを扱うのににとどまった形式的な記述[平山・中本 1964]、B)与那国方言の文法を簡易的

にまとめた記述[山田・トマ・下地 2013]、2 つのタイプがある。 

しかし、A)は活用表という日本語の「国語学的な枠組み」に押し込めた比較研究であるた

めに、当該方言の言語形式の様々な特徴を見逃してしまっている。たとえば、平山・中本

1964 は、動詞の完了形を取りあげて、動詞の文法的な意味としての《結果性 resultative》て

いるにとどまっていて、一般言語学が提示する resultative から evidentiality などの発展経路

の事実 [Bybee,Perkins,and Pagliuca1994：p.105]、すなわち、与那国方言のパーフェクト形式

のもつ様々なモダリティや evidentiality を見逃してしまっているのである[目差 2014]。B)は、

簡易的であるがゆえに、詳細な記述が欠如している点で不十分である。また、A、B)に共通

して、ヴォイスや複文構造、モダリティといった構文論的なカテゴリーをあらわす言語形式

に関する記述が不十分である。 

文は、実際の言語活動を行うにあたっての最小の単位であり、継承に最も必要な実際の言

語活動における言語の使用を支える手段である。継承のためには、どの言語においても文法

の教科書が存在し、どの教科書にも文の構造を扱った構文論的な項目が存在している。文を

対象にした構文論的なカテゴリー＝モダリティに関する詳細な研究は、与那国方言を話せ

ない次世代の住民が与那国方言を学び、実際に文を使って話せるようになるために、必要不
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可欠である。しかし、与那国方言にはモダリティ研究が存在していない。与那国方言のモダ

リティ研究が課題としてあるのである。その課題に応えるために、本論文は、与那国方言の

さまざまなモダリティ形式とその一々の文法的な意味・機能を記述して、その体系について

明らかにすることを主要な目的にする研究である。 

 

⑶琉球方言のモダリティを研究するための参照となる研究の不在  

現在、琉球方言の研究には、消滅の危機に瀕している言語を記録・保存し、継承するため

に、一般言語学的なレベルで当該言語を包括的に記述していく「記述文法」的な観点からの

研究が増えつつある[下地理則 2011]。アスペクト・テンスの研究では工藤 2014、ヴォイス

の研究では當山奈那 2015 といった詳細な記述を行うための参照となる研究がある。しかし、

琉球方言のモダリティ研究は他の分野に比べて大きく遅れ、詳細な記述文法書を作成する

ために参照となるモダリティの研究がなく、モダリティの記述を円滑に行うことができな

い状況にある。詳細な記述を行うための多くの時間が必要である一方で、話者の減少が進む

と同時に起こる、今後の調査の機会、時間の減少という時間的な制約がある中で、円滑に詳

細な記述を行えるような、モダリティについての参照となる研究を残す必要がある。本論文

は、崎原 2018 につづく、琉球方言のモダリティ体系の記述的研究である。 

 

第３節 本研究の特色 

本研究の特色は、琉球方言の研究全体にほとんど存在しない、モダリティの詳細な記述研

究を与那国方言で行うことに目的を置いている。それは、これまでの琉球方言の研究では活

用形や音韻、アクセントなどの単語レベルの研究が主であったためであり、モダリティなど

の文レベルの研究がなされて来なかったからである。 

また、一般的なモダリティの文についても、文法概説や簡易文法で若干触れられてはいる

が、限られた形式の記述しか存在しなく、詳細な記述が存在しない。終助詞をもつ文につい

ての研究も、終助詞の表す文法的な意味をモダリティ体系に位置づけた研究も、ほとんど存

在しなかった。最近では、崎原 2018 がこのような研究に近い立場をとっている。 

本研究は、それらの課題を果たすために、与那国方言の一般的なモダリティを表現する

文、終助辞をもつ文を体系的に、詳細に記述して明らかにすることが目的である。そして、

本論第 1 章でまとめているように、一々のモダリティ形式の文法的な意味を、その形式があ

らわれる文の対象的な内容との関係の中で、および、話しあいの構造の中で(文と文のむす

びつきの中で)、具体的に明らかにしていくという記述の方法をとっている。本研究は、こ

のような点で独創的である。 

 

保存・継承のための記述文法への貢献  

本研究は、さらに、保存・継承のためにある記述文法への貢献にもつながりうる。現在琉

球方言の多くの研究者が、保存・継承のために、これまでの「国語学的な枠組み」だけでは
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なく、一般言語学的なレベルで記述していく「記述文法」にしたがって研究している。しか

し、記述文法は、その正確さと包括さを要求されることから多くの時間が必要である[ニコ

ラス・エヴァンズ 2009]。モダリティ以外の記述も課せられた中で、参照となるモダリティ

研究がなければ、全体の記述を円滑に行えないばかりか、質の高い記述は見込めない。参照

となる詳細なモダリティ研究が存在すれば、他の琉球方言のモダリティとの対照研究を推

し進め、多くの消滅の危機に瀕している他の琉球方言の記述を多く残すことができる。 

 

日本語学と一般言語学への貢献  

さらに、本研究が貢献するのは、琉球方言研究だけでなく、日本語研究や世界の言語研究

の一般言語学にも貢献する可能性を持っている。実際に、工藤真由美 2001、2007a、2007b、

2014 は、琉球方言を含めた、日本各地の様々なアスペクト・テンス形式を調査し、具体的

に記述することによって、現代日本語のアスペクト・テンス研究をこれまでの「国語学的な

枠組み」から相対化し、深め、一般言語学の中に位置づけながら、文法化の歴史的な発展経

路を具体的な現象として提出し、貢献している。琉球方言のモダリティの研究も具体的に記

述することで日本語や世界の言語研究に貢献する可能性が多大にある。 
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第２章 調査方法とデータ 

 

第 1 節では、自然談話の収集とその分析、面接調査によるデータの収集と検証という二つ

の調査方法についてまとめている。第 2 節では、データの出処とその取扱い、表記について

まとめている。 

 

第１節 調査方法 

 調査方法は、A）自然談話の収集とその分析、B）面接調査によるデータ収集とその分・

検証の二つを取っている。この二つの方法は、それぞれにメリットとデメリットがあり、そ

れらに配慮して、補い合うように組み合わせる必要がある。 

 

A）自然談話の収集とその分析 

自然談話には調査者の意図しない様々な形式が現れたり、それらの形式が使用される適

切な場面や文法的条件が存在する。例えば、与那国語の YesNo 疑問文は na で基本的に表現

されるが、sa によって表現されることもある。2 つは、話し手の正しいとする判断が既に成

立しているか否か等の使用条件で異なっていて、たずねる内容に対してどのように情報を

所有しているかを自然談話の中から取り出さなければ、記述することは不可能である。自然

談話は文法的な条件の取り出しを可能にする資源である。モダリティ形式をもつ文は、他の

文と相互に作用していて、他の文との関係の中に置かれて、構造的な特徴、機能的な特徴が

与えられていて、自らの特性・本質を表現しているのである。 

実際、与那国方言では、do をもつ文が〈聞き手利益への配慮のあること〉を表している

ことは、依頼文などの他の文との関係の中でしか明らかにできない[本論第 2 章第 4 節第 1

項]。ほかにも〈補足〉を表す nai をもつ文は、後先に置かれる文の内容が何かしら不足して

いて、nai 文の内容がその内容に不足していることをつけたしているという関係がなければ、

明らかにはできないのである。 

さらに、自然談話の収集とその分析は、言語の継承を考慮したとき、豊富な実例をありの

ままに残すことができ、多くの研究者からの検討を受けることができて、継承の方向をより

着実なものとすることにもなる。さらに、その言語の母語話者ではない者にとっては、予想

したことも、見たこともないような、特殊な言語現象に触れることもある。 

言語の分析は、何よりも、ネイティヴの実際の会話にある文をもとに、始めなければなら

ない。この方法は、「日本諸方言コーパス(COJADS)：研究代表者木部暢子氏」の方言の音声

とそのテキストを活用した、構文論に関する新しい研究が望まれる動向にも沿っていて、重

要である。 

しかし、自然談話の場合、特定の文法形式が偏って現れることや、特定の形式を多く取る

ことが必ずしも容易ではないことが、あげられる。また、他の琉球方言と対照するにあたっ

て、ある言語で表現されているモダリティが、当該言語において表現されていなかったり、



 

6 

 

そもそも、自然談話で与えられていない等の問題もある。他にも、分析結果が法則的である

か最終的に確かめることができないことが、あげられる。 

 

B）面接調査によるデータ収集とその分析・検証 

自然談話の分析の欠点を補うものとして、面接調査がある。面接調査で補う重要な点には、

まず、自然談話資料を分析して規定した文法的な意味が、実際にそうなのかどうかの、非文

検討を行うことができることがあげられる。そうすることで、他の言語研究によって明らか

にされた言語的な事実をもとに、これまで明らかにされなかった文法形式の文法的な意味

に迫ることもできる。実際に、工藤真由美 2014 は、世界のあらゆる言語におけるアスペク

ト・テンスのさまざまな言語的な事実をもとに、調査票を作成して、現代日本語の諸方言を

調査した。そして、その調査データをもとに詳細な研究を残し、現代日本語標準語研究を発

展させ、その有効性を示した。 

しかし、面接調査にも欠点がないわけではない。面接調査は、用意した日本語の例文を翻

訳する形で行なわれるため、調査者の意図した形式が偏って得られる傾向があり、様々なモ

ダリティ形式を得るためには必ずしも有効ではない。 

たとえば、面接調査は、日本語の体系をもとにした例文や類型論の中であげられている他

の言語体系をもとにした例文を翻訳する形で行われたり、非文検討などのように論理的に

予測するため、調査者の意図した形式しか得られない恐れがあったり、言語表現の多様さ、

言語現象の特殊性を見逃してしまう恐れがある。その恐れの根拠として、その言語を用いた

言語活動と非文検討で論理的に予測した言語活動が異なることが、まず、あげられる。この

ことは、確認要求文が標準語では質問文の体系の中に位置づけられているのに対して、与那

国方言では質問文の体系の中に位置づけれられる文法形式と、平叙文の体系の中に位置づ

けられる文法形式があることによって根拠づけられる。このことを考慮しなければ、研究成

果を活かしてテキストを作成したとしても、不自然な言語活動、会話になってしまう恐れが

あるのである。このことについては、本論第 3 章第 2 節第 5 項で説明しているので、そこを

参照して頂きたい。 

上のことから、必然的に面接調査のデメリットがさらにあがってくる。面接調査は、モダ

リティ形式を適切な条件・環境から切り離す恐れもあるのである。その例を一つあげること

にする。 

琉球方言には、〈聞き手利益への配慮〉を表現するいくつかの形式がある。しかし、その

いくつかの文法的な形は、同じ意味を表しつつも、使用される場面、条件は異なっている。

このことは、非文検討で予測した言語の使用状況がそもそも成り立たないということ、面接

調査だけではモダリティ形式をありのままに捉えたことにはならないことを、示している

のである。このことについては、本論第 1 章第 6 節で説明しているので、そこを参照して頂

きたい。 

面接調査だけでは、対象となるモダリティ形式が他の文との関係から切り離されてしま
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い、文法的な条件を正確に抜き出すことができず、ありのままに方言のモダリティ形式を捉

えたことにはならない。一方、自然談話にある方言のモダリティ形式を分析しただけでは、

その法則性、再現性は得られない。 

しかし、それぞれの方法には、メリットがある。そのため、それぞれにあるデメリットに

配慮しながら、それぞれのもつメリットを組み合わせて調査しなければならない。 

そのため、一次的な面接調査票によって得られた諸形式が自然談話の中でどのように原

則的に、法則的に現れてくるのか、より自然な環境を取り出す。そして、その環境の中でモ

ダリティ形式をもつ文が他の文とどのように相互に作用しているのか、どのようにふるま

っているのか分析して、それらの形式のモダリティと法則性についての仮説を立てる。その

仮説をもとに、二次的な調査票を作成して面接調査を行って仮説を検証し、それらのモダリ

ティ形式が義務的に排除され、選択される条件・法則をより自然な形で抜き出す。つまり、

自然談話の分析結果に基づく面接調査票を作成して、より自然な形で検証するのである。自

然談話資料を中心に分析を行い、それぞれの形式が対立していることを示している自然談

話データをもとにして、面接調査を適切に、慎重に行う必要があるのである。 

 本論文は、なるべく、自然談話資料を中心に分析を行い、それぞれの形式が対立している

ことを示している自然談話データをもとにして面接調査を行い、分析によって得られた結

果が正しいのかどうかチェックして、補うことによって、与那国方言のモダリティ形式の文

法的な意味・機能を明らかにしている。 

 

第２節 データとその扱い、表記について 

データは、A）文化庁調査「各地方言収集緊急調査」（1977～1985）において収録された自

然談話データを中心に書き起こしたものと、B）執筆者が収集した自然談話データと面接調

査データに分かれている。これらのデータをもとにして記述した。用例の後に、A)のデータ

の場合は、【A】と記入し、B)のデータの場合は、【B】と記入している。 

表記は、簡略的な音声表記と標準語訳で、単語分かち書きにして示す。単語は語彙的なも

のと文法的なものの統一物である。また、音声表記と標準語訳が対応するように、基本的に

音声文字と標準語訳の文字の頭を揃えている。ただし、単語が文法化して、形式には二単語

であるが、意味的に一単語である場合等は、訳の文字を頭に揃えないで、またがって示して

いる（またがり表記）。対象となる文には「  」一重下線を引き、対象となる形式をもつ

述語は二重下線部を引いて、その対象自体にはその二重下線部に太字で示している。 

 

対象➡禁止形 kiɴna 

またがり部分➡古いから 

例）[一度壊したことのあるケータイを手に取ったので] 

ɸurusadu  arjaˑ,    araɴ    atʒikai  kiɴnajo. 

古いから、  荒い   扱い  するなよ。【B】 
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［ ］には話者が発話するにあたっての場面や前提、単語の省略などが補いとして記入さ

れている。自然談話には、いいさし（フィラー）などがあるが、それらについては、標準語

訳を基本的につけていない。また、自然談話資料には、話者への確認や辞書で調べても、詳

しくは分からない単語があるが、それらにも標準語訳はつけていない。 

本論文の記述にある《》は、言語的な意味＝カテゴリーを示すときに使っている。〈〉は、

言語的な意味の中でも、文法的な意味を示すときに使っている。 

 

A) 文化庁調査「各地方言収集緊急調査」（1977～1985）1 

◆「昭和 53 年度 各地方言収集緊急調査 調査地点 沖縄県八重山郡与那国町久部良」①

M.E（明治 39 年生）②M.M（明治 41 年生）③M.G（大正 2 年生）  

◆「昭和 53 年度 各地方言収集緊急調査 調査地点 沖縄県八重山郡与那国町祖納」①I.S

（明治 25 年生）②I.M（明治 30 年生）③A.C（昭和 6 年生）  

◆「昭和 54 年度 各地方言収集緊急調査 調査地点 沖縄県八重山郡与那国町比川」①I.H

（大正 7 年生）②F.S（大正 8 年生）③M.S（大正元年生）  

◆「昭和 54 年度 各地方言収集緊急調査 調査地点 沖縄県八重山郡与那国町比川」①K.N

（明治 29 年生）②F.Y（大正 5 年生）③A.C（昭和 6 年生）  

◆「昭和 54 年度 各地方言収集緊急調査 調査地点 沖縄県八重山郡与那国町比川」①I.T

（昭和 11 年生）②I.H（昭和 5 年生）③M.K（明治 38 年生）④M.G（大正 2 年生）⑤T.S（大

正 2 年生） 

 

B）執筆者収集の自然談話資料と面接調査データ 

●2013～2019 

①Y.Y（大正 13 年生）②U.T（大正 14 年生）③M.T（昭和 4 年生）④U.T（昭和 8 年生） 

⑤M.T（昭和 9 年生）⑥K.T（昭和 10 年生）⑦M.S（昭和 17 年生）⑧M.K（昭和 22 年生） 

 

 
1 データは、1977 年度から 1985 年度にかけて行われた文化庁調査「各地方言収集緊急調査」

の際に収録された音声データのうち、琉球大学の琉球方言学研究室が所蔵していたものを、

筆者が書き起こしたものである。なお、文化庁の音声データは、「方言録音文字化資料に関

する研究」として国立国語研究所に移管され、収蔵されている。 
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本論 与那国方言のモダリティ体系 

 

琉球方言の文法研究の歴史＝発展においては、アスペクト・テンス、それとむすびついて

いるムードなどの形態論的な研究が、標準語の文法体系との比較によって推し進められて

きたことは、周知のことだろう。しかし、その一方で、その形態論的なカテゴリーが奉仕す

るところの、アスペクチュアリティ、テンポラリティ、モダリティなどの構文論的なカテゴ

リーに関する研究は、ほとんどないと思われる。 

それは、おそらく、構文論的なカテゴリーを表現するところの《表現手段》が、より複雑

な《構造》をとっていることと関わっているだろう1。形態論的なカテゴリーは、有標形式

と無標形式が排除し合いながら、統一される、パラディグマティックな関係を表現するとこ

ろの単語の文法的な形をもとに、明確な手続きで研究されてきた。 

その一方で、構文論的なカテゴリーの研究では、文という体系的な構築物を明らかにする

必要がある。つまり、文の《構成要素》である単語の形態論的な形だけでなく、《文を組み

立てる部分＝単語と部分の構造的なむすびつき（互いに条件づけあう相互作用）の組織・秩

序》を明らかにする必要があるのである2。その手続きは、語順とかいった手段だけでなく、

文の中の単語の内部構造を前提に、それらがどのようにむすびつき、相互にはたらきかけあ

っているのかを明らかにすることである。その上で、文の反映・通達的な機能を達成するた

めの、一々の文の本質的な特徴を明らかにするのである3。 

さらに、文は、言語体系のなかにある、通達的なタイプの他の文や、話しあいの構造のな

かにある、他の文と相互に作用していて、その相互作用のなかで自らの本質的な特徴、機能

を担って存在している。そして、個々の文は、その機能に条件づけられて、自らにふさわし

い形式（文法的な意味とそれを表現する形式）と内容（文の対象的な内容とその意味的なタ

イプ）を反映し、通達している。そのため、文をくみたてる部分の構造的なむすびつきとそ

の組織の本質は、そのような他の文との関係のなかで、かつ、その関係のなかでの文のさま

ざまな機能と内容にしたがって明らかにしなければならない。 

他の方言とおなじように、与那国方言でも、一つ一つの文が他の文との関係のなかで通達

的なタイプに位置づけられて下位体系をつくっている。そして、それらが一つに有機的にま

とまることによって、全体としてのモダリティ体系を形づくっている。 

しかし、一つ一つの文の通達的なタイプの下位体系の構造、その組織・秩序の複雑さは同

じではない。与那国方言のモダリティ体系でより複雑な下位体系をつくっているのは、もの

がたり文とたずね文である。そのため、本論の多くは、ものがたり文とたずね文の記述にさ

かれている。そして、複雑な下位体系をもつ、これら二つの文は、相対的にむすびついてい

て、そのむすびつきの中で、特殊なものをうつしだしている。 

たとえば、与那国方言では、《確認要求》というモダリティが、ものがたり文とたずね文

によって表現されているという事実が、このことを教えてくれる。ほかにも、与那国方言の
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モダリティ体系では、ものがたり文の可能表現形式が、独特な形づくりに支えられながら、

必然(必要)表現形式へと移行することをなかだちにして、まちのぞみ文への移行を示してい

る場合などもあげられる。 

つまり、上にあげた例のように、モダリティ体系の複雑な下位体系の中に位置づけられる、

あるモダリティ形式をもつ文が、機能を変えながら、別の通達的なタイプの文に属している

モダリティ形式へと移行しつつあって、その別の通達的なタイプの文の下位体系にその複

雑さをもちこんでいるのである。その複雑さは、別の通達的なタイプの文のモダリティ形式

の意味の規定に間接的に関わっていて、重要である。 

本論は、あるモダリティ形式をもつ文を、つねに文の通達的なタイプの下位体系に位置づ

けながら、体系＝機能的なアプローチで記述した研究である。与那国方言のモダリティ体系

がどのような点で独特であるのかについて分析して、他の方言と比べながら、共通する特徴

と異なる特徴を分析してとりだし、与那国方言のモダリティ体系の一つ一つの特徴を総合

し、その本質を一般化するためにも、一々の具体的な記述をさしだしていく。 

 本論の構成は次のようになっている。第 1 章では、モダリティの規定と記述内容、一々の

モダリティ形式をどのように記述して説明していくのかなど、モダリティ研究の基本的な

立場についてまとめた。第 2 章では《ものがたり文》、第 3 章では《たずね文》、第 4 章では

《はたらきかけ文》、第 5 章では《まちのぞみ文》、それぞれの通達的なタイプに属するとこ

ろの、様々なモダリティ形式を記述している。 

 

第１章 モダリティ記述の基本的な立場 

第２章 ものがたり文 

第３章 たずね文 

第４章 はたらきかけ文 

第５章 まちのぞみ文 

 

 
1《構造》は、奥田 1980・1981 にならって、要素と要素が互いにはたらきかけあって、体系

の質をつくりあげるむすびつき、秩序をもった結びつきの体系・組織と呼ぶことにする[奥

田 1980・1981：pp.210-212]。また、その規定の中にある「要素」は、「相互にはたらきかけ

あうことによって、体系の質的な特殊性をうみだす構造的な単位」[奥田 1980・1981：p.199]

と呼ぶことにする。 

2 文の体系性については、奥田 1980・1981「言語の体系性」を参照。 

3 奥田 1984a では、「文は現実の世界の出来事についての情報と知識を伝える言語活動の、

もっともちいさな単位である」としている[奥田 1984a：p.229]。そして、その反映・通達的

な機能を果すために、文は何よりも現実世界の出来事をうつしとっていなければならない

と述べている。 



 

11 

 

 

第１章 モダリティ記述の基本的な立場 

 

本論文のモダリティ記述の基本的な立場は、文の部分としての単語と単語の構造的なむ

すびつきのタイプ（文の対象的な内容の意味的なタイプ）という内容と、他の文との関係の

なかで明らかになる文のさまざまな機能を、分析しながら、その内容と機能に条件づけら

れる文の形式＝モダリティを明らかにしていくという立場である。しかし、モダリティを記

述するにあたっては、この基本的なものの他にも、さまざまなことに注意しなければならな

い。 

たとえば、個人＝心理的なものだけを言語的な意味として規定してしまうことや、反対に、

個人＝心理的なものをうつしだす様々な意味から、言語的な、一般的な意味への移行と、そ

れらの相対的な独立性と相互関係について記述することなどがあげられるのである。第 1 章

は、これらのことについて触れながら、モダリティ記述の理論的な、実践的な立場について

記述している。 

第 1 章は、次のような構成になっている。第 1 節で文の一般的な、本質的な特徴とモダリ

ティ記述の基本的な内容、とくに文の部分の構造的なむすびつき＝文の対象的な内容の性

格とそれに条件づけられるモダリティの相互作用・相互関係についてまとめている。第 2 節

では、モダリティ体系としての文の通達的なタイプの集合と、その通達的なタイプのなかに

ある文と文の相互作用・相互関係を分析しなければならないことを、記述している。第 3 節

では、第 2 節で述べたことを与那国方言を例にして具体的に記述している。1 節から 3 節ま

では、言語体系の中における文とそのモダリティ形式についてまとめている。 

第 4 節から第 10 節までは、言語体系の中にある文ではなく、はなしの中にある、一々の

発話の中にある文、話しあいの構造の中にある文と、そのモダリティ形式の記述について

まとめている。第 4 節では、文が一々のはなしの文として存在していること、そして、その

ことによって文が個人＝心理的な側面をともなうことについてまとめている。第 4 節は、第

9 節で話しあいの構造のなかにある文と文の相互作用を言語的に記述するために、話しあい

の構造のなかにある文の個人＝心理的な側面と言語的な側面を区別する必要があることに

ついてまとめているのである。第 5 節では、話しあいの構造のなかにある文の個人＝心理的

な側面と言語的な側面が必ずしも切り離されないこと、個人＝心理的な側面をともなう《場

面的な意味（プラグマチカルな意味）》をもとにして《言語的な意味（モダリティ）》が成り

立っていることについての先行研究を、まとめている。第 6 節では、個人＝心理的な側面を

もつ《場面的な意味》と《モダリティ》を扱うことの実践的な意義について記述している。

第 7 節では、《場面的な意味》と《モダリティ》の相互関係についての方言研究の扱いをま

とめている。第 8 節では、標準語の終助辞を例にして、場面的な意味とモダリティの相互関

係について実際に確かめるために記述している。第 9 節では、モダリティが場面的な意味な

どをなかだちにしなくても規定されること、つまり、《場面的な意味》と《モダリティ》が
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相対的に切り離されていることについての先行研究を、まとめている。そして、話しあいの

構造のなかにある文と文の相互作用を扱いながら、分析対象の文の本質的な特徴を明らか

にすることの必要性についてまとめている。第 10 節では、第 9 節でまとめた記述が与那国

方言の記述においても必要であり、本質的な記述であること、さらに、話しあいの構造のな

かにおける文の機能と内容と形式の統一や、文と文のむすびつきの体系性を扱いながら、

個々の文の本質を明らかにする必要性について記述している。 

一々の文、それらのむすびつきを記述するにしても、その一々の文を構成する、部分とし

ての単語の、内容と形式、機能と特性などの様々な性格を捉えていなければ、その記述は不

可能である。第 11 節では、話しあいの構造のなかにおける文と文の相互作用を支える、文

の構成要素としての単語のさまざまな性格を扱うことの必要性について記述している。 

おわりに、1 節から 11 節の記述をもとにモダリティ記述にあたって必要な 6 つの観点を

まとめている。



 

13 

 

第１節 文の基本的な特徴、モダリティの記述の内容 

モダリティを研究するためには、文とは何か、モダリティとは何か、その本質について知

っておく必要がある。それは、モダリティが文の文法的な形式であるからである。そのため、

まずはじめに、文とは何かについて触れておく。 

文は、人間が現実世界の出来事を確認したことや、その出来事に対する感情や評価をつ

たえる表現手段であり、ことば行為の基本的な単位である。文を話す人間は、さまざまな社

会活動を行うために、確認、意志、命令、勧誘、依頼、質問といった心がまえにしたがって、

現実世界の出来事を文の内容に取り込み、それを聞き手に伝える、という言語活動を行う。 

このことから、文には、現実世界の出来事をうつしだす側面と、それに対する話し手の態

度の側面があると、一般的に言われる。文に関する、この 2 つの側面の関係についての捉え

方については、研究者の間でも違いが見られるが、この 2 つの側面があること自体について

は、誰もが言っていて、認めていることだと思われる。 

文の一つの側面である話し手の態度は、《モダリティ》と言われる。《モダリティ》は、《人

称性》と《時間性》と並ぶ、文の《陳述性》1の構成要素であり、そのうちの中心的な構文論

的なカテゴリーである。《モダリティ》は、言語的な体系の中における文の文法的な形式に

よって表現される文法的な意味・機能である。《モダリティ》は、話し手の陳述に関する、

言語としての文の paradigmatic な体系によって成り立った文法的なカテゴリーなのである。 

《モダリティ》とは、話し手がとりむすぶところの、現実世界の出来事・特徴と文の対象

的な内容との関係にたいする、話し手のさまざまな積極的な態度（かまえ2）の総体である。

《モダリティ》は階層的な構造を成していて、その構造の土台にあるのが《モーダルな意味》

という文の文法的な意味・機能である。それゆえに、《モーダルな意味》は、文の存在形式

であり、文に完結性を与えている。《モダリティ》の階層的な構造の土台にある《モーダル

な意味》は、《モダリティ》に属する、さまざまな文法的な意味を従えている。 

モーダルな意味には様々なものがある。人間は、それらのモーダルな意味を文の文法的な

形式（意味・文法的な構造や形態論的な形）にして、文の《出来事》、《特徴》を反映させて

別の人に通達する。人間が反映して通達するところの、様々なモーダルな意味は、いくつか

の典型的な、一般的なタイプに分けることができる。それらは、《確認》、《問いかけ》、《は

たらきかけ》、《欲求》である。これらの《モーダルな意味》にしたがって分類される、通達

的なタイプとしての文は、A) ものがたり文 declarative sentence、B) たずね文 interrogative 

sentence、C) はたらきかけ文 hortative sentence、D) まちのぞみ文 optative sentence に分け

ることができる。 

《モダリティ》に対するこのような立場は、奥田靖雄の一連のモダリティ論である。本論

文は、この奥田のモダリティ論を土台にしている3。 

つぎに、文の、現実世界の出来事をうつしだす側面について述べる。文は、一般的に、人

や物の動作、活動、変化、状態、現象といった《出来事》、特性、関係、質といった《特徴》

をうつしだしている4。ものがたり文などの通達的なタイプとしての文は、いずれにしても
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《出来事》や《特徴》を伝えている。したがって、《出来事》と《特徴》は、文の意味的な

内容として存在しているのである。 

文の意味的な内容としての《出来事》と《特徴》は、たんに現実世界の出来事をさしだし

ているのではなく、人間が他者と関わりながら、社会活動を行う上での、命令や依頼などの

言語活動を行うのに必要な内容として取り込まれた《出来事》《特徴》である。したがって、

文のうつしだす意味内容は、社会活動の達成を目指す人間の意識の中に捉えられた出来事・

特徴としてさしだされている。 

話し手の意識によって捉えられ、文の意味的な内容に取り込まれた現実世界の《出来事》・

《特徴》のことを、奥田 1984a にならって、《文の対象的な内容》と呼ぶことにする[奥田

1984a：p.231]。文の対象的な内容という用語を認めておくことは、文のモダリティを明らか

にする上で、重要なことである。なぜなら、文の対象的な内容とモダリティは、相互に密接

に関係し合っているからである。 

たとえば、文のモダリティとしての〈命令〉は無意志的な変化をさしだす運動を対象的な

内容にすることができず、そのモダリティに現れてくる《出来事》は、つねに、人の意志的

な動作をさしだす運動だけである。命令形をとり、〈命令〉を表す述語の文は、つねに、意

志動詞である。したがって、文のモーダルな意味(モダリティ)は、その存在の条件として、

相応しい対象的な内容がある。そのため、モダリティ研究を行うにあたって、この対象的な

内容の分析が基礎的な作業である。 

続いて、分析となる文の対象的な内容とは、言語学として具体的にどのようなものなのか

について、見ていくことにする。文の対象的な内容は、文の構成要素による構造的なむすび

つきである。奥田 1988b は、まず、文の対象的な内容が、要素と要素の構造的なむすびつき

によって作られていることを、次のように述べている。 

 

文の対象的な内容は,文をくみたてている要素のすべてと,その要素のあいだの構

造的なむすびつきとによってつくりだされている。[奥田 1988b：p.100] 

 

《文の対象的な内容》は、文の構造をさしだす。そして、その構造は、要素と要素のむす

びつきによって作り出されている。文が構造であるとすれば、その構成要素は、文を作りあ

げる《単語》や《単語の組みあわせ》といった文の部分である[奥田 1988b：p.101]。つまり、

主語や述語などの文の部分が、文の対象的な内容の構成要素なのである。 

奥田 1988b によれば、文の対象的な内容は、基本的に、主語と述語との組み合わせから成

り立っていると述べられている。そして、その組み合わせのうち、述語の意味の性格だけで

なく、主語に現れてくる名詞が、《人》なのか、《物》なのか、《生き物》なのかといった主

語の意味的な性格についても、触れている[奥田 1988b：p.85]。 

実際に、主語の意味的な性格は、その文のモダリティにとって重要な要素である。たとえ

ば、「子どもが庭にたっている」と「木が庭にたっている」の述語を過去形にしたとき、よ
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り明らかになるだろう。前者の主語は「子ども」、すなわち、意志をもつ主体(有情物)である

ため、前者の文は、過去に存在していた運動を確認したことについて伝えている。後者の主

語は「木」すなわち、意志をもたない主体(無情物)であり、常にその場にある物であるため、

後者の文は、今も「立っている」主体を、過去のある場面で直接確認したことを伝えている。

前者は《直接確認》であるが、後者は《体験的確認》（地球は丸かった etc）であったりする。 

さらに、奥田 1988b は、ほかにも、主語の性格の一つとして、主語に現れる名詞の《人称》

についても触れている。 

 

これもごくありふれた例であるが,ものがたり文において,述語の位置に

あらわれてくる動詞が意志にしたがう動作をさししめすものであれば,そ

して,その動詞がテンスにおいて未来をあらわしていれば,主語が一人称で

あるときには,／決心／,二人称であるときには／命令／,三人称であるとき

には／これからおこる動作の確認／というぐあいに,主語の人称性にした

がって文のモーダルな意味をかえていく。[奥田 1988b：pp.85-86] 

 

 《人称》も、文のモーダルな意味を考える上で重要である。述語に「する」をもつ文は、

ものがたり文であることを表す、基本的な述語の形である。しかし、奥田の記述が示すよう

に、「する」を述語に持つ文は、主語の《人称》が変わることによって、「しろ」を述語にも

つはたらきかけ文、「したい」を述語に持つまちのぞみ文のように、働くのである[奥田 1992b：

pp.80-82、奥田 1994：pp.180-183]。つまり、そこでは、主語の性格が述語に働きかけていて、

その二つが構造的にむすびついていることが示されているのである。 

 もちろん、このようなモーダルな意味の移行も、《未来》の出来事において成り立ってい

て、人称だけでなく、《時間性》によっても条件づけられている。したがって、《人称》と《時

間性》が文のモーダルな意味の決定に関わっていることは、重要な言語的な事実であり、必

要不可欠な分析の要素である。 

 ここまでの奥田の記述をまとめると、1）文の対象的な内容は、主語と述語などの文の部

分の構造的なむすびつきによって成り立っていること、2）そのむすびつきが、述語の意味

の性格(動作、変化、状態、関係、特性、質)、主語の意味的性格(人、物、いき物)とのむす

びつきによって作られていること、また、文のモーダルな意味が、3）主語の位置に現れる

名詞の《人称》、4）文の《時間性》によっても条件づけられていること、4 つがまずあげら

れている。そして、このことをおさえたうえで、対象的な内容を明らかにするための研究の

手続きを、奥田 1988b は次のように述べている。 

 

文の文法的な意味は直接的にはこのような対象的な内容にからみついているの

である。そして,その文法的な意味が,一々の,具体的な文の対象的な内容にから

みついているというよりも,むしろ対象的な内容の意味的なタイプにからみつ
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いているとすれば,対象的な内容と文法的な意味との相互作用をあかるみにだ

そうとするとき,その対象的な内容を,文法的な意味との関係のなかで,意味的な

タイプに一般化することが必要になる。このとき,主語と述語との,ふたつの一次

的な文の要素を意味的なタイプへ一般化する作業が,まず最初の課題としてあ

らわれてくる。こうすることで,文の意味的なタイプのモデルをくみたてるため

のカテゴリーを手にいれなければならない。[奥田 1988b：p.86] 

 

奥田 1988b は、まず、文のモーダルな意味が文の対象的な内容の意味的なタイプによって

表現されていることを述べて、5）その意味的なタイプを一般化することが必要であること

を述べている。また、その意味的なタイプの一般化のために、5－1）主語と述語の一次的な

文の要素のむすびつきの一般的なタイプを取り出すことが、必要であると述べている。さら

に、これらの事実をもとに、奥田 1988b では、文の対象的な内容を一般化する作業は、5－

2）述語に現れてくる単語と単語の組みあわせ、慣用句の語彙的な意味を一般化することで

あると述べられている。そして、5－3）その一般化も主語との関係の中で、つまり、文の文

法・意味的な構造の中で行う必要があることを述べている[奥田 1988b：p.101] 

続けて、この一般化の作業の方向と程度への配慮についても述べている。 奥田は、5－4）

一般化の方向と程度のために、モーダルな意味やテンポラルな意味のような、文の文法的な

意味との関わりを扱う必要があると述べているのである[奥田 1988b：pp.101-102]。テンポラ

ルな意味と関わるのは、先にあげた《未来》《過去》といった文法的な意味との関わりだけ

でなく、5－5）述語にさしだされる動作などが一回・具体か、多回、反復、習慣、特性であ

るか、5－6）主語にさしだされる人や物が個体であるか、クラスであるかといった文法的な

意味との関わりが、あげられている。 

また、奥田は、文の対象的な内容の意味的なタイプが重要であると述べているが、その意

味的なタイプは、文の構造的なむすびつきの中の《構成》を分析するだけでは、取り出され

ないとも述べている。奥田 1988b は、つぎのように、「話し手の態度」の中からも取り出す

必要があることを述べている。このことは複雑なことなので、具体的に理解する必要がある。

そのために、奥田 1988b の記述をあげることにする。 

奥田 1988b は、まず、「してもいい」の表す話し手の態度の一つとして、／許可／をあげ

ている。／許可／が成り立つ条件は、次のように記述されている。 

 

たしかに,「してもいい」を述語にしている文のうちの,あるものは,／はなし手の

がわからあい手に許可をあたえる／ということの表現になっている。しかし,この

意味を表現するためには,述語の位置にあらわれてくる動詞は,し手の意志にした

がう動作をさししめしていなければならないし,その動作のし手はあい手の二人

称でなければならない。この条件のなかで,／許可／の表現としてはたらく。[奥田

1988b：p.87] 
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奥田は、「してもいい」を述語にもつ文が／許可／として働く場合、1）述語がし手の意志

にしたがう動作であること、2）その動作のし手が二人称であることの二つの言語学的な条

件をあげている。そして、そのし手にしたがう動作が「意志動詞」によってさししめされな

ければならないと、次のように述べている。 

 

はなし手の立場からコントロールされることのない動作であれば,許可とか可能

とかはありえない。したがって,この合成の述語の中にはいってくる動詞は,なによ

りもまず,し手の意志的な動作をさししめす意志動詞でなければならないだろう。

[奥田 1988b：p.91] 

 

 しかし、奥田は、三人称の意志動詞を述語にする文には、／許可／というより／許容／を

表現している文があるとしている。 

 

ところが,述語の位置にあらわれてくる動詞が意志動詞であるとしても,動作のし手

が三人称であれば,動作ははなし手のがわからコントロールできないものになって,

許可の意味はいいあらわさなくなる。つぎの例では,表現されているのは,／許可／

ではなく,むしろ,／許容／であるだろう。（この例は人をかいしての許可であるとも

いえる。もし先行する発言が「だれかがくるよ」というような,注意をうながすもの

であれば,許容の意味ははっきりしてくる。）[奥田 1988b：pp.91-92] 

 

 また、二人称の意志動詞を述語にする文にも、／許可／というより／許容／を表現してい

る文があるとしている。 

 

そして,また,動作のし手が二人称のばあいでも,その動作がはなし手のがわからコ

ントロールされることのないものであれば,はなし手の許可は必要としないもの

であれば,「してもいい」を述語にする文は,／許可／から／許容／へとうつってい

くだろう。[奥田 1988b：p.92] 

 

 許可であることを支える条件として、1）述語が《意志動詞》であること、2）動作のし手

が《二人称》であることの二つが、あげられている。しかし、奥田があげる用例は、その二

つの条件が満たされていたとしても、許可として働かず、許容として働いている場合のある

ことを示している。このことから、奥田は、許可と許容を見分けるために、文の対象的な内

容がどのようなものであるか、本質的に見分ける必要を述べる。 

 

こうして,《し手の意志によってコントロールされる動作》と《はなし手の意志によ
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ってコントロールされる動作》とは,くべつすることが必要になる。前者は動詞の意

味特徴として意志動詞のなかに定着しているが,後者は,意志動詞が構成のなかには

いりこんでいる「してもいい」を述語にする文のなかで,はなし手の承諾とか許可と

いう,はなし手の態度のなかに確認される。[奥田 1988b：p.92]【下線は目差】 

 

 つまり、二人称の意志動詞であり、《話し手の意志によってコントロールされる動作》で

あれば、許可として働くこと、一方で、その動作が、意志動詞によってさしだされていると

しても、《話し手の意志によってコントロールされる動作》でない場合、許容として働くこ

とを述べている。そして、この、《話し手の意志によってコントロールされる動作》なのか

どうかは、動詞の中に入り込んでいるのではなく、許可とか承諾とかいう話し手の態度の中

にあると述べている。この記述によって、奥田 1988b は、／許可／と／許容／を区別する必

要性を述べ、さらに、／許容／が捉えられる場合の文の文法的な構造を、記述していく。 

このとき、注目すべき記述のひとつは、文の対象的な内容の意味的なタイプを、《意志動

詞》であるとか、《二人称》であるかといった文の対象的な内容の《構成》の性格からだけ

ではなく、ひろく「承諾とか許可という、はなし手の態度のなかに」も見出して記述してい

ることである。文の述語がどのような動詞であるのか、主語の《人称》はどうであるのか、

ということをおさえながら、文の対象的な内容とモーダルな意味との絡み合いを見出しつ

つ、反対に、6）話しあいの中での「はなし手の態度」の中から、そして、その態度の対象

としてあらわれてくる内容からも、文の対象的な内容のタイプを一般化し直していくとい

う記述も、モダリティの分析に取り入れる必要があるのである。 

 これは、《文の要素と要素の構造的なむすびつき、はたらきかけあいの組織・秩序》を明

らかにするという構文論の仕事のために、その対象である文の内容にしたがって、記述して

いるということを示している。つまり、文の意味的な内容の、最も上位の構成要素は、文の

モダリティと文の対象的な内容の意味的なタイプであって、その二つのむすびつき、はた

らきかけあいなのであり、そのことを明らかにしようとしているのである。 

 このように、文の対象的な内容は、文の部分の構造的なむすびつきによってつくりだされ

ている。そして、そのむすびつきに条件づけられて、話し手の心的な態度が表現されるとす

れば、文の対象的な内容は、ただ意味的な内容をうつしているだけでなく、文法的な構造も

うつしだしている。実際、「してもいい」の文が場面において使用されることによって生じ

る、許可や許容などは、ある話しあいの構造、文と文の関係によって支えられながら、文の

対象的な内容が、《意志動詞》や《無意志動詞》によって構成されていて、その動詞によっ

てさしだされる主語の《人称》が、《二人称》であったり、《三人称》であったりするという

場合、そして、その動作の《時間性》が《未来》であるという条件において、確認すること

ができる。そこでは、話し手の態度を、一々の場面における、その場かぎりの話し手の心理

過程をもとに記述しているのではなく、文の言語学的な内容とその形式＝文法的な構造を

もとに記述しているのである。つまり、話し手の態度と文法・意味的な構造の相互作用、形
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式と内容の相互作用が、切り離されず扱われているのである。 

構文論的なカテゴリー＝モダリティは、文の対象的な内容を扱うことによって、明らかに

されるのである。奥田 1988b でまとめられている、その作業は、つぎのようになっている。 

 

1)主語や述語などの文の部分のむすびつきを扱うこと 

2)そして文のモーダルな意味が文の対象的な内容の意味的なタイプによって条件づけられ

ていることを扱うこと 

2－1) 述語との関係から主語の意味的なタイプをとりだすこと、反対に、主語との関係か

ら述語の意味的なタイプをとりだすこと 

2－2）述語にさしだされる単語、単語の組み合わせ、慣用句の語彙的な意味のタイプをと

りだすこと 

2－3）主語にさしだされる名詞 (人、物、いき物)など、あるいは、単語の組み合わせの意

味のタイプをとりだすこと 

2－4）主語に現われる名詞の人称との関わりを扱うこと 

3) 一般化の方向と程度を見るために、モーダルな意味やテンポラルな意味との関わりの中

で分析すること 

3－1）述語にさしだされる動作・状態が、《未来》・《過去》・《現在》のことであるか、一

回・具体的であるか、多回的であるか、反復的であるか、習慣的であるか、潜在的

な特性であるかなど、それらの関係を扱うこと 

3－2）主語にさしだされるのが個体であるか、クラスであるかのとりだし。 

4)許可や許容といった「話し手の態度」の中と、その態度の対象となる内容から文の対象的

な内容の意味的なタイプを抜き出して、一般化すること 

 

 比較的、データを十分に扱える標準語研究とは違って、自然談話データの少ない方言研究

では、先に上げたような作業は容易ではないだろう。現に、このレベルでのモダリティ研究

は、この作業を具体化しようとしているかりまた 2016、崎原 2018 のみで、管見のかぎり、

方言研究ではほとんどないと言っていいだろう。 

しかし、だからといって、この作業をしないわけにはいかない。なぜなら、話し手の態度

というものは、文の意味・文法的な構造によって表現されているからである。この作業をし

ないのであれば、そのモダリティ記述は、言語学的な作業を失って、個人＝心理的なものと

して記述する主観的な文法論に陥る。話し手の態度を何の制限もなく、ニュアンスとして記

述してしまう。そのことは、7 節で取り上げることにする。モダリティの記述の方法(分析の

手続き、形式)は、何よりもまず、文の特徴、モダリティと文の対象的な内容に照らし合わ

せられていなければならない。 
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第２節 モダリティの体系としての文の通達的なタイプ 

 モダリティの記述は、第 1 節でまとめた 1）から 4）までの観点にしたがって、文の対象

的な内容の分析をもとに行わなければならない。しかし、モダリティ記述は、それだけでは

十分ではない。それと平行してすべきこともある。それは、あるモダリティ形式をもつ文を

《文の通達的なタイプ》に位置づけて、体系的なレベルから記述していくことである5。そ

れを行わなければ、あるモダリティ形式の本質的な特徴を捉え損ねる。そのことを確めるた

めに、この節では、いくつかのことをまとめることにする。 

 まず、文の通達的なタイプがそれ自身の中に体系をもっていることについて確認する。奥

田 1985b では、文の通達的なタイプは下位体系をもっていることが、次のように述べられて

いる。 

 

ところで,モーダルな意味の観点からいくつかの文を一般化することで,とりださ

れる通達的なタイプは,それ自身がいくつかの下位体系をなしている。たとえば,現

実の世界の出来事が現実性としてばかりではなく,可能性としても,必然性として

も存在しているとすれば,これらの,存在のし方においてことなる出来事を確認す

る《ものがたり文》は,現実性としての出来事をえがいている文,可能性としての出

来事をえがいている文,必然性としての出来事をえがいている文におおきくわか

れる。これらの文は,客体の世界における動作・状態の存在のし方という観点から,

ものがたり文のわくのなかで相互に対立,統一しながら,ひとくみの体系をなして

いる。[奥田 1985b：p.36] 

 

 さらに、文の文法的な形の表す意味は、対立しながら統一するところの、paradigmatical な

下位体系をもつ文の通達的なタイプのセットの中でしか捉えることができないと、次のよ

うに述べている。 

 

文の文法的なかたちは,その意味的な内容において,ひとつにまとまりながら,相互

にはりあう,対立物のセットとして存在している。《いいきりの文》と《おしはかり

の文》,《記述の文》と《説明の文》とは,相互に対立しながら,ひとつのセットにま

とまる。文のばあいでも,その文法的な意味は oppositional である。文のいちいち

の文法的な意味は,その対立的なセットのなかにあたえられて,存在していて,この

セットのなかでしか正確にはとらえることができない。[奥田 1985b：p.38] 

 

モダリティ形式をもつ文は、ある通達的なタイプの下位体系の中にあり、その下位体系の

中で、対立しながら統一するセットの中でしか正確にとらえることができない。実際に、い

かなるモダリティをもった文も、ものがたり文、たずね文、はたらきかけ文、まちのぞみ文

のいずれかの文に必ず帰属させられていて、文は、さまざまな文のタイプとの関係を持たさ
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れている。そこを離れては文のモダリティは存在しえない。あるモダリティ形式は、それら

の文の関係の中でしか明らかにできない。 

あるモダリティ形式をもった文は、通達的なタイプに位置づけて、そのモーダルな意味に

もとづきながら、他の形式をもつ文と比較されなければならない。この作業を欠けば、その

分析対象である文法形式の本質的な特徴を抜き出すことができなくなる可能性がある。 

たとえば、宮崎他 2002 では、勧誘形の表す意味の中で、「〈引き込み〉は基本的に勧誘的

な解釈と結びつくものである」と述べている[宮崎他 2002：p.30]。そして、「〈引き込み〉」に

は、「強引に参加させようとするニュアンスを強く感じさせる」とも述べている[宮崎他 2002：

p.30]。一方で、勧誘形に接続できる「ぜ」が「一方的に聞き手に伝えるとき」に用いられる

としている。 

このことをまとめてみたとき、ただの勧誘形を持つ文の「〈引き込み〉」にある「強引に参

加させようとするニュアンス」と、勧誘形に後接することができる「ぜ」の「一方的に聞き

手に伝える」という話し手の態度とは、話し手の態度として、どれほど異なっているのか、

判断がつきにくいだろう。「強引に参加させようとするニュアンス」が、勧誘形の「〈引き込

み〉」にあるのであれば、「ぜ」がなくても、「一方的に伝える」ということは保証される。

とすれば、「ぜ」の本質的な特徴は、別のところにあるはずである。あるいは、「強引に参加

させようとするニュアンス」と「一方的に伝える」とが、どう異なっているか述べなければ

ならない。しかし、そのニュアンスの違いは、明確に述べられていない6。体系的に記述し

なければ、ある文の形式の特徴と別の形式の特徴の違いを捉え損ねるのである。 

一方で、方言研究では、かりまた 2016 によって、終助辞の表す意味は、現れる文の通達

的なタイプにしたがって、異なるものになる場合があると、重要な事実がさしだされている。

かりまたは、「jo:を含む文」を挙げながら、次のように述べている。 

 

jo:は感嘆文と命令文に現れる。感嘆文と命令文では、そのモーダルな意味がおお

きく異なる。[かりまた 2016：p.36]【下線は目差】 

 

 そして、この大きく異なるモーダルな意味にしたがって、jo:の表す意味も異なっている。

かりまたは、次のように述べている。 

 

jo:を含む形容詞述語文は、話し手の感情、おどろきを吐露する感嘆文である。聞

き手目当ては無く、独り言のように発せられる。[かりまた 2016：p.36] 

jo:を含む命令文(禁止を含む)は、出来事の実現に聞き手への配慮を含んだやわら

かい命令表現の文である。[かりまた 2016：p.37] 

 

 かりまた 2016 によれば、「jo:」の表す文法的な意味は、感嘆文に現れる場合、聞き手目当

てのないことを表し、命令文に現れる場合、聞き手への配慮を含んだやわらかい態度を表す
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としている。つまり、「jo:」は、現れる文のタイプにしたがって、一方は、「聞き手目当て」

のなさを表現しているし、一方では、聞き手への配慮を含むものとして表現されていて、全

く異なるあり方を示している。したがって、これらのことから、適切な対象と比較させなが

ら、終助辞のもつ意味を明らかにしなければならないことが理解される。ある文法的な意味

の、正確でない、不当な抽象化と一般化は避けなければならない。 

一方で、あるモダリティ形式をもつ文を、具体的な細かい分析を行う中で明らかにしてい

き、それらが、文の通達的なタイプのどこに位置づくのか、なぜ、位置づけることができる

のか、調べあげる必要がある。そうすることで、それぞれの文の通達的なタイプの、より本

質的な特徴が明らかになってくるだろうし、まちのぞみ文を認めるかいなかという問題、認

識的なものと意志表示的なものとで文の通達的なタイプを考えるべきなのかどうかといっ

た、モダリティ研究の重要な問題を解決していくことにも繋がっていくだろう7。 

 その作業のためには、網羅的にモダリティ形式を把握しておく作業も行われていなけれ

ばならない。しかし、ただ形式を集めていればいいというわけではない。幅広く、たくさん

のモダリティ形式を集めて、類似する標準語のモダリティ形式と比較したりして、その文法

的な意味を明らかにするだけでは、モダリティ体系の記述にはならないのである。そのため、

つづいて、モダリティ体系とは何であるのか、詳しくおさえておく必要がある。 

モダリティ体系とは何かについておさえておくことは、本節のテーマであるところの、モ

ダリティを記述するために、文の通達的なタイプにあるモダリティ形式をもつ文を位置づ

けて記述することにも重要なことである。なぜなら、モダリティ体系は、あるモダリティ形

式をもつ一々の文によって構成されるところの、文の通達的なタイプであるからである。そ

のため、引き続いて、モダリティ体系とは何かについて記述する。 

まずはじめに、《体系》という用語の規定について述べておく。奥田 1980・1981 にならっ

て、《体系》を、属性として、有機的な関係の総体をもつ物質であるところの、《相互にむす

びつく要素の集合》と呼ぶことにする[奥田 1980・1981：p.190]。体系をこのように理解す

るとすれば、モダリティの体系は文の通達的なタイプの集合であると言うことができる。 

文の通達的なタイプがモダリティの体系であるというのには、それなりの根拠がある。文

の通達的なタイプは、ものがたり文、まちのぞみ文、はたらきかけ文、たずね文を構成要素

に持っている。そして、ものがたり文などは、ただ文の通達的なタイプの構成者としてだけ

存在しているのではなく、それぞれが、互いにはたらきかけあいながら、相互にむすびつい

ているのである。 

まず、相互にむすびついているということを確めるためには、相互に対立する一方で、そ

れらの文の発展と関わって、それらの間に移行の過程や、その移行の可能性が認められてい

なければならない。そうでなければ、互いにただ独立しているだけであり、むすびつきは認

められない。 

ものがたり文などは、たしかに、相互にむすびついている。それらの文の間には、移行過

程を認めることができ、むすびつきが存在しているのである。それは、1）言語的な事実と
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して、それらが、それぞれに独特の文の文法的な構造を持ちながらも、その構造の構成要素

を変えることで、意味的に、あるいは、少なくとも機能的に移行すること、2）一般言語学

から見て、通達的なタイプの相互関係についての成分分析が可能であること、これら２つの

ことから、まず確めることができる。 

1）については、先で奥田 1988b をもとにまとめたように、三人称・未来の意志的な運動

について伝えるものがたり文の人称を、二人称に変えれば、命令を表すはたらきかけ文に

（「ほら、立つ！」など）、一人称に変えれば、決心を表すまちのぞみ文になる（「行く！」）

ことが、まずあげられる。他にも、工藤浩 1989 は、人称の変更が、文の文法的な構造の変

更につながり、文のタイプが移行している可能性を示唆している。工藤 1989 では、a）叙述

文（「貧乏人は麦を食えばいい／食うべきだ」）と命令文（「貧乏人は麦を食え」）の相互移行、

b)依頼文の叙述文への移行（「おいやな方は、どうぞを帰りください」）、c)依頼文（「病気が

はやくよくなってくれ」）の希求文（「病気がはやくよくなりますように」）への移行、d)勧

誘文（「ふざけていないで、ちゃんと掃除しましょう」、「吸い殻は吸い殻入れに捨てましょ

う」）の命令文と叙述文への移行の可能性を認めている[工藤浩 1989：pp.236-237]。 

これらのことから、1）のことは十分に事実として確認できる。他にも、たずね文（食べ

られるか？／食べてくれないか？）の依頼文への移行の過程、まちのぞみ文（「来てほしく

ない」）の依頼文（「来ないでほしい」）への移行などがあるが、ここでは、触れないことに

する8。相互移行を認めることのできる、いくつかの事実をあげれば十分であるだろう。 

1）については、言語的な事実をもとに説明した。2）については、理論的なことからの説

明になる。奥田 1986a は、チェコ版『ロシヤ語文法』の「成分分析」をもとに、ものがたり

文などの間に、相互関係と移行の関係を認めている。 

 

このとき ,チェコ版は通達的なタイプとしての文の文法的な意味を共通な

integrative 意味特徴とことなる distinctive 意味特徴とに分解しながら,これらの文

のあいだの相互関係のあり方をあきらかにする。分類を理論的に根拠づけていて,

伝統的な文法論がそうするように,文の通達的なタイプの列挙にとどまってはい

ない。これらの,みっつの文のパラダイムを体系としてみている。 

（中略） 

 チェコ版『ロシヤ語文法』が行う成分分析 componential analysis が正当である

とすれば,通達的なタイプのあいだの移行は,意味特徴のプラス・マイナスによっ

て,あるいは意味特徴のとりかえによって生じるということになるだろう。そして,

その移行が通達的なタイプのあいだのパラディグマチックな関係の存在を証拠

だてる。[奥田 1986a：pp.49-50]【下線は目差】 

 

奥田 1986a では、チェコ版『ロシヤ語文法』の通達的なタイプの文法的な意味に対する成

分分析をある程度認めながら、ものがたり文を出発点にして、そこに「まちのぞみ性」が加
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われば、まちのぞみ文へと、まちのぞみ文に「はたらきかけ性」が加われば、さそいかけ文

へと移行することを述べている。つまり、一般言語学の理論から見ても、通達的なタイプの

文どうしのむすびつきを認めることができるのである。そのことは、奥田 1988b、1992、1996a

などで、日本語の事実をもとに確かめられている。 

1）と 2）のことをもとに、通達的なタイプに属するものがたり文などが、完全に切り離

されたものとして存在しているのではなく、相互にむすびついているということを確認す

ることができる。とすれば、相互にむすびつき、まとまるものがたり文などが、体系におけ

る、相互にむすびつく要素である。あるいは、ものがたり文などになる、あるモダリティ形

式をもった、一々の文が、要素なのである。したがって、《体系》＝《相互にむすびつく要

素の集合》における要素とは、ものがたり文などであるし、あるモダリティ形式をもつ文で

ある。一々の文は、全体としての文の通達的なタイプのいずれかに位置づけられているので

ある。 

しかし、体系の中の要素が相互にむすびつくようになるためには、それぞれの要素が相対

的に独立していなければならない。それぞれの要素は、相互にはたらきかけあうことによっ

てはじめて、むすびつくが、それぞれの要素が相互にはたらきかけあうには、それぞれの相

対的な自由さ、独立性がなければ成り立たないのである。奥田 1980・1981 は、そのことを

次のように述べている。 

 

完全な自由さ、独立性は要素にはありえない。はんたいに、相対的な独立性、あ

る程度の自由さをもたない要素もありえない。もし相対的な独立性を要素がもた

ないとすれば、要素のあいだの相互作用はありえず、体系は構造をうしなって、

体系であることをやめる。 

 文が、その内容において、現実の世界の出来事とかかわっているとすれば、単

語は現実の物、その物の特性と関係を語彙的な意味のなかに一般化して、抽象的

にえがきだしている。現実の物や属性を相関物としてもっているがゆえに、単語

の語彙的な意味は、文の内容との関係において、相対的な独立性をつよくたもっ

ているのである。[奥田 1980・1981：p.207] 

 

 とすれば、要素としてのものがたり文などが相対的に独立しているということは、どうい

うことなのか確認しなければならない。ものがたり文などの相対的な独立性は、何よりもま

ず、それぞれに特殊な文の文法的な構造によってさしだされている。 

あるモダリティ形式をもつ文は、要素と要素のむすびつき＝文の文法的な構造をもって

いる。そして、このような文法的な構造をもった文たちが、いくつか存在していたり、新た

にうまれてきて、反映・通達のためのものとして同じものにまとめられる。それらは、文の

反映・通達上の質的なちがいによって、相互に作用して存在しはじめる。それらの文は、情

報をたずね、それについて伝えたり、望みを伝えたり、命令・依頼・勧誘を伝えたりする、
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人々の間の交通活動を支える、反映・通達のための最も基本的な言語手段であると一般的に

認められている。 

そして、ものがたり文などは、それぞれの反映と通達を正確に果すために、それぞれに独

自の文法的な構造を持っている。そのことは、まちのぞみ文、はたらきかけ文がものがたり

文と異なって、テンス対立がないことや、人称制限があることなど、一般的に知られている

ことから、確めることができる。それゆえに、それぞれの文法的な構造は、それらを典型的

に特徴づけているのであって、相対的に独立していることを物語っているのである。 

一方で、《相互にはたらきかけあいながら、むすびつく要素の集合》における要素が、も

のがたり文などであれば、その集合とは、相互に作用し、むすびつくものがたり文、はたら

きかけ文、まちのぞみ文、たずね文などの集まりの全体である。とすれば、ものがたり文な

どをひとまとまりに統一する文の通達的なタイプが、集まりの全体である。このことから、

《相互にむすびつく要素の集合》とは、文の通達的なタイプであり、ものがたり文などが相

互にはたらきかけあい、有機的にむすびつく、いくつかの関係の総体であるといえる。 

モダリティ体系が、ものがたり文などとして機能する、一々の文＝要素の相互作用によっ

てむすびつけられて、つくりあげられている。したがって、モダリティ体系とは、さまざま

なモダリティ形式をもつ文によって構成されているところの、文の通達的なタイプの総体

である。文の通達的なタイプに属するところの、さまざまな文のむすびつきの体系である。 

そうであれば、モダリティ体系を記述することは、言語それぞれにおいて、文の意味・文

法的な構造によって表現される、さまざまなモダリティ形式の文法的な意味・機能を記述

することである。そして、文の意味・文法的な構造と文法的な意味・機能をもとに、それら

がどのように対立しながら、統一していて、相対的な独立を表現しながら、《文の通達的な

タイプ》に位置づけられているのか、記述することである。あるいは、それらの文がどのよ

うにはたらきかけあって、相互にむすびついていて、相互に移行しているのか記述するこ

とでもある。つまり、あるモダリティ形式をもつ文が、文の通達的なタイプの中のあるタイ

プに位置づけられる根拠、その分析の過程を記述することであるし、文と文の相互作用、相

互移行、その結果さしだされる相互関係を明らかにしながら、その言語の体系を記述するこ

となのである。 

したがって、まず、ある言語のモダリティ体系にとって、重要な相互作用があると考えら

れる形式を、選ぶ必要がある。その選択のためにおいてのみ、ある言語のモダリティ形式を

網羅的に把握することの作業が求められる。 

この重要な相互作用を選ぶにあたっては、さまざまなことが観点にあげられるが、優先す

べきことは、文の通達的なタイプの中における文と文の相互作用である。なぜなら、文の通

達的なタイプは、その言語を使って活動することを保証する、最も基本的な言語形式である

からである。したがって、次の節では、言語体系における文の通達的なタイプの相互作用の

記述から始まることになる。 
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第３節 言語体系の中における文と文の相互作用 

 モダリティ形式をもつ文は、文と文の相互作用＝むすびつき、および、その相互関係によ

ってはじめて明らかにされる。3 節では、言語体系の中での文と文の相互作用について述べ

る。与那国方言のものがたり文とたずね文の相互作用、相互関係について扱うことにする。 

 与那国方言には、肯否たずね文と疑問詞たずね文を表す形式がある。肯否たずね文の代表

的な形式は、na をもつ文、sa をもつ文であり、疑問詞たずね文の代表的な形式は、ŋa をも

つ文である。 

 ここでは、これらの形式がたずね文に認められるにあたって、ものがたり文との相互作用

を抜きには、ありえないということについて述べる。 

 まず、最も典型的なたずね文であるといえる疑問詞たずね文とものがたり文にも、その相

互作用を見ることができる。たとえば、与那国方言では、ものがたり文とたずね文の対象的

な内容の構成には、《文の通達的なタイプ》と《とりたての形》とのむすびつきも含まれて

いる。 

ある形式をもった文が、疑問詞たずね文であると記述するにあたって、その実現の条件に、

一連の疑問詞が文の対象的な内容の構成要素として組み立てられているということがあげ

られる。疑問詞があることで、疑問詞たずね文の対象的な内容は、つぎのように規定される

ことになる。疑問詞たずね文は、話し手にとって不明の内容があり、その不明な内容が知り

たくて、聞き手に答えてもらいたい内容を対象にしている。 

疑問詞たずね文の場合は、述語が ŋa の形を取りながら、基本的に、他の文の部分に疑問

詞を用いて陳述することで、表現されている。このとき、文の部分＝疑問詞にとりたての形

を取らせるのは、義務的ではない9。疑問詞たずね文の場合、疑問詞を使用すること自体に、

とりたてが明示化されているからである。しかし、それをあえてとりたてる場合、「ba」の

形を取っている。ba には波下線を引いている。 

 

1) ɴda    nuɴniba     kaɴgai   waruŋa. 

    あなた どのように 考えて いらっしゃるの？【A】 

 

2) aː,kjuːnu  suŋatije. ʃiwasu  hatinija     nuːba   kiruɴŋa.  abutʼa. 

旧の  正月ね。師走の  終わりには 何を   するの？ おばさん。【A】 

 

3) ɴkʼaʧi  daja   nuɴdiba  maisaɴgaɴdi     aŋa  maː aː ɴdjaˑ,  uɴ     bagaranuɴsaː. 

昔の  家は どうして  大きいか？と 私が    言うと、それも 分からないだ

ろ？【A】 

 

4) [料理をしているお母さんの後ろから、皿の割れた音が聞えたので] 

taŋaba  suri   baɴŋa. 
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誰が  皿を 割ったのか？【B】 

 

5) ɴdaja    nai   ɴmiba  buɴŋa. 

あなたは 今 どこに いるの？【B】 

 

6) itʒiba   çuŋa. 

いつ   行ったの？【B】 

 

それに対して、ものがたり文では、焦点化されて、とりたてられる文の部分は、「du」の

形を取っている。与那国方言の疑問詞たずね文とものがたり文において、文の部分をとりた

てる場合、その形式は異なっているのである。du には波下線を引いている。 

 

7) na  josaɴ  josaɴdi  ɴdi    ɴdi    waru    munuja   

    予算  予算と  言って 言って いらっしゃる ものは  

banu   dunamunu.nuɴ   usamidu   dunaɴ usamidu   buruɴdjaː. 

私達の 税金。  何々 納めて  税金  納めて  いるんだぞ。【A】 

 

8) ma  baɴtʼaja   uɴni        nai ʤuːbuɴni  bataɴŋa  ɴtʼi     burujuɴgaradu, 

私達は そのように 今 十分に   お腹が  満ちて いるからこそ、 

uɴni      burujuː.   banubagiɴ  uɴni     kariŋa   ɴdu  munu 

このように いるんだよ。私達まで そのように かれが 言う もの 

 

kʼaʃiɴdi  ɴdaninutaɴdoː.  unu  tʒoːjoːni  ititʼijoː,  geɴmaiduː niru  tʒidiɴdjaː. 

嘘だと 言えなかったよ。その 徴用に 行ってね、玄米を   煮る わけなんだぞ。【A】 

 

9) [昔の生活について話している] 

unu  tsaɴdiru  katamitʼi,   naɴnija     anaganu    amitʼidu  aiti, 

その  小笊    担いで、 そのままは  それだけ長い 道を  歩き、 

uɴni      iː    magaʃi   hataru.  uɴtʼi   kiʃi,   hatarudo.   ubaniː. 

そのように ご飯を 賄って  食べた。芋を  耕し、食べたんだよ。姉さん。【A】 

 

10) A：ɴdaja    saŋi   numi   bunaː. 

あなたは 酒を 飲んで  いるのか？ 

B：numi  buranudoː.  anuja   nai  miɴdu  numi  buru. 

飲んで いないよ。私は  今  水を  飲んで いる。【B】 
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11) A：asaja      nai  ɴmiba  buɴŋa. 

おじいさんは 今 どこに いるか？。 

B：asaja       datinidu   buːru.   

おじいさんは  納屋に  いるよ。【B】 

 

12) [鍬の柄が丈夫なので] 

paŋai  duija   tiŋuti       kiʃidu   kʼwaru  hadi. 

鍬の 柄は  シャリンバイの 木で  作ってあるだろう。【B】 

 

13) attaja   niːbiːtu  duwaidu   arjaˑ,    anuja   sebirodu  tsuɴdoː. 

明日は 結婚の お祝いが あるから、私は  背広を 着るよ。【B】 

 

 この逆の構造は、自然談話でも、面接調査でも、確認できない。このことは、疑問詞たず

ね文の文法的な構造と、ものがたり文の文法的な構造が質的に異なっていることを、示して

いる。《たずねる》と《伝える》という言語活動を正確に反映し(表示し)、通達するために、

言語体系の中で、それぞれに特徴的な文法構造をもって互いの独立性を保持しながら、相互

に作用していることを物語っている。 

 一方で、異なる通達的なタイプを反映して、通達する、この二つの文は、完全に独立して

いるのではなく、むすびついてもいる。そのことは、ものがたり文の文法的な構造の構成要

素が、たずね文の文法的な構造に部分的に現れてくることに示されている。 

たとえば、与那国方言の肯否たずね文では、文の部分が「ba」の形ではなく、「du」の形

をとって表現される。このことは、肯否たずね文とものがたり文の文法構造が近い関係にあ

ることを示している。 

 

14) [昔の生活の中での服装について話している] 

uja    ɸujuɴ  unidu    butaruna.   abutʼa.   

それは 冬も    そのように いたのか？  おばさん。【A】 

 

15) ɴdaja     sagidu numuna    biru   numuna. 

  あなたは 泡盛   飲むか？  ビール  飲むか？【B】 

 

16) attaja   numikai  aidu  burunaː   minunaː. 

  明日は 飲み会  あるか？、   ないか？【B】 

 

 他にも、たずね文としての「確認要求」を表現する sa 文の文法的な構造においても、「du」

の形を取って存在する文の部分があって、sa たずね文とものがたり文の文法的な構造とが
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近づいている。また、確認要求の文は、その内容に対する話し手の見込み（判断）が成り立

っているという前提をもっているため、意味的にも、ものがたり文と近い関係にある。 

 

17) maː  nuɴnitʼiɴ,     agamitʼidu  aɴsaː.  

     どんなでも、 子供であるだろ？【A】 

 

18) kuɴdi   eː, kai    ʃiti,  ʃita   niriɴdi.   itiɴ    haidamadu   aɴsaː.   

来いと    買って  来て、すぐ 煮ろって。一番 食いしん坊だろ？【A】 

 

 そして、「疑い」を表現する kaja 文では、「du」の形だけでなく、「ba」の形も取って存在

する文の部分を構成要素にもっていて、たずね文とものがたり文、両者にまたがる文法的な

構造を持っているため、相互に移行しうる特徴を持っている。 

 

19) A：suŋatʼija, abutʼaŋa   ibisarutʼaja,   buru    kjuːnidu  kiː   butarukaja. oː. 

     正月は  お母さんが  幼なかった頃は、みんな 旧暦に  して いたのかな？ 

B：iʃi. kjuːni.   

そう。旧に。【A】 

 

20) ɸuɴtuɴdi   bagaranuɴ.  ujaː    nuɴdiba   uɴni      itakajaː. 

本当か  分からない。それは どうして そのように  やったのかな？【A】 

 

21) karija    itʒiba   iː      ɸukaja. 

あいつは いつ  ごはんを 食べるのかな？【B】 

 

 次の用例における kaja 文は、話し相手のたずね文に応じて、現れてきて、話し手の想起

や、思考過程を投げ出すものがたり文に、意味的にかぎりなく近くなっている。 

 

22) [戦争の時の話をしている] 

A：igutaiɴtʼu  ataɴga   ɴnitaɴsuja. 

何人だったか？   死んだのは。    

B：tʒaː  ibitʼatʼi  atakaja. 

    少しだったかな。【A】 

 

23) [機織り機の各部の名称について話している] 

A：nunu  natʒiɴdi   nunu  maŋu  munuja  hatʼamunu   nu    ɴduŋa. 

布    ナチって  布   巻く  ものは 織物    何と 言うのか？ 
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B：uja    nuɴdi  ɴtʼakaja.    maːtaɴdiru  ɴdu. 

それは  何と 言ったかな。マータと 言う。【A】 

 

しかし、いずれにしても、肯否たずね文は、na や sa を持っているかどうかで、ものがた

り文から区別される。ただ、与那国方言における肯否たずね文が、疑問詞たずね文より、も

のがたり文の文法的な構造に相対的に近い関係にあるということを示しているだけである。 

以上のことから、ものがたり文の文法的な構造との関係をおさえていなければ、たずね文

を記述することはできないということが、分かる。言い換えれば、通達的なタイプに属する、

ある一つの文は、別の文から相対的に独立しながらも、別の文と相互にむすびついているこ

とが示されるのである。ある文を明らかにするためには、いくつかの文がどのように相互に

はたらきかけあい、むすびついているのか、相対的な文の意味・文法的な構造をおさえるこ

と、そして、それらの文が、言語体系の中にどのように位置づけられているのか、明らかに

することが必要になるのである。 

しかし、分析者は、言語体系の中に文を位置づける前に、現実にある文に向き合わなけれ

ばならない。たしかに、文は、言語体系の中にあるが、人々の一々の発話の中にも存在して

いる。そのため、個人の発話として現れてくる文は、個人の心理的なものを伴う。とすれば、

実例を具体的に分析する前に、文の個人＝心理的な側面をもつ文が、社会＝一般的な言語的

意味を記述する言語学でどのように扱われるのか、まとめておく必要がある。したがって、

4 節では、文の言語的な側面と心理的な側面の関係について述べることになる。 

 

第４節 はなしの文の言語的な側面と心理的な側面 

 言語学は、文を言語体系の中に位置づけて規定する。言語学が明らかにするのは、言語体

系の中にある文である。その上で、文の意味・文法的な構造を取り出さなければならない。 

しかし、言語学者は、言語体系の中の存在としての文を明らかにする前に、話しあいの中

にある文、すなわち、はなしの文を扱う。はなしの文から、言語体系の中にある文を抜き出

すのである。はなしの文を扱うことは、分析の中で避けて通れないことである。ここでは、

はなしの文に表されている話し手の態度（モダリティ、場面的な意味）を扱うことの重要性

について、述べる。この重要性は、実践的にも、理論的にも大きいのである。 

しかし、はなしの文を扱うことには、大変難しい問題もある。それは、はなしの文が、言

語的な側面だけでなく、心理的な側面も伴っているからである。 

はなしの文が心理的な側面を伴うのは、社会的な存在としての言語＝文を特定の個人が

使用していることによっている。文は、言語活動から相対的に独立しているが、特定の個人

に使用されることから切り離されては存在せず、必ず個人＝心理的な側面が加わってくる。

そのことを、奥田 1959 は、次のように述べている。 

 

言語活動も、ほかの人間活動とおなじように、目的をもっていて、要求や感情
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や興味によって動機づけられている。このこととむすびついて、特定の個人の

言語活動を意義づける個人的な側面が、文の事実的な内容の背後にあらわれて

くる。つまり、具体的な言語活動＝文によって、なにか現実のできごと(事実)が

つたえられるのだが、その事実的な内容のうらに、その事実的な内容をつたえ

る意図、はなし手が考慮していること、はなし手が欲していることが表現され

ているのである。[奥田 1959：p.89]【下線は目差】 

 

 そして、奥田 1959 では、「その事実的な内容のうらに、その事実的な内容をつたえる意

図、はなし手が考慮していること、はなし手が欲していることが表現されている」意味を、

「うらの意味」と次のように述べている。 

 

はなし手の意図や感情、思考過程の特徴、省略によってかくされている意味など

は、一定の場面と文脈のなかで進行する言語の使用のし方のうちに、表現をうけ

ているのであって、言語によってじかに表現をうけているおもての意味にたいし

て、言語活動のうらの意味をかたちづくっている。[奥田 1959：pp.90-91] 

 

言語によって直に表現されている意味は「おもての意味」である。それにたいして、場面

と文脈の中で進行する言語の使用のし方のうちに表現されている意味は、「うらの意味」で

ある。この「おもての意味」は、いわゆる、意味 значение である。「うらの意味」は、いわ

ゆる、意義 смысл であるといえる10。 

「おもての意味」と「うらの意味」は、奥田 1963・1964 でも取り上げられている。奥田

1963・1964 では、はなし言葉の文は、「おもての意味」と「うらの意味」を持っていて、そ

れを考慮に入れなければ、完全には明らかにされないことを述べている。 

 

言語によって直接にいいあらわされている「おもての意味」はこの「うらの意味」

におぎなわれて、実際の文の意味ははるかにおおきくなるのである。こうして、

はなし言葉の文は、はなし手個人の心理を考慮せずには、その意味は完全にあき

らかにならないのである。[奥田 1963・1964：p.47]【下線は目差】 

 

 言語学が明らかにするのは「おもての意味」であり、心理学が明らかにするのは「うらの

意味」である。それは、その「うらの意味」が、特定の個人が言語を使用する動機を前提に

して、理解されるからである。たとえば、「ごはん……は食べた」という場合、言語学は、

とりたて、アスペクト・テンス・ムードなどの一般的なものを扱うが、心理学は、「……」

の「間」によって表現されている確信度の程度、緊張感などの、一々の個人の心理的な現象

を扱う。 

また、この「うらの意味」は、「間」の他にも、さまざまな手段によって表現されている。
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「比喩」、「単語の形態論的な形の選択」、「イントネーション」(調子)によって表現されてい

るのである。その手段は、言語的な内容から相対的に独立した「表情や身ぶりなどの補助的

な手段」があげられているのである。 

それらの手段によって表現されている「うらの意味」は、一定の場面と文脈の中で言語を

使用することによって生じる意味である。しかし、その意味は、必ずしも「うらの意味」と

してだけ存在するのではなく、「おもての意味」として表現される可能性もある。奥田 1959

は、つぎのように述べている。 

 

うらの意味も言語の手段によってじかに表現されるなら、おもての意味に転化す

る。こうしたばあい、うらの意味のない言語活動であると、みた方がいい。うら

の意味は、身ぶりや表情のような、補助的な表現手段によってあらわされるばあ

いもあるだろう。いずれにしても、いかなる手段によっても表現をうけていない

うらの意味というものは、考えられない。[奥田 1959：pp.90-91]11【下線は目差】 

 

 奥田 1959 は、うらの意味がおもての意味に転化することを認めている。つまり、言語の

「おもての意味」と言語活動の「うらの意味」の相互移行も認めているのである。それは、

言語と言語活動の相互作用、その関係についての様々な事実によっているのだろう12。

Бондарко1987 によれば、言語単位の意味的な機能は、意義的な内容(あれこれの言語的な解

釈)の諸要素を自らの中に取り込んで言語外的な現実と相互に関連していると述べられてい

る[Бондарко1987：pp.8-9]。つまり、発話の中の言語的な内容は、つねに「うらの意味」、意

義 смысл と絡み合って存在している。 

奥田 1963・1964 では、言語活動が語彙体系、文法体系などの言語の法則にしたがって正

確に達成されるという原則を述べながら、言語活動のもつ、心理活動、表現機能によって、

言語に新たに修正と追加を与えるとも、次のように述べている。 

 

言語活動はそれ自身思考と内的にむすびついた反映活動であるばかりではなく、

思想を表現する活動でもある。考えることとしゃべることはことなる活動であっ

て、ここに表現の世界が成立する。また、言語活動はそのほかの心理活動、たと

えば知覚や想像や感情や要求や意志などと有機的にむすびついていて、これらを

も表現しないではない。この表現の世界が言語活動の内容を複雑なものにし、そ

の表現機能をはたすために言語活動は言語にあたらしい修正と追加とをあたえな

いわけにはいかないのである。言語とその実際的な使用とはこの点でちがってく

る。 

 事実、言語活動は言語の法則ときまりとに一方的に規定されているわけではな

い。はんたいに言語を規定してかかるだろう。言語の歴史的な発展は、言語をつ

かうことからはなれてはおこりえない。[奥田 1963・1964：p.35]【下線は目差】 
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 奥田 1963・1964 は、このことを文学作品の「おやじ」「片耳」などの単語の語彙的な意味

の「ずらし」（「おやじ」：「精神病」、「片耳」：「緊張感」）、「会う」と「会見する」の単語の

選択による表現性（感情的な態度「ぎょうぎょうしさ」）をあげて、言語活動の、言語への

修正と追加について述べている。そして、奥田 1963・1964 は、このような言語活動の、言

語への修正などを明らかにするのは「ことばの心理学」であると、次のように述べる。 

 

単語は言語活動のなかに使用することによって、ときとして、その語彙的な意味

に「ずらし」をおこし、表現的な価値をおびてくる。また、単語の選択のなかに

表現性の問題がひそんでいるが、このような事実はもはや言語学があつかうこと

のできないものである。なぜなら、単語の語彙的な意味の「ずらし」と表現性の

問題は、対象や場面や文脈との相互関係のなかにある、はなし手＝主体の心理の

うごきにかかわっているからである。つまり、具体的な場面と文脈のなかで進行

する言語活動に、どの単語をどのようにつかうかということは、はなし手の心理

に関係する問題であって、その法則性はことばの心理学があきらかにしなければ

ならない。[奥田 1963・1964：p.37]【下線は目差】 

 

 奥田 1963・1964 は、言語活動の中で言語を選択し、使用することが、話し手の心理の動

きに関わってくることから、文や単語を場面において使用することによって生じるものを

明らかにすることは、「ことばの心理学」が明らかにすることであると、述べている。とす

れば、文や終助辞などの言語的な表現手段を場面において使用することによって生じる話

し手の態度やニュアンスだけを扱うことは、心理学の仕事なのである。 

 しかし、奥田 1959 で述べられているように、「うらの意味」が「言語の手段によってじか

に表現される」ことによって、「おもての意味」へ転化することもあるとすれば、その言語

手段と言語的な条件をもとに、言語単位の「おもての意味」の中に、「うらの意味」、すなわ

ち、意義的な内容の全体、部分が、どれだけ固定化されて一般化されているか確かめること

や、その二つの意味の相互関係を見極めることは、言語学としての仕事でもある。それは、

言語的な意味と機能は、意義的な内容とむすびついて存在しているからである

[Бондарко1987：pp.23-25]。 

もちろん、この場合の言語手段とは、文法論の場合では、単語の形態論的な形、その内部

構造、単語と単語のむすびつきあいによってなりたつ文の対象的な内容であって、それらを

もとに明らかにする必要があるだろう。 

 

第５節 個人＝心理的な側面をともなう意味を仲立ちにして規定される《おもての意味》 

言語を使用することによって現れる「うらの意味」、意義 смысл は、主に心理学の研究対

象であって、言語学は、それらを自らの研究対象として厳密に規定するために、「プラグマ
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チカルな意味」という概念に限定して取り上げているといえる。Бондарко1987 によれば、

プラグマチカルなものは、「言語単位の意味的な機能の特殊な側面とみなすことができ」、

「言語単位ならびに、発話全体の内容のことば行為の参加者ならびに、その条件に対する関

係の伝達にある」としている[Бондарко1987：p.9]。つまり、言語を使用することによってあ

らわれる意味は、現代言語学は、《プラグマチカルな意味》として取り上げているのである。 

Падучева1996 によれば、「プラグマチカは、スピーチ場面（すなわち、話し手や聞き手、

彼らの目的、背景の知識など）との関連のなかで、スピーチのコンテクストとの関連のなか

で、意味を研究する」と述べ、そのプラグマチカルな意味は、「話し手の、さまざまな種類

の命題的なかまえ―出発点的な想定、意図、見解、情動」であるとするのである

[Падучева1996：pp.221-222]13。Падучева1996 が「言語的な意味は原則としてプラグマチカル

である」と述べているように[Падучева1996：p.222]、現代言語学では、言語的な意味とプラ

グマチカル（pragmatical）な意味を切り離さず、扱っている。このような奥田 1996a は、社

会＝一般的なものと個人＝心理的なものとの相互関係を扱いながら、ある文の文法的な意

味を具体的に明らかにしている。 

プラグマチカルな意味が、具体的な場面とのむすびつきの中で変わってくるのであると

すれば、それも《うらの意味》のように、個人＝心理的な側面をもっている。そうであると

すれば、具体的な場面とのむすびつきの中で、時間的なプランの中で、一般的な意味が「副

次的な、プラグマチカルな意味」に変容していく姿を記述する、奥田 1996a の記述を取り上

げる必要がある。 

奥田 1996a では、「していい」と「してもいい」の文が場面において使用されることによ

って生じる「許可」、「承諾」、「提案」、「許容」などの話し手の態度を、「していい」の文の

場合は、プラグマチカルな意味として認めている。一方で、「してもいい」の文の場合は、

それらのプラグマチカルな意味が固定化したものとして認めている。そして、その固定化し

た、許可などの話し手の態度から「してもいい」の《おもての意味》を抜き出して一般化し

ている。その奥田 1996a の記述を見てみることにする。 

奥田 1996a は、「してもいい」を述語にする文のモーダルな意味＝《おもての意味》を、

「／私のえらぶ,私のこれからの動作にたいして,私が肯定的に評価する／」と規定している

[奥田 1996a：p.255]。それにたいして、「していい」を述語にする文は、「「していい」という

現在のかたちは,／動作に肯定的な評価をあたえる／ということでは,過去のかたちの「して

よかった」にひとしい」と述べられている[奥田 1996a：p.261]。そして、奥田 1996a は、こ

れらの文が、場面の中で使用されることによって、あるいは、場面とむすびつくことによっ

て、さまざまなプラグマチカルな意味に変容していくことを、「動作が所属する時間的なプ

ラン」とともに確かめている[奥田 1996a：p.261]。 

奥田 1996a は、まず、「していい」の《肯定的な評価》というモーダルな意味が、未来の

動作を対象としていて、場面の中での使用と絡み合って、「必要なもの」「のぞましいもの」

「ゆるすべきもの」「すすめなければならないもの」などのさまざまな態度に変容していく
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と述べている [奥田 1996a：p.264]。以下に引用するように、「していい」のさまざまな態度

として、具体的には、1）「容認する」というものをまずあげ [奥田 1996a：pp.264-265]、つ

ぎに、2）「すすめる」という話し手の態度[奥田 1996a：p.265]、3）「ゆるす」という話し手

の態度[奥田 1996a：p.265]をあげている。 

 

[「容認する」場合の用例] 

 「だって,そんな不きげんなあなたをのこしてかえれる,と思ってて。もういいわ,どうなっ

たって。朝までいるわ。」 

 「だめだよ。」 

 克己がおきなおった。すねてはみても,克己の方だって,秋子が家庭をなげだして,自分のと

ころにきてしまうのをむかえる覚悟など,できているわけではない。 

 「かえっていいよ。すねたりしないよ,もう。」（あなたにだけ） 

 

[「すすめる」場合の用例] 

 「御馳走をたべましょうよ。ね,うんとたかいものをたべない？あなたなにかのむんでし

ょう？おさけはつよいの？ウィスキーでもコニャックでもたのんでいいわよ。白ぶどう酒

はどう？」（青春の蹉跌） 

 

[「ゆるす」場合の用例] 

 「いいぞ,はやくはいれ」といわれて,他家雄はとびこんだ。まだあつすぎるが,たえられぬ

ほどではない。 

 二瓶看守は着衣所のすのこへあがって,足をぬぐった。 

 「どうだ,ぐあいは。」 

 「いいです。」 

 「ゆっくりはいっていいぞ。」 

 二瓶看守は快活にいった。（宣告） 

 

 さらに、奥田は、それらの話し手の態度が一般的なものになっているのか、その一般化の

程度を見るために、人称の固定化をあげている。「していい」の場合は、「動作の主体はあい

手の二人称であることがほとんど」であり、「それが一人称の《私》であるばあいでは,その

表現形式を「してもいい」にゆずっている」とするのである[奥田 1996a：pp.263-264]。これ

も文法的な構造の一つの固定化として見ることができる。 

そして、奥田は、これらの話し手の態度を次のように述べている。 

 

このように,動作の主体が二人称のばあいにかぎってさえ,「していい」は共通な／

肯定的な評価／という意味に許可,許容,勧告のような,かんたんに交替する,副次的
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な意味をつきまとわせている。これらのプラグマチカルな意味は,具体的な場面の

なかに「していい」を使用することによって生じてくるのであって,その場面から

きりはなしてはありえない。[奥田 1996a：p.266] 

 

 「していい」の文の「副次的な,プラグマチカルな意味」は、「ゆるす」と「すすめる」の

二つの態度が溶け合っていると述べているように[奥田 1996a：p.265]、容易に交替するもの

であるとされている。そして、そのあり方は「拡散的なすがた」であるとも、次のように述

べられている。 

 

ところで,「していい」が表現する,この肯定的な評価は,使用のなかで,許可,許容,勧

告,可能などの,さまざまなプラグマチカルな意味を拡散的なすがたでしょってあ

るく。[奥田 1996a：p.284] 

 

以上のことをまとめると、《肯定的な評価》を持っている「していい」の文は、A）「容認

する」「すすめる」「ゆるす」という話し手の態度を持っていること、B）二人称がほとんど

であること、C）「していい」の副次的な、プラグマチカルな意味が容易に交替するものであ

り、それらを拡散的なすがたで持っていること、3 つがあげられているのである。 

 つぎに、「していい」と対立する「してもいい」の文が場面の中で使用される場合の特徴

についてまとめる。まず、「してもいい」の文は、先でまとめたように、未来の動作を対象

にする場合、一人称であることがほとんであると述べられている[奥田 1996a：pp.263-264]。

そして、この場合に、「してもいい」の文のモーダルな意味がさまざまに変容していくこと

が、述べられている。引き続き、その記述をまとめることにする。 

「してもいい」の文は、動作の主体が一人称であるばあい、意志表示の文として働くこと

を述べている。 

 

そして,いくつかの選択肢のうちからえらばれて,ひとつの動作をさしだすとすれ

ば,「してもいい」を述語にする文は,／時と場所によっては《私》がその動作を実

行にうつす／という意味をおびてきて,典型的な意志表示の文としてはたらきは

じめる。動作はなお選択肢のひとつとして「してもいい」というかたちにさしだ

されるが,《私》によってすでにえらばれて,実行へと決心されたところの,可能性

としての動作である。[奥田 1996a：p.276] 

 

 「してもいい」の文が一人称である場合、その肯定的な評価の対象である動作は、「実行

へと決心されたところの,可能性としての動作である」と述べている。それは、話し手の決

心という意志表示によってさしだされる、可能性としての動作＝《意志可能》である。そし

て、奥田 1996a は、そのような可能性としての動作＝《意志可能》が、場面との関わりの中
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で、さまざまな意志表示のあり方を示していることを、あげている。 

 そのさまざまな意志表示＝《意志可能》の一つとして、まず、1）「許可」をあげ[奥田 1996a：

p.277]、つぎに、2）「承諾」、[奥田 1996a：p.278]、3）「提案」[奥田 1996a：pp.278-279]、4）

「許容」[奥田 1996a：p.281]をあげている。 

 

[「許可」の用例] 

 「それから,お化粧はいるだけ自分でえらんだ方がいいわ。つけたら,はげない口紅もあっ

てよ。」 

 「わたくし,あれがほしくって。」 

 「平四郎さんのお金だから,受取書さえもってかえれば,あるだけ買ってもいいわ。」 

（杏っ子） 

 

[「承諾」の用例] 

 「それじゃ,わたしのところへいらして……」 

 「いってもいい。しかし,ビールをのみたいな。」（洒落た関係） 

 

[「提案」の用例] 

 「信じられないわ。」 

 しばらくして,桐子は省吾のひとみをみつめたまま,いった。 

 「なにが？」 

 「あなたが愛してるっていうことば。」 

 「ひざまずいてみせてもいいよ。」 

 「ふざけてらっしゃる。」（あなたにだけ） 

 

[「許容」の用例] 

 「……どんなことでもいい。全部しらべてくれ。どんな車にのったか。どんな洋服をきて

いたか。わかったな。費用はいくらかかってもいい。そして,三日めごとに報告書をこしら

えて,おれに報告しろ。形式なんかどうでもいいからな。」（金環蝕） 

 

そして、「していい」の文が場面において使用されることによって生じる「容認する」「ゆ

るす」などの話し手の態度は、簡単に交替する、副次的な、プラグマチカルな意味であるの

に対して、「してもいい」の文の場合の許可などは、次のように述べられている。 

 

「してもいい」に表現される／許可／は,「していい」が表現する肯定的な評価に

つきまとう,プラグマチカルな意味のうちの,ひとつを固定化したものであると,み

なすことができる。／提案／についても,おなじことがいえる。[奥田 1996a：p.284] 
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 「してもいい」の文の／許可／や／提案／などは、「していい」のような簡単に交替する、

拡散的なすがたではなく、それらが固定化したものとして表現されるものであると、述べら

れている。実際に、「してもいい」の場合の／提案／などは、明確な形で区別されている。

たとえば、《提案》と《承諾》は、1）聞き手が話し手に動作を要求しているかどうか、2）

動作の実行の決定権が聞き手にあるかどうかで、次のように区別されている。 

 

はなし手は,自分への要求があい手にあるものと想像しておいて,あるいは要求が

おこってくるものと仮定しておいて,それにこたえる自分の動作を提案している。

このばあい,あい手がはなし手に動作をおこなうことを要求しているわけではな

いので,《承諾》という意味あいは生じてこない。はなし手は,あい手にのぞましい

と思われる動作をおこなうことを,あい手に提案しているのである。はなし手の提

案をあい手がうけいれるか,うけいれないか,ということの決定権はあい手にある。

と同時に,はなし手は自分の動作は可能であると ,意志表示をしている。[奥田

1996a：p.279] 

  

とすれば、「してもいい」の文における許可などは、「していい」の文のものとは対立して

いるものである。一方は、固定化して定着してきているのに対して、もう一方は拡散的なす

がたで存在している。 

以上のように、「していい」の文と対照・比較して分析して抽象したところの、「してもい

い」の文の特徴は、a）「許可」「承諾」「提案」「許容」という話し手の態度を実現させてい

ること、b）主語の名詞の人称がほとんど一人称であること、c）「していい」の「許可」「提

案」の副次的な、プラグマチカルな意味が固定化していること、3 つの特徴があげられてい

る。「していい」の文と「してもいい」の文の特徴をまとめると、していい」の文と「して

もいい」の文は、A）と a）の【話し手の態度】の点では共通するものがあり、B）と b）の

【人称の固定化】の点、C）と c）の【プラグマチカルな意味の固定性】の点では対立して

いるのである。 

そして、「していい」と「してもいい」のこのような、いくつかの対立的な特徴から、奥

田 1996a は、「してもいい」の本質的な規定を次のように述べ、「していい」の本質的な規定

と対立させて一般化している。 

 

      していい               してもいい 

 《私》は,あたえられた動作に肯定     《私》は《私》の意志をのべる。 

 的な評価をあたえる。[奥田 1996a：pp.283-284] 

 

奥田 1996a は、「してもいい」の文における許可などの場面的な意味が「《私》の意志の表
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明であることには,かわりがない」とし、「「してもいい」を意志表示の表現形式であるとす

る,一般化が可能になる」と述べている[奥田 1996a：p.283]。そのことからも分かるように、

奥田は、個人＝心理的な側面をともなう、場面における、いくつかの話し手の態度＝《場面

的な意味》から、最も本質的な文法的な意味＝《おもての意味》を抜き出して一般化してい

る。そこでは、場面における話し手の態度と、恒常的な、一般的な話し手の態度＝モダリテ

ィが、「してもいい」の肯定的な評価を土台にしながら、文法的な構造の固定化などの条件

に支えられて、むすびついているのである。そこでの《場面的な意味》から《おもての意味》

への移行は、連続的である。「してもいい」の文のモーダルな意味は、《場面的な意味》を仲

立ちにして、一般的に表現されているのである。 

そこでは、「してもいい」と「していい」の文それぞれにさしだされる、肯定的な評価を

あたえられた動作・状態が、《時間性》では《未来》という条件の中で、比べられている。

その条件の中で、「してもいい」の文の《人称》が、まちのぞみ文の典型的な意味・文法的

構造の主語の名詞の人称＝《一人称》に固定化しているという文法的な構造の特徴を、まず

あげている。そして、場面とのむすびつきの中で生じてくるさまざまな話し手の態度や意味

あいが簡単に交替せず、区別することができるほどに固定化しているという、恒常的な、一

般的な存在としての言語的な特徴が、あげられている。 

提案などの《場面的な意味》と、ある文法形式が表す話し手の基本的な心的態度＝《おも

ての意味》のむすびつきを認めることができる。そのことを、奥田 1996a にあるように、実

際の用例から認めることができる。   

しかし、場面における話し手の態度を言語的な側面から記述しなければ、その規定にも主

観的な側面がはびこる。個人＝心理的な側面をともなう《場面的な意味》を仲立ちにして、

《おもての意味》が規定されるとしても、《場面的な意味》が言語的に扱われていなければ、

言語学としての仕事にはならない。とすれば、その場面における話し手の態度は何をもとに

確めることができるかということを確認しておく必要がある。 

まず、それは、文の意味的な内容である。そして、その意味的な内容に備わっている文法

的な構造である。 

実際、奥田 1996a では、提案や許可などは、「してもいい」の文が、一人称・未来の意志

動詞を対象的な内容としている場合に確められている。そして、「していい」と対立して、

一人称がほとんであるという人称の固定化をもとに確められている。文法的な意味を、その

意味的な内容、その意味的な内容の中にうつしだされている文法的な構造から明らかにし

ているのである。 

このように、ある文法的な意味をその言語形式の意味的な内容、文法的な構造から明らか

にすることは、文法論では常識である。そのことは、格やアスペクトなどを明らかにする研

究にも確めることができる。とすれば、言語手段をある場面において使用することによって

生じる話し手の態度（場面的な意味）やニュアンスと、言語的な意味としての話し手の基本

的な態度（《おもての意味》）をむすびつける前に、それらを条件づけている文の対象的な内
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容をもとに、文の意味的な内容と、それによって作り出される文法的な構造についておさ

えておくことは、必要不可欠なことなのである。 

 ところで、奥田 1996a の言語学的な分析に見られるように、ある文法的な形の表す意味・

機能を明らかにするために、《おもての意味》のような、社会＝一般的な言語としての意味

と《場面的な意味》や《うらの意味》のような、個人＝心理的な側面をともなう意味の相互

関係を扱う必要は、他でも述べられている。佐藤 1999a は、言語的な側面と心理的な側面を

扱うことの必要性を、次のように述べている。 

 

現実世界の出来事から相対的に独立した,《対象的な内容》としての出来事は,この

ようにしてつくりだされるのであって,はなし手主体の心理過程の痕跡をとどめ

ない,純粋に客観的な《対象的な内容》というものはありえない。その心理過程は,

いかに複雑であろうと,けっして勝手きままなものではなく,場面に条件づけられ

ていて,こういう場面のもとでは,かならずこういう心理過程が進行するという,法

則的なものがあるはずである。言行為も個別的なものと一般的なもの,個人的なも

のと社会的なものとの統一であって,瑣末なものをひきずりながらも,あらゆる個

人の言行為をつらぬく法則的な心理過程というものがあるはずである。 

 しかし,主体の心理過程は,言語学の手のとどかない世界である。言語学は,文＝

発話をうみだす過程そのものを,全面的にあつかうことはないし,できるわけでも

ない。言行為の所産としての文＝発話を対象にして,そこに使用されている言語諸

手段の意味と機能とを観察し,記述し,体系のなかにとらえようとするのみである。

そのさい,発話のなかに使用されている言語諸手段の意味・機能に,場面情報,文脈

情報,はなし手・きき手の知識などの要因がはたらきかけているとすれば,言語学が,

あたえられた文＝発話を資料として,そのからくりをさぐり,言行為の一般的な側

面を追究することはゆるされるし,必要なことでもある。[佐藤 1999a：pp.90-91]【下

線は目差】 

 

 佐藤 1999a では、「対象的な内容」の中にも話し手の心理過程の痕跡を認めている。そし

て、その心理過程も、羅列的に現象しているのではなく、場面に条件づけられていて、ある

場面においては、ある心理過程が進行するという法則的なものがあるとみている。そして、

「発話のなかに使用されている言語諸手段の意味・機能に,場面情報,文脈情報,話し手・聞き

手の知識などの要因がはたらきかけているとすれば,言語学が,あたえられた文＝発話を資

料として,そのからくりをさぐり,言行為の一般的な側面を追究することはゆるされるし,必

要なことでもある」として、言語的な側面と心理的な側面のむすびつきを扱うことの必要性

について述べている。 

しかし、佐藤 1999a が、「言語学は,文＝発話をうみだす過程そのものを,全面的にあつかう

ことはないし,できるわけでもない。言行為の所産としての文＝発話を対象にして,そこに使
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用されている言語諸手段の意味と機能とを観察し,記述し,体系のなかにとらえようとする

のみである」と言うように、その扱いも言語諸手段の意味と機能とを観察し、記述し、体系

の中にとらえようとすることを前提にしなければならない。このことを抜きにして、井上

2006 のように心理過程を中心に分析してしまうことは、心理＝論理的な側面への分析に傾

き、言語的な意味を捉え損ねる恐れがある。心理＝論理的な面だけから、言語の意味を分析

すると、意味的に似ているものを区別することができなくなってしまう14。 

言語の意味を明らかにするためには、意味だけを扱うのではなく、それと機能・形式の統

一を記述しなければならない。では、モダリティの意味を明らかにする場合、その機能と形

式を扱うこととは、どういうことであるのか。それは、機能としては、反映・通達的な機能

を明らかにすることであるし、形式としては、その意味を条件づける文法的な構造＝文の対

象的な内容を、言語学的に扱うことである。このことは、3 節ですでに具体的に確認してい

る。 

以上のことから、あるモダリティ形式をもつ文を、文の通達的なタイプに常に位置づけ、

その通達的なタイプのモーダルな意味にしたがって統一され、排除し合う形式とどのよう

な関係をつくりあげているか、まず記述しなければならない。そして、その文が、どのよう

な文法的な構造をとっているのか、文の対象的な内容のタイプも扱いながら、記述するとい

う厳しい限定を受けなれば、言語学の記述としては、言語的な側面と心理的な側面の相互作

用を扱ことはできない。言語学における文法論は、ある形式を体系の中に常に位置づけ、他

の形式たちとの関係を記述しながら、その形式たちの本質的な特徴を抜き出すのである。 

 さて、以上のことから、私は、奥田 1959、1963・1964、1996a のように、言語学と心理学

の仕事を区別しながら、《おもての意味》のような、社会＝一般的な言語としての意味と《場

面的な意味》や《うらの意味》のような、個人＝心理的な側面をともなう意味の相互作用と、

その結果としての移行と相互関係を前提にして記述する必要があることについてまとめて

きた。本論文では、そのことを前提にしながら、佐藤 1999a が言うように、言語的な意味・

機能に、場面・文脈情報、話し手と聞き手の知識などの要因が働きかけていることを確かめ

ながらも、言語学としての体系的な記述に戻って行くという限定的な立場で、モダリティ

形式を記述する。 

また、言語活動から言語への一方的な作用だけを扱うのは心理学であるが、《おもての意

味》のような、社会＝一般的な言語としての意味と《場面的な意味》や《うらの意味》のよ

うな、個人＝心理的な側面をともなう意味の間に移行の可能性があり、その結果を互いの間

に移行があるとすれば、その相互関係を扱うことは言語学の仕事でもある。 

 はなしの文を分析する者は、《おもての意味》のような、社会＝一般的な言語としての意

味と《場面的な意味》や《うらの意味》のような、個人＝心理的な側面をともなう意味の間

に移行の可能性のあることを前提にしながら、その相互作用の過程の中にある言語の形式

（文法的な構造）の発見、形づけの過程とその固定化の検討が必要なのである。言語学者が

扱うところの、対象としての言語形式も、他の科学が扱うものと同じく、変化し、発展して
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いくところの、運動する物質である。 

移り動く言語活動と恒常的な存在としての言語との相互作用をつねに意識しながら、あ

るいは、心理学の領域から区別をつけながら、その動的な相互関係を言語学的に説明する必

要があるのである。そうであるとすれば、実例をもとに、このことを確認する必要がある。 

その記述の例は、8 節で述べる。そこには、《おもての意味》のような、社会＝一般的な言

語としての意味と《場面的な意味》や《うらの意味》のような、個人＝心理的な側面をとも

なう意味の相互作用、その結果として文法の形式化が起っていることを、見ることができる。

場面的な意味と話しあいの構造をとおしてあらわれてくる話し手の理解のし方が、何らか

の形で言語化されていることを、見ることができるのである。8 節では、終助辞をもつ文を

分析し、取り出された文の対象的な内容、その意味的なタイプとそれを作り出す文と文のむ

すびつきのタイプからそのことを確めることになる。 

 

第６節 場面における話し手の態度とモダリティの相互関係を扱うことの実践的な意義 

場面における話し手の態度とモダリティの相互関係を扱うことは、実践的な意義もある。

その意義は、方言を話せない、知らない人が、ある言語を学びとっていく実践的な段階で、

より鮮明になってくるだろう。 

陳述的な意味をもつ言語手段の使用にともなう場面的な意味やニュアンスなどが、どの

ような条件のある場合に認めるられるのか学ぶことができるし、一般的な意味としての《モ

ダリティ》とのむすびつきの中で、《場面的な意味》を扱っておくことは、理論的に認識し

た一般的なものを、感性的に知覚していく、豊かな、経験的な再生を支えることにも繋がっ

てくるのである。そのように扱っていくことは、学習者が具体的な文を知覚し、一般的なも

のを抜き出すという言語学習の作業を保証する。 

そのため、文のモダリティが実現する言語的な条件、つまり文の対象的な内容の構造性を

前提にし、話しあいの中での文、話し手と聞き手の相互作用の中で生じてくる話し手の態度

についての具体的な分析が必要になってくる。より具体的なものとして人々が理解できる

ものとしてまとめあげる必要もあるのである。 

また、場面からはなれた文はありえないのであって、文を場面とセットであげておくこと

は、実際の言語活動で使用することのまちがいを防ぐことにもなる。文法的な意味が同じよ

うに見えても、その使用される場面が違えば、それは学者の抽象化の世界だけに収まってし

まいかねない。たとえば、かりまた 2016、目差 2017a、上門 2017、崎原 2018 では、ともに、

ある終助辞をもつ文が《聞き手利益への配慮のないことを表す》という事実をあげているが、

それぞれの言語における使用の場面には違いがある。 

たとえば、名護市幸喜方言の聞き手利益への配慮がないことを表す終助辞=sa は、話し手

の意志を伝えて、承諾や提案・申し出などとして使用されているといえる。 

 

3）A：ja:=ga=ru   ko:cje:-tu   ja:=ga   pak-e:. 
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         君＝NOM=FOC  壊す-RES=CSL  君＝NOM 弁償する-IMP 

       「君が 壊したんだから、君が 弁償しろ。」 

   B：i:    wa:=ga   pak-u=sa. 

         うん。 俺＝NOM 弁償する-NPST=SEP 

       「うん。俺が 弁償するよ。」[かりまた 2016：p.13] 

6）ma:=ni  ui-nu   cju:-ta  buru  wa:=ga   zini:  izja-ci  ugu-i=sa. 

      そこ＝LOC いる-GER 人-PL   皆.ACC  私＝NOM 金.ACC  出す-

GER  奢る-NPST=SFP 

「そこにいる人たちはみんな（の分を）私が金を出して奢るよ。」[かりまた 2016：p.13] 

 

 しかし、与那国方言の場合、聞き手利益への配慮がないことを表す終助辞 dja は、そもそ

も、意志として表現されない。また、幸喜方言の 3）の承諾としての意志のように、相手の

要求に応じる形で、文の対象的な内容を伝える場合は、見られない。6）の提案・申し出の

意志のように、相手にとって望ましい動作＝活動の実行することを伝える場合は、確認され

なかった。つまり、聞き手利益への配慮のあることを表現するということでは同じであると

しても、使用される場面には、言語ごとに違いがあるのである。心理＝論理的なものがその

まま言語的なものになるわけではないのである。 

したがって、ある言語手段の文法的な意味・機能を知っているからといって、いかなる場

面において使用してもいいというわけではない。その文法的な意味・機能は、適切な場面を

もっていて、その中に適切に埋め込まれている。その場面との関わりの違いは、それぞれの

言語の特殊性をうつしだしているのである。 

もちろん、現実への実践的な関わりのなかで、その言語手段に対する知識が、言語体系の

中にある他の諸手段との関係が人々に意識されるようになれば、ある言語手段を創造的に

使用していくこともあるだろう。文学作品の作家たちは、そのようなことを実践しているだ

ろう。そして、その創造的な使用が言語作品、人々の中で定着し、市民権を得るようになる

と、言語体系の要素＝言語手段を刺激して、それらの手段の関係に変化がおこり、新たな言

語形式が生まれてくることもあるだろう。 

ほかにも、場面における話し手の態度を扱うことの実践的な意義は、教材作成にもある。

方言教材を作成するにあたって、テクストの構成を考えるという重要な作業があるが、この

作業をより正確にし、実践にたえるものにするためには、適切な場面をおさえた上で、テク

ストが構成されていなければならないということもある。そして、その構成は、何よりもま

ず、言語手段によってもたらされる言語的な構造をもとに、その方言の言語活動を理解した

上で作られていなければならない。そのようにテクストが組み立てられていなければ、当該

言語の諸手段を本当の意味で理解することはできないだろう。それぞれの言語手段によっ

て、言語活動が成立しているのであるから。そのことは、先に述べたように、終助辞のもつ

文法的な意味とその使用場面のむすびつきの適切さも考慮すれば、当然のことなのである。 
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それらのことをおさえた上ではじめて、論理＝普遍的な世界観、標準語の世界観との組み

合わせ、その世界観の中の言語活動と当該言語の世界観の中の言語活動をむすびつけるこ

とが始められるだろう。そうすることで、普遍的に重要である言語活動とはどのようなもの

なのか、という科学的な世界観(特に、心理学や心理言語学)にも貢献するだろう。 

しかし、その作業も、当該言語の世界観で色染めされた言語活動を損わない程度にという

条件つきで行われる。もちろん、新たなものを学びとっていく上で、普遍的なものは、歴史

的なもの、社会的なもの、民族的なものよりも身近なものであって、学びの重要なきっかけ

である。だが、当該言語の世界観を普遍的なものに簡単にむすびつけると、その世界観の言

語活動の中にある、歴史的なものなどを無視して、その言語に反映されている世界観を歪め

て認識することになる。 

また、実践的な意義で最も重要なことは、若い世代や生まれも育ちも異なる人たちが、あ

る方言をこれから「使っていく」、「理解していく」土台の一つを築きあげることだろう。そ

のことによって、方言を受け継ぐことに繋がるだろうし、その方言を通して語られる人々の

考えや思いに触れざるをえなくなる。その考えや思いが、歴史的な語りから、民俗的な語り、

それぞれの文化を語ったもの、個人の語りまで、さまざまな形で、その方言を話す人々の生

活を私たちに認識させることだろう。 

 

第７節 場面における話し手の態度とモダリティの相互関係に対する方言研究の扱い 

一般的な言語的意味＝モダリティと場面において使用されることによって生じるさまざ

まな話し手の態度とのむすびつきを扱うことの重要さは、方言研究でも、述べられている。

井上優 2006 もこれに近い考え方を示している。 

しかし、井上 2006 の場合、具体的な場面における話し手の態度は、言語的な内容と切り

離されて記述されている。どういう言語的な条件があるときに、場面における話し手の態度

が認められるのかということについては述べていないのである。井上 2006 のモダリティの

記述、その方法論について、まとめることにする。 

 井上 2006 は、モダリティの記述の対象として、「終助詞」を取り上げている。終助詞を明

らかにするために、井上は二つの目標をあげている。 

 

第一の目標は、「終助詞の意味記述に役立つ分析的概念を抽出することである.」

[井上 2006：p.139] 

第二の目標は、「当該方言を母語としない人にもわかる説明をおこなうことであ

る.」[井上 2006：p.140] 

 

 第一の目標については、アスペクト・テンスなど、「日本語文法研究においては,各地方言

の文法形式の意味記述に役立つ分析的概念が抽出されているところまで研究が進んでいる

分野がいくつかある」[井上 2006：p.140]と述べながら、次のように述べている。井上 2006
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は、既成の枠組みの応用とその限界を具体的に説き明かしはしないが、終助詞のあらわす文

法的な意味の記述の方法について、述べているのである。 

 

終助詞の研究は、各地方言の終助詞の意味記述のための道具立ても終助詞の意味

を過不足なく記述できるものではない.分析に際して,既成の枠組みが応用できず,

意味を分析的にとらえる分析者のセンスのみが頼りということも少なくない。[井

上優 2006：p.139] 

 

 また、第二の目標については、「共通語を対象にした文法研究においては、母語話者どう

しで議論されることが多く、多少抽象度の高い説明でも、母語話者としての語感に頼る形で

その説明を理解することができる」とする一方で、「方言のモダリティ研究においては、議

論の相手の大部分は当該方言の母語話者ではない」ので、そのような相手と議論するために、

「当該の表現が使用される際の話し手の心的態度を,母語話者でない人も近似的に実感でき

るように,具体的かつ分析的に記述しなければならない」としている[井上 2006：p.140]。つ

まり、言語にそった記述ではなく、母語話者ではない人々と議論するために、その人々の世

界観に合わせて、分析しなければならないと述べているのである。 

 井上は、これらの目標を掲げ、終助詞の記述のポイントとなるものをあげながら、その分

析のし方を次のように示している。 

 

終助詞の意味記述において重要なのは,終助詞が表す基本的な心的態度と,具体的

な場面で終助詞を使用する際の話し手の気持ちとを区別し,かつ後者を前者と結

びつけて説明することである.たとえば,共通語の「さ」について考えてみよう. 

(3)  (「当然だ」という気持ちで) 

  そりゃ,そうさ. 

(4) (聞き手をなぐさめるように) 

  がんばれば,きっとそのうち,いいこともあるさ. 

(5) (あきらめの気持ちで) 

   どうせオレはダメな男さ. 

 これらの文は,「当然」「なぐさめ」「あきらめ」というように,それぞれニュアン

スが異なるが,その根底にあるのは「このことについてはこれ以上考える必要はな

い」という心的態度である.[井上 2006：p.140]15 【下線は目差】 

 

 井上は、場面における話し手の態度として「具体的な場面で終助詞を使用する際の話し手

の気持ち」をあげ、その話し手の気持ちをとおして、終助詞の表す陳述的な意味(モダリテ

ィ)として「基本的な心的態度」を取り出している。井上は、終助詞が表す基本的な心的態

度を土台にして、それが具体的な場面で使用されることによって、さまざまなニュアンスと



 

46 

 

結びつくことを説明することが重要であると述べている。これは、終助詞を体系的に捉えよ

うとしながらも、終助詞を使用する場合の話し手個人の一つの心理過程を、終助詞の表す

文法的な意味として記述してきた終助詞研究から進んでいて、一般的である言語的意味を

明らかにするという点で重要である。 

 終助詞を使用する場合の話し手個人の心理過程を、終助詞の表す文法的な意味として記

述してきた終助詞研究には、佐治圭三 1957、上野田鶴子 1972 などがあげられる。たとえば、

佐治 1957 は、「さ」の表す文法的な意味を、「突きはなし放り出す気持ち」と規定している

[佐治 1957：p.24]。 

 しかし、井上 2006 があげる「さ」のさまざまなニュアンスに、「なぐさめる」というニュ

アンスもあるとすれば、佐治 1957 の述べているように、「さ」の本質的な文法的な意味が、

「突きはなし放り出す気持ち」であると規定するのは、正確ではないだろう。とすれば、井

上 2006 が述べるように、一々の話し手のニュアンスを終助詞の表す文法的な意味とするの

ではなく、終助詞が表す基本的な心的態度を土台にして、それが具体的な場面で使用される

ことによって、さまざまなニュアンスと結びつくということを前提にして記述することの

方が、より正確な記述になるだろう。 

 実際、井上 2006 の終助詞の分析方法は、モダリティ研究でも認められている、ごく一般

的なものである。言語学は、その場かぎりの話し手の態度や感情、ニュアンスを明らかにし

ない。そのことを、工藤浩 1989 は、一般言語学的な視点も踏まえつつ、次のように述べて

いる。 

 

文法論としての文論は、個々の言語活動としての側面は切り捨てる。時間空

間に限られた個々の場面的な意味や、個々の話し手のその場限りの態度・発

話意図などは、分析の対象としては取り上げない。しかし、文法組織として

の文に、一般化してやきつけられた〈話し手性＝主体性〉の刻印は、消しさ

れない。文論の対象となる。[工藤 1989：p.228] 

 

 そうであるとすれば、井上 2006 の分析方法は、伝統的な文法論からみて、部分的に正当

であるといえる。そして、井上 2006 が述べる、場面における話し手の態度と、終助詞が表

す基本的な心的態度をむすびつけて、分析することは、奥田 1996a が述べているように、場

面における話し手の態度ととモダリティをむすびつけて分析することに似ているように見

える。 

 しかし、実際は全く別のものとなっている。奥田 1988b、1996a は、その一々の話し手の

態度を、それが認められる文の対象的な内容の構造、つまり、客観的な、言語的な条件を取

り上げながら、取り出している。一方で、井上 2006 は、そもそも、文の対象的な内容＝文

法的な構造については触れていない。ある陳述的な意味＝モダリティや場面における話し

手の態度が実現する言語的な条件を述べていないのである。 
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井上は、その一々の話し手の態度を心理＝論理的な側面としての内容との関わりで記述

するが、言語的な条件＝文の意味的な内容をとりあげていない。井上は、言語的な条件＝文

の意味的な内容を形式から切り離して、「当然だ」「あきらめ」といった心理的な現象として

の話し手の態度をとりあげているだけである。その分析は、形式とそれが表す話し手の態度

を言語的な側面としての内容から切り離して扱っていて、個人の心理過程を研究する分析

になっているのである。 

文は、人間が現実世界の出来事を確認したことや、その出来事に対する感情や評価をつた

える表現手段であり、ことば行為の基本的な単位であるので、文の内容には、現実世界の出

来事を反映する、様々な心理過程と、現実世界の出来事の法則的な関係や因果関係を伝える

認識過程が入り込んでくる。そのため、以下に引用するところの、井上の分析のように、話

し手の態度を文の心理＝論理的な側面としての内容とも結びつけて、明らかにすることは

当然である。 

 

「チャ」が表すのは、「このことはすでに真であることが定まっている既定事項で

ある」という気持ちである(井上 1995)。（130）では、「自分にとって自明のことだ」

という気持ちが「チャ」で表されている。また、（131）では、もはや変更できな

い既定事実としての実情を述べるのに「チャ」が用いられている。 

 

（130）（「そんなことはあたりまえだ」という気持ちで） 

    ソリャ ソーヤチャ.(そりゃそうだよ。（当然だろう。)) 

（131）（「ちょっと飲みに行こう」と誘われて） 

    ソンガ、今日 車ナイガチャ。（それが、今日は車なんだよ。）[井上 2006：

pp.160-161] 

 

しかし、一般的にいって、同一の心理・認識や論理がさまざまな、異なる言語形式によっ

て表現されたり、同一の言語形式が、異なる心理・認識や論理を表現したりするとすれば、

一々の言語形式のあらわす意味は、心理＝論理的な側面だけでは明らかにされず、心理＝論

理的な側面とむすびつきながらも、相対的に独立して存在している[Бондарко1987：p.88-89、

Падучева1996：p.222、奥田 1958：pp.125-128]。このことは、本論第 1 章第 6 節で終助辞の

文法的なものと論理＝心理的なものが同一でないことをまとめたことからも、明らかであ

る。そのため、話し手の態度＝モダリティという文法的な意味は、言語的なものと論理＝心

理的なものを統一的に扱って、それらとの関係から明らかにする必要があるのである。 

 しかし、井上は、言語学的な分析をしていないわけではない。井上 2006 は、1）終助詞が

平叙文、命令文、疑問文などに現れるかいなか、2）ある用例において、形式の言い換えが

不自然であるかどうか、3）「基本形」や「意向形」、「テンス対立のある形式」「テンス対立

のない推量形」に、対象となる形式がつくかどうかなどの「接続」の問題、4）イントネー
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ションの上り、下りなどの視点から、対象となる言語形式の特徴を明らかにしてみせている

のである16。 

 

「チャ」は富山方言の代表的な終助詞である.テンスの対立のある形式につき,テン

スの対立のない推量形「-(y)o」,「ヤロ」（だろう）にはつかない.[井上 2006：p.160] 

 

 たしかに、井上 2006 があげるこのいくつかの観点は、対象となる形式の特徴をうつしだ

すところの、文法形式の性格を扱っていて重要である。宮崎他 2002や日本記述文法学会 2003

に代表されるように、日本語学では、文法形式の性質を明らかにする上で多く用いられてい

る手法なのである。この手法も、ある文法形式の表す文法的な意味を明らかにする上で、必

要な作業でもある。 

 だが、井上が扱う形式は、一々の場面における話し手の態度を条件づけるものとしての形

式ではない。その形式は、ある文法形式（終助辞）と別の文法形式の特徴を区別するものと

して取り上げられているのである。つまり、井上 2006 では、場面における話し手の態度は、

言語の意味的な内容や言語形式とむすびつけられて、認められるのではないのである。 

しかし、場面における話し手の態度などを言語学的に扱うためには、話し手の態度を語彙

的な意味や対象的な内容と関係づけて、明らかにすることを優先する必要があるだろう。そ

の方法を中心にして、そこに、日本語学で多く用いられている、さまざまな文法形式の性格

とその性格に示される他の文法形式とのむすびつきを扱う分析なども取り入れて、総合的

な、客観的な分析にしていく必要があるのである。 

また、井上が言うようにその分析を多くの人が理解でき、議論したりするためには、人の

一般的な認識に従っていなければならない。反対に、その言語を使用する話し手の心理的な

過程を扱うだけでは議論はつねに抽象的なものになる。なぜなら、その心理的な過程は、そ

の言語をもつ共同体に特有のものでも、すなわち、社会＝歴史的な産物でもあるので、その

言語を母語としない者にとって容易に理解できるものではない。 

一般的に言って、人の認識は、主体(人間、社会)と客体(現実世界の物と現象)との相互作

用の結果として生まれる。そして、この主体的なもの（感覚器官と脳の生理学的基礎、実践

とその中での動機と目的、経験、知識、感情、態度、思想、人間の思考の内的な法則、能力）

が客体的なもの（現実世界の物と現象の性質と合法則）に条件づけられているので、人の認

識が正確になされるためには、何よりもまず、客体的なものを正確に扱わなければならない。

この客体的なものは、人にとって何よりもまず物質として存在していて、形式と内容をもっ

ている。このような、形式と内容をもった物質が、人の認識に捉えられる。 

したがって、客体的なものの形式と内容をまず捉えさせなければならない。言語における

形式は《文法形式》（形態論的な形、語構成的な性質、文の部分の構文論的な形、および、

それらの文法的な意味）であり、言語における内容は語い的な意味や文の部分の構造的なむ

すびつきによって成り立っているところの《文の対象的な内容》である。人々が認識するの
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は、心理過程ではなく、何よりもまず、その心理過程を実現させる言語なのである。このこ

とは、客観的に存在する現実を反映するところの、脳の機能としての心理を研究する心理学

が明らかにしていることである。 

そして、言語的な内容と関係づけて、文法的な意味を明らかにすることが、言語間の比較

にあたっても重要になってくる。実際、工藤真由美の一連のアスペクト研究は、このことを

おさえた上で、方言間の比較研究に成功している。さらに、そのことを通して、アスペクト・

テンス、evidentiality、mirativity がどのような形で、あるいは、どのような条件で表現されて

いるのか、かつ、その文法化がどのように発展していくかという、通言語的な発展経路に関

する事実をさしだしていて、一般言語学への貢献も果たしている。そのことは、工藤 2007a、

2007b、2014 で知ることができる。とすれば、モダリティやムードの言語的な意味を言語的

な内容と関係づけて、明らかにすることを優先する必要があるだろう。 

したがって、多くの人が認識して言語学的に議論するためには、言語の形式と内容を切り

離さず統一的に扱わなければならない。つまり、井上が言うように、場面における話し手の

態度(言語形式)を取り上げることは、学習者が具体的に知覚していくために必要であるが、

その場面的な意味も、具体的な言語形式とその意味を条件づける言語的な内容＝対象的な

内容を取り上げた上でなければ、認識することはできないのである。 

以上のことから、文の言語の意味＝モダリティを、文の体系である文の通達的なタイプに

位置づけながら、文の対象的な内容との絡み合いや、場面における話し手の態度との関係か

ら記述して、《おもての意味》のような社会＝一般的な言語としての意味と《場面的な意味》

や《プラグマチカルな意味》、《うらの意味》のような個人＝心理的な側面をともなう意味と

の相互関係を、実例をもとに言語学的に確認する必要があるといえる。したがって、次の節

では、そのことを実例をもとに確認することになる。 

 

第８節 場面における話し手の態度とモダリティの相互関係 

4 節と 5 節では、あるモダリティ形式をもつ文が場面に使用されることによって生じる話

し手の態度と、その形式によって表現される、一般的な、恒常的な話し手の態度＝モダリテ

ィとが、純粋に切り離されて存在しているのではなく、相互に作用していて、むすびついて

いることをまとめた。この節では、5 節から 7 節で確認したこと、すなわち、文の言語の意

味＝モダリティを、文の対象的な内容との絡み合い、場面における話し手の態度との関係か

ら記述して、《おもての意味》のような社会＝一般的な言語としての意味と《場面的な意味》

や《プラグマチカルな意味》、《うらの意味》のような個人＝心理的な側面をともなう意味と

の相互関係を、標準語の終助辞をもとに実例として具体的に確めることにする。 

これまでの終助辞研究は、その系列にある形式同士の関係を扱いながらも、ほとんどが、

その文法的な意味を何らかの感情調、ニュアンスなどの話し手の現象的な心理過程として

規定してきた。しかし、終助辞は、明らかに言語形式である。言語形式の表す意味を、ニュ

アンスなどの心理的な現象として、あるいは、論理的なものとしてだけ扱うべきではない。 
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終助辞は、文法的な構造から説明していく言語学の引き受けるべき言語形式である。終助

辞は、話し手と聞き手の相互作用を言語的な意味のなかに取り込んでいることを映し出す

言語手段のひとつなのである。標準語のものがたり文に現れる「よ」と「ぞ」を例にとって

述べることにする。 

終助辞を記述する上では、まずそれらの現れる文のタイプが重要である。そして、その文

の伝える内容が聞き手にとって未知・既知であるかという側面によって分類される。「よ」

と「ぞ」は、聞き手にとって未知の内容を伝えることで、統一される。その上で、この二つ

がいかなる点で対立しているのか分析しなければならない。 

つまり、それぞれの用例で共通しているもの、異なるものを分析する必要があるのである。

「よ」と「ぞ」の本質的な特徴は、一人称・未来の運動や活動を「する」の文で伝える場合

に、よりはっきりと現れてくる。一人称・未来の運動や活動の「する」の文は、多くが、話

し手の《意志表示》（以下、《意志》）になっていて、さまざまな話し手の態度が現れてくる

のである。 

「するよ」の《意志》は、意欲、提案、申し出、承諾、許容として働いている。「するぞ」

の《意志》は意欲、脅しとして働いている。「するよ」と「するぞ」が同じように働いてい

る用例、異なるように働いている用例を比較していきながら、「よ」と「ぞ」の個別のもの、

特殊なもの、一般的なものを抜き出して、本質的な特徴を規定することにする。 

ここでは、まず、同じように働いている用例について述べる。共通するのは、意欲である。

一人称の未来の動作なり活動、変化、ひとくちにいえば、運動が、意欲として働いて伝えら

れる場合、その文の対象的な内容は話し手によってコントロールされる運動ではないこと

が条件である。このことは、コントロールされる運動をさしだす「する」の文が決心として

働いて伝えられる場合とは、対照的である。 

 

24) 「その大沢咲子が、今、日本へ里帰りし、明日、午後一時から衆議院議員会館で行われ

る中国残留孤児の報告会で、報告するのですよ」 

「－」 

松本は、声が出ないほど驚いた。 

「松本さん、出張で帰っておられるなら、大へんな忙しさでしょう、大沢咲子は、報告会

のあと、長野へ帰るので、あなたの家族のことは、私がよく聞いてお報せしますよ」 

「……いや、何とか会社の方は都合をつけて、たとえ、一時間でも、半時間でも駈けつけ

ますよ」 

と云い、電話を切った。（大地の子） 

 

ここでの「するよ」の形でさしだされる動詞は、「駈けつける」という意志動詞である。

しかし、先行するつづけ文に「会社の方に都合をつけて」とあるように、「駈けつける」と

いう動作が、話し手＝動作主体によってコントロールされる動作ではないことが示されて
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いる。相手の申し出を「いや」という単語で断っておき、自ら行うことが望ましい動作を述

べている。お報せすることを断っていて、そうすることで相手の手間を省いている。そうい

うことでは、相手にとって有益な内容を伝えている。 

 

25) 「黎元部長でも、誰が出席するか、正確なところはまだ知らされていないでしょう、相

手は中国なんですから、ま、もう少し待ってみましょう」 

柿田が宥めるように云うと、 

「中国だからこそ、起工式にはナンバー・ワンに最も近い人物を引っ張り出さねばならん

じゃないか、いざという時、権限を持った人物が出席してくれないと、いつ何時、責任回避

されるかしれんからな、君ら技術屋は、金勘定をしないから、所詮、呑気なものだ」 

不機嫌に云い、ぷいっと回転椅子ごと横向きになった。情容赦のない態度だが、さすがに

目から鼻へ抜ける国際ビジネスマンだけあって、云うことには一理ある。 

「中国はコネの社会ですから、これ以上は東方商事に当らせますよ」 

社の通訳業務に当っている友好商社の東方商事には、一九五〇年代、北京の大学を卒業し

た紅谷社長をはじめとする役員の同窓生が、党関係の要職に就き、なまじの大商社の中国室

では得られない情報を持っていた。(大地の子) 

 

この用例の「するよ」の形でさしだされる動詞は、「当たらせる」という使役動詞であり、

活動動詞でもある。この使役相手は、聞き手ではない。第三者の「東方商事」である。その

ため、その使役の相手に、その聞き手は、直接的に関わっていない。コントロールできる主

体ではないのである。そして、話し手は、その「東方商事」が、「権限を持った人物が出席」

するという、聞き手の願望を果す主体であることについて知っている。そのことは、後続す

る文にさしだされている語り手の文によって、示されている。つまり、「東方商事に当らせ

る」ことは、聞き手にとって望ましいとされる活動である。 

 

◆「ぞ」の意欲 

26) 彼女は知っている。良人が執行委員に当選する前のおよそ一年のあいだ、津田山市支部

長という立場において、どんなに熱心に組織強化のためのオルグ活動をやって歩いた

か。津田山支部の中ばかりでなく、支部長会とか県教組総会とか代議員会とか、夏季研

修会とか、あらゆる会合にせっせと顔を出していた。 

それがみんな、選挙のための事前運動であったらしい。組織強化のオルグ活動が、実は自

分自身の地盤強化のための活動であった。 

「よし、来年は執行委員になるぞ。本当の仕事をするには役付きにならなくては駄目だ。

もっと理想を言えば議会闘争でもって、政府そのものを動かして行くことだ。そうしなくて

は本当の教育なんか出来やしない。だから組合の力で代議士をたくさん国会へ送り出すこ

とだ」（人間の壁） 
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この用例の「するぞ」の形でさしだされる動詞は、「なる」という無意志動詞である。そ

して、「なる」結果は、「執行委員」である。これらは、いずれも、話し手にとってコントロ

ールされる運動ではないことを示している。「執行委員」は、自分によって決められるので

はなく、集団によって決められるものである。とすれば、このことから、ここでの意志は、

話し手の決心によって実行に移すことのできるものではない。そのため、その運動の実現は、

話し手にとって意欲の対象である。実現したいと思い、その実現へと努める対象である。 

また、先行する地の文には、話し手＝健一郎の動機、目的が明らかにされている。後続す

る文は、評価的な判断、当為の判断を伝える文である。その評価的な判断、当為の判断とし

てとりこまれた運動も、話し手が自ら立てた目的を達成するために評価されたものである。

組織のために、動機づけられているように見えるが、作品全体での健一郎の性格は、己の野

心のために、組織を容易に裏切ることに最も表れていて、そこからも証明されるだろう。健

一郎の動機、目的、願いは、自らのためにある。 

 つぎにあげる用例も同じく話し手の意欲として働いて伝えられている例である。 

 

27) 不正というのは当っていないかも知れない。誠意がないのだ。人間の誠実さ、自分の良

心に対する誠実さがないのだ。自分の行為に秩序をあたえる、心のなかの倫理というよ

うなものがないのだ。この人は、もしも境遇が悪くなった時には、何をするかわからな

い。やろうと思えば何でもやれる人だ。彼女はそれを感じ、恐れていた。 

「貯金は、みんな使うぞ」と彼は立ったままで言い、通帳を自分の洋服の内ポケットにしま

い込んだ。 

「わたしがいやだって言っても、選挙に出るんですか」 

「いやだって言う理由はないじゃないか」 

「じゃ、いいわ」と彼女は事務的な口調になって言った。「貯金は半分のこして置いてちょ

うだい。半分はわたしの分ですからね」（人間の壁） 

 

 上にあげたいくつかの例は、自らの動機と目的の実現のために努めるところの動作・活動

を伝えている。 

一方で、「するぞ」とは異なって働く「するよ」の《意志》には、提案、申し出、承諾、

許容などがあげられる。 

 

◆提案 

つぎの用例では、話し手は、聞き手にとって望ましいと思われる一人称・未来の運動を実

行すると述べている。ここでは、その運動を相手が要求していることについて伝える文が、

先行していない。「するよ」の形でさしだされる運動は、意志動詞によってさしだされてい

る。そして、この意志動詞の語彙的な意味の中に、その運動の実現を支えるものとして、《相
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手》が言語的な前提になっていて、その相手が二人称として関係づけられている。このとき

の運動を実行するのは話し手であるが、実行に移すかどうかを決めるのは、聞き手にゆだね

られている。このような条件をそろえている場合、「するよ」をともなう文は、／提案／と

して働いている。 

 

28) 「さあ、この子を百元で売るよ、齢は十二歳、野良仕事はもちろん、野菜売りや行商、

露店の荷運びもできる、安い、安い買物だ！」（大地の子） 

 

この用例において、「するよ」の形でさしだされる動詞は、「売る」という活動動詞である。

この「売る」という活動は、「売る相手」を補語として要求することが、言語的な前提にな

っている（《やりとりの相手》）。そして、この「売る相手」は、場面においては、「買う人」

でもある。「売る」という活動は、買う人がいなければ、成り立たない。つまり、「売る」と

いう活動の実現は、買い手＝聞き手の意志がなければ成り立たないのである。したがって、

この「売る」という活動の実現は、聞き手によってもコントロールされるし、決定権は、聞

き手にもある。さらに、話し手は、この「売る」という活動が「百元で」という手段で成り

立つとしていて、売る対象が安いということを、後続する評価的な判断の文で、聞き手に伝

えている。つまり、「売る」対象が安いということから、その「売る」という活動が、聞き

手にとって望ましい活動であることを伝えているのである。 

 

29) 母国を出発してまだ四日目だが、一行は懐しい歓声を上げた。その声に、甲板から船員

たちが顔を覗かせた。 

「おい、われわれは宝華製鉄のミッションだ！いつ出航だ」 

「明後日ですよ、お望みなら、同志たち、本国まで乗せますよ」 

船員たちも、嬉しそうに冗談を云った。 

「まだ来たばかりで残念だ！大事に運んでくれよ」  

双方が手をふり合った。（大地の子） 

 

この用例の「するよ」の形でさしだされる動詞は、「乗せる」という使役性のある他動詞

であり、意志動詞である。この動詞によってさしだされる使役動作の相手は聞き手であり、

主体は、話し手である。そのため、使役動作によって実行される「乗る」という動作は、話

し手のコントロール下にあることを示している。しかし、話し手は、前提的なつきそい文「お

望みなら」によって、その使役動作が成り立つということを伝えている。つまり、「乗せる」

という動作は聞き手にとって望ましい動作であり、その動作の実行の決定権が聞き手にあ

るということ示しているのである。 

 

◆申し出 
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提案に近いものに、申し出がある。申し出として働く《意志》を伝えている場合、話し手

は、聞き手がそう望んでいるという想定のもとに、その運動を実行することについて伝えて

いる。そういうことでは、提案に近い。しかし、その実行は、聞き手ではなく、話し手の中

で実行することが決まっている。おそらく、「するよ」の文の／決心／として働く場合の特

殊なものが／申し出／なのだろう。 

／申し出／として働く「するよ」の形でさしだされる動詞には、/提案/として働く場合の

ような、運動の実現の前提として相手が参加するという条件が欠けている。ほとんどが、話

し手によってだけコントロールされる運動である。相手は決定権をはじめから第三者や話

し手にゆだねていて、第三者による運動の実現を望んでいる。したがって、「するよ」をも

つ文の伝える内容も、相手にとって望ましい、有益な内容である。 

 

30) 「なんで？」 

あれほど誇りを持っていたはずなのに、信じられない。坂戸はきいた。「なんで、突然—」 

「突然じゃないさ、別に」 

兄はいう。「この前オヤジが倒れてからオレなりに考えてさ。銀行に申し入れてたんだ。

なにしろ忙しくてな、辞表を出してから三ヶ月もかかっちまった。ちょうど今日、仕事の引

き継ぎが終わったんだ」 

飄々とした兄の話しぶりに、坂戸はどう反応していいのかさえわからなかった。 

「オヤジたちの面倒はオレんところで見るよ」 

「でもさ、ここに来てどうするんだよ」 

坂戸は聞いた。「仕事はあるのか」 

「坂戸商店があるじゃないか」 

冗談をいっているのかと思った。しかし、兄は本気だった。(七つの会議) 

 

この用例の「するよ」の形でさしだされるのは、「面倒を見る＝世話する」という活動で

ある。この「面倒を見る」対象は、聞き手ではなく、第三者「オヤジ」である。また、その

活動は、場面において、「オヤジ」の息子である話し手と聞き手は、「面倒をみる」主体とし

ての資格があるが、聞き手＝弟は、妻との関係で「面倒をみる」ことを実行できることが難

しい。聞き手の参加は関係づけられていない。そのため、聞き手は、直接的にコントロール

することのできる主体ではない。 

その中で、話し手である兄は、自らの会社を辞めてまで、「面倒をみる」と述べている。

そこには、「面倒をみる」ことができない聞き手＝弟にとって望ましい活動が、さしだされ

ているのである。 

 つぎにあげる用例も、申し出として働いている用例である。 

 

31) 「何を飲む？」 
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「おビールにしませんか」 

恵一郎は台所に向かった。 

「私がやります」 

「お客さんなんだから、ビールの用意ぐらい私がやるよ」（艶紅） 

 

◆承諾 

つぎの用例では、提案とはちがって、聞き手の要求が、先行する文で表現されて伝えられて

いる。その要求に応じて、話し手は、聞き手の望む運動を実行すると述べている。このとき、

それを実行するのは話し手であるし、実行に移すかどうかを決めるのも話し手である。した

がって、「するよ」の形でさしだされる動詞は、ここでも意志動詞である。しかし、ここで

は、運動の実現のために相手の参加は義務的ではない。ここでの《意志》を伝える文は、承

諾として働いている。 

 

32) 村役場の仕事をしながら、十年一日の如く、忍耐強く中国に生き残っているかもしれぬ

肉親探しのために余生を捧げようとしている狭間の姿に、松本は頭が下った。 

「もし、うちの団が全滅した佐渡開拓団跡へ入れるようになったら、是非、ご一報下さい、

何とか年次休暇をとって、全員が眠っている地に、たとえ線香の一本たりとも手向けてやり

たい―」 

言葉を詰らせると、狭間は痛ましげに松本を見詰め、 

「実は、あの辺りは未開放地区になっていて、消息一つ摑めないのですよ、いずれ入れる

ようになったら、何はさておき、松本さん、あなたにはお報せしますよ」 (大地の子) 

 

33) 「この際、わたくしは、はっきり言っておきますよ。どこの馬の骨かわからない者を、

この志摩家へ入れるわけにはまいりません。いいですね、仁さん」 

湯上りでセーター姿の志摩の燈に輝いている顔が、瞬間こわばり、すっと血の気がひいた。

けわしい目になり、炬燵のむこうの貞乃を見た。 

「どこの馬の骨なんてひどいですよ」 

「そうね、言いすぎね。訂正しますよ。でも、今の意見に変わりませんよ。お父様もおな

じ意見ですよ」（さきに愛ありて） 

 

聞き手の要求する運動を、話し手が条件つきで承諾するというような例もある。この条件

は、条件・前提的なつきそい文によって表現される。 

 

34) 「ふざけるなっ！こんな費用も認められなきゃ、営業の課長なんてやってられねえん

だよ！新規の営業は自前で金払えってことか」 

普段はおとなしくてぱっとしない印象の原島が、そのときばかりは激昂して新田を怒鳴
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りつけた。原島の怒りが爆発した背景には、営業と経理との間で同様の押し問答が何度も起

きていたという事情もある。 

新田もつい感情的になって、 

「この銀座の店に何時間いたんです。そこで仕事の話をしたのは何分ぐらいですか。五

分？それとも十分ですか。だったらその分だけ払いますよ」 

そう突っぱねると、原島は烈火の如く怒り、「お前じゃあ話にならない」、と席を立ってし

まった。(七つの会議) 

 

次の例も、活動に対する相手の要求を伝える文が先行しているという点では、「するよ」

をもつ文が条件つきの承諾として働いている例だと言える。この例は、条件・前提的なつき

そい文の対象的な内容が話し手の求めるところの、二人称・未来の意志的な運動であれば、

聞き手の求めるところの、一人称・未来の意志的な運動を実行する、という話し手の《意志》

を「するよ」の文で伝えている例である。そして、その条件として定められる運動の実現が、

事実的ではなくて、条件・前提的な条件として表現されているとすれば、その条件は仮定的

であって、レアルではないので、その運動を実行するかどうかの決定権が聞き手にまだゆだ

ねられている。そういう点では、つぎにあげる例の「するよ」をもつ文は、提案としても働

いている。 

いずれにしても、そこでの「するよ」をもつ文は、相手にとって利益のある運動と、話し

手にとって利益のある運動を対象的な内容にしている。そして、相手にとって利益のある運

動の実現は、話し手にとって利益のある運動が先行して実現することを仮定していて、話し

手は相手にその運動の実行をもとめている。こういう特殊な場面において、「するよ」をも

つ文には交渉じみた意味あいが出てきているのだろう。 

 

35) 八角が、加瀬の随行という形で、江木を再訪したのは、翌日の午後四時過ぎのことであ

った。 

「またですか。もういい加減にしてもらえませんかね」 

応接室に通されたものの、現れた江木は嫌悪感を隠そうともせず、目の前の肘掛け椅子に

おさまった。 

「あなたが、本当のことを話してくれたらそれでお仕舞にしますよ」 

加瀬がいうと、これ見よがしのため息が江木から洩れてくる。 

「だから話しているじゃないですか。オレは、坂戸さんからいわれた通りの部品を製造し

て供給しただけで、それがデータ偽装なのかどうかは知らなかったって」(七つの会議) 

 

◆許容 

つぎの用例では、話し手が活動、態度を実行することの《意志》を伝えて、許容している。

承諾に近いが、その活動、態度は自らだけでは実行できず、聞き手の働きかけを前提にして
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いる。この場合の「するよ」の形でさしだされる動詞は、《相手》を前提にしていて、その

相手を聞き手に関係づけていたり、受動性をもっている動詞であったりする。そのような動

詞によってさしだされる活動、態度は、自らによってだけコントロールされる活動ではない

のである。したがって、そこでは、活動、態度を受け入れる、かまわないといった話し手の

意志的な態度として働いてくる。 

 

36) 「なるほど。……だから、要するに君は、積極的に僕を支持してくれる気はないという

わけだね。そう解釈していいんだろうね」 

「あら、そういう訳じゃないわ。私だって今の組合がもっと強力な結束をもって、これか

ら先の保守党攻勢に立ちむかわなくてはならないと思いますよ」 

「うむ……それで、そのためには、吉沢君と僕とが交代した方がいいと思いますか。それ

とも委員長は今のままでいいと思いますか。そこのところをはっきり聞きたいな。あんたの

一番正直な気持を聞かせてほしいんだ。僕はあんた次第だ。あんたの忠告を、そのまま素直

に聞くよ」（人間の壁） 

 

ここでの「するよ」の形でさしだされる動詞は、「聞く」という活動動詞である。その活

動は、まず、「話す」ことが先に起こっていることが前提にある。この場合の「聞く」とい

う活動動詞は、相手の話すことを前提にしている。そして、この相手には聞き手が関係づけ

られている。そのため、その活動は、自らによってだけコントロールされていないのである。

したがって、働きかけを前提にして、それを受入れるという話し手の態度が表現されている。 

そして、先行するたずね文「吉沢君と僕とが交代した方がいいと思いますか。それとも委

員長は今のままでいいと思いますか。」によって、聞き手にとって望ましい活動、状態をた

ずねていて、その答えを「そのまま素直に聞く」として関係づけられている。したがって、

「そのまま素直に聞く」ということを受入れるということは、聞き手にとって望ましい活動

を受入れるということなのである。 

 

37) 「僕の気持は、解ってくれているだろう、返事をしてくれないか」 

直截に聞いた。その男らしさに、秀蘭の心は揺れた。 

「私は、もっと早くあなたの気持に気付くべきだったわ、でも、今は無実で労改へ入って

いる一心兄さんの釈放が―」 

「そうだ、その日が来るまで待つよ」 

袁は抱きしめたくなる衝動を抑え、熱い眼差しで秀蘭を見詰めた。(大地の子) 

 

ここでの「するよ」の形でさしだされる動詞は、「待つ」という態度動詞である。この態

度動詞は、主体の意志的な態度も表すが、「待つ」という態度が実現されているのは、その

態度の対象が主体のほうに来るまでの間である。つまり、その「待つ」という態度は、その
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対象にしばられてもいるのである。したがって、その態度は、話し手によってだけコントロ

ールされているわけではない。その態度は、受動的な態度でもあるのである。そのことを、

一人称の未来の「するよ」の形でさしだされると、受入れる、構わないという態度が表現さ

れている。 

そして、「その日」＝「一心兄さんの釈放の日」が来るまで、その「待つ」という態度を

保ちつづけることが、さしだされている。そのことは、聞き手にとって、優先すべき、ある

いは、そうすることが望ましいことであることが、先行する文「でも、今は無実で労改へ入

っている一心兄さんの釈放が―」に示されている。したがって、この場面における「待つ」

は、聞き手にとって有益な、望ましい態度なのである。 

 

ここまで、「するよ」を述語にして、一人称・未来の動作、活動、態度を文の対象的な内

容にする場合、どのような《意志》がさしだされているか、あるいは、場面における話し手

の態度が生じているのかについて、記述してきた。このような「するよ」を述語にもつ文は、

話しあいの中で他の文との関係に置かれて、提案、申し出、承諾、許容などの場面における

話し手の態度が生じている。これらが「するよ」の文を場面に使用することによって生じる

意味であるとすれば、これらの意味はプラグマチカルな意味である。 

「するよ」をもつ文の本質を規定するにあたって、これらのプラグマチカルな意味だけで

決められるわけではないが、これらのプラグマチカルな意味とその意味につつまれている

ところの内容を伝える「するよ」の文に共通する、一般的なコンポーネントは、記述してあ

るように、いずれも、《聞き手にとって有益な、望ましい内容である》というコンポーネン

トである。したがって、ごくふつうのものがたり文の意義（意味）＝「私は、事実としてみ

とめた出来事についてあなたが知ることを、のぞむ」というポテンシャルなコンポーネント

に、「聞き手にとって望ましい出来事」という本質的なコンポーネントが入り込んでいるの

である。これらの事実からも、ものがたり文に現れる「よ」の伝える内容が、基本的に「あ

い手にとって意味のある出来事である」[井上 2001：p.16]と、井上が述べていることを承認

することもできる。 

一方で、「するぞ」の文の場合では、脅しという、場面における話し手の態度が生じてい

る。 

 

◆脅し 

つぎにあげていく用例では、一人称・未来の運動の内容で《意志》を伝える文が、脅しと

して働いている。その場合、話しあいの構造は、つぎのようになっている。評価的な判断の

文や命令文などによって話し手の要求を何らかの形で伝えている文が、先行している。それ

に対して、1）その要求される運動に対して否定的であることを表明する評価的な判断の文

や、2）求められている運動をしないことの理由について解き明かしている説明の文、3）要

求などにたいして否定的であるため、なぜそうするのか、あるいは、そのように要求する主
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体はそもそも何であるかをたずねる疑問詞たずね文が、後続する。 

1）2）では、評価的な判断の文や説明の文によって、運動を実行するべきではないことを

伝えていて、3）では、実行する理由などをたずねているのであり、いずれのばあいにおい

ても、相手は、先行する文によってさしだされる、話し手の求める運動の実行を選ばないで

いる。場面において、話し手にとって望ましい運動が実行されていないのである。 

そして、そのあとに、話し手の望ましい運動を選択せず、実行しない相手にたいして、相

手にとっては望ましくない、怖い思いをさせる、不利益な運動を話し手が実行するというこ

とについて伝える文が、続いて現れる。その文が、「するぞ」を述語にもつ文である。この

「するぞ」の形をとる動詞は、／良くない運動である／という表現性をもっているだろう。

少なくとも、場面の中で、その運動は、相手にとっては良くない運動であるとして関係づけ

られている。相手は、その運動が実現すれば、自らに不利益を被ってしまう。そのため、相

手は、「するぞ」の文で伝えられる、その不利益な運動が実現しないように、話し手が求め

るところの、望ましい運動を実行しようとしたり、実現させようとしたりする。そういうこ

とで、「するぞ」の文が伝える運動は、話し相手を意のままに従わせようとするために、話

し手にとって有益な、望ましい運動なのである。 

 

38) 土砂が胸のあたりまで来ると、一心は苦しげに首を左右にねじった。チビ劉は、 

「こんなことをしたら、死んじまうよ」 

怯えるように云うと、 

「臆病者！お前も一緒に埋めてしまうぞ！」 

小林が脅かすと、皆はまた土砂を放り込み、首まで埋まると、全員に引揚げを命じた。(大

地の子) 

 

39) 「お前の子供、どうして中国語がおかしいのだ」 

「それは……子供の時、吃だったのを、無理に矯正したからです」 

「ふうむ、ほんとか、朝鮮人の日本語のできる兵隊を呼んで調べさせるぞ」 

徳志は蒼ざめた。(大地の子) 

 

40) 「願いを、聞いた。その身代りを呼ぶがよい。三日目には日没までに帰って来い。おく

れたら、その身代りを、きっと殺すぞ。ちょっとおくれて来るがいい。おまえの罪は、

永遠にゆるしてやろうぞ。」 

「なに、何をおっしゃる。」（走れメロス） 

 

脅しとして働いている運動は、相手を自らの意のままにさせるための運動として現れる。

脅しとして働いている《意志》の文を伝えて、ある運動の実行を求めている。要求する運動

は、先行する命令文によって表現されている。話し手の動機・目的を伝える命令文と「する
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ぞ」の文のこのようなむすびつきは、二人称や三人称の「するぞ」の文にも共通する文のむ

すびつきである。 

 

41) 陸徳志が、棒切れをふりあげ、とび出した。一行は驚き、女たちは悲鳴をあげた。その

中の男は、 

「何だ、お前は！」 

「ぐずぐず云わず食糧を出せ！ぶちのめすぞ！」 

陸徳志の脅しの言葉より、骸骨のように痩せさらばえた異様な姿に後退りし、 

「これで助けてくれ」 

男は、布袋をさし出した。（大地の子） 

 

相手に要求する動作・活動を条件・前提的なつきそい文の対象的な内容にしている場合も

ある。用例 42、43 では、実行することを要求している。用例 43 では、実行しないことを要

求している。 

 

42) 昼食にもう一つ饅頭を食べさせたあと、肥った男は、大福を連れて外へ出た。駅に近い

人通りの多いところまで来ると、男は俄かに大福の腕を強く摑んだ。 

「痛いよ、おじさん」 

よろけながら抵うと、さらに強く締めつけた。 

「わしの云う通りしないと、お前は、中国人の養父母の家から脱走して来た小日本鬼子と

して、警察へ引渡すぞ」 

今までの優しい顔が、一転して鬼のように変り、大福の首に木札をかけた。（大地の子） 

 

43) 「お前は、所持品検査を知って、自分の『毛首席語録』を取りに来たのだろう」 

「そうではありません、囚人服にはポケットがないので、『毛首席語録』はいつも監房の

中に大切にしまっております」 

新聞の毛首席の顔写真に気付かず、鼻をかんだだけで、反革命分子として吊るし上げられ

る時勢であるから、一心は、真摯な口調で申しひらきをした。 

「お前は、この『毛首席語録』を前にしても、いまだに脱走幇助のしらをきるのか、正直

に自白しなければさらに奥地の青海省の労改へ送るぞ」 

青海省と聞いて、一心は鳥肌だった。 

「身の覚えがないことは、自白できません、私はほんとうのことを云っています、信じて

下さい」 

鳥さえ飛んで来ない青海省の労改送りと脅されても、張と陳の脱走計画すら知らなかっ

た一心は、自白のしようがない。 (大地の子)  
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44) 「お前の企みによって、何万何千の膨大な国家資金が損失したか、やがて明るみに出る

だろう、猶予を与えてやるから、罪のすべてを審問表に書き、提出しろ、もしごまかし

たり、隠しだてをしたら、絶対に許さないぞ！」（大地の子） 

 

「すまんぞ」「すまさないぞ」は、脅しの表現として、かなりの程度にフレーズ化している

だろう。 

 

45) 「お前はもう、俺の売りものだ、おとなしくせんと、ただではすまんぞ！」(大地の子) 

 

先に述べたように、「するよ」の文が、聞き手にとって望ましい内容を伝えているとすれ

ば、／脅し／をもつ「するぞ」の文とは鋭く対立している。「するぞ」の文は、／脅し／と

して働くことから分かるように、話し手の動機・目的を果たすために有益な、望ましい内容

を伝えているのである。 

以上のことから、2 つは、それぞれのもつ《共通性》《特殊性》において、その文＝発話

の対象的な内容が、聞き手にとって有益な、望ましい内容なのか、話し手にとって有益な、

望ましい内容なのかという点で対立していると言える。とすれば、このことを反映させて、

一人称・未来の運動や活動を文の対象的な内容にする「するよ」の文と「するぞ」の文それ

ぞれの、ことなる《対象的な内容のタイプ》のあることを認める必要がある。 

 

「するよ」・《意志》：《聞き手にとって有益な、望ましいところの、未来の運動》 

「するぞ」・《意志》：《話し手にとって有益な、望ましいところの、未来の運動》 

 

そして、この文の対象的な内容のタイプに条件づけられて、一般的な話し手の態度が表現

される。「よ」をもつ文は、《聞き手の動機・目的を果たすために意味のあること》を表現し

ているし、「ぞ」をもつ文は《話し手の動機・目的を果たすために意味のあること》を表現

しているのである。 

さて、これまで述べてきたことから、「するよ」をもつ文と「するぞ」をもつ文にともな

う、提案、申し出、承諾、許容、脅しなどの、場面における話し手の態度（プラグマチカル

な意味）は、話し手と聞き手の相互作用、話しあいの構造の中で生じてくる。この意味は、

一時的に現れる意味であるが、偶発的ではない。これらは、一定の場面で、ある言語形式を

用いることによって生じる。そして、それらのプラグマチカルな意味は、「よ」「ぞ」にとっ

て本質的な特徴をさしだすところの、一つの特性である。 

なぜなら、これらのプラグマチカルな意味は、量的にも、質的にも、「するよ」の文のも

のと「するぞ」の文のものとでは異なっているからであるし、「するよ」の文に生じる場面

的な話し手の態度が「するぞ」の文に生じていないこと、「するよ」を述語にもつ文が「す

るぞ」の文のもつ話しあいの構造、文と文のむすびつきを取らないことである。そして、こ
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れらのプラグマチカルな意味をもつ二つの文の対象的な内容の中に、これら二つの文にと

って本質的なコンポーネントが存在している。これらの点で、「するよ」は、「するぞ」と対

立しているといえる。そうであるとすれば、これらのプラグマチカルな意味は、少なくとも、

二つの形式の発展の傾向として認める必要があるだろう。 

とすれば、終助辞をもつ文を場面において使用することによって生じる話し手の態度は、

形式のもつ本質的な特徴の現象の一つである。場面における話し手の態度を通して、言語形

式の本質的な特徴が何らかの形で映し出されているのである。したがって、場面における話

し手の態度も扱ってはじめて、物を知覚して比較し、個別なもの、特殊なもの、一般的なも

のを分析してとりだして、その物自体の発展の傾向をとらえながら、本質的な特徴を見定め

て総合し、一般化する科学的な分析が成り立つ。 

以上、文の言語的な側面と心理的な側面の相互関係、および、相互移行についてまとめて

きた。ここで重要なのは、場面＝話しあいの中で、話し手がある単語を選び、使用すること

によって、場面における、どのような話し手の態度が生じているのか、またそのことを受け

て、文の文法的な構造がどのようなものとなっているのか、このことを前提に記述する必要

があるのである。その分析も対立物との関係の中で明らかにすることがまず求められる。 

 

第９節 話しあいの構造の中における文と文の相互作用 

前節では、場面における話し手の態度と一般的な話し手の態度＝モダリティをむすびつ

けて、それらの相互関係を分析しながら、ある文法形式を明らかにした。「してもいい」の

文も、標準語のものがたり文に現れる終助辞「よ」と「ぞ」にしても、それらの言語形式が

場面において使用されることによって生じる話し手の態度を仲立ちにして、自らの本質的

な文法的な意味＝モダリティを表現している。 

しかし、言語の本来の《おもての意味》は、必ずしも、言語手段を場面において使用する

ことによって生じる、個人＝心理的な側面をともなう《場面的な意味》や《うらの意味》を

仲立ちにした上で、表現されるわけではない。それらの意味の相互関係を記述しなければな

らないとしても、相対的に切り離されている場合もある。そのことを、奥田 2001 で述べら

れている言語的な事実から、確めることができる。 

奥田 2001 は、話しあいの中で使用されている「のだ」の文を記述している。そこでも、

言語手段が場面において使用されることによって生じる話し手の態度を扱う必要が述べら

れている。奥田 2001 は、場面における話し手の態度として、「《場面的な意味》」をあげてい

る。 

 

現代言語学の一般的な傾向に忠実であれば,話し手と聞き手との相互作用として

の話しあいのなかで使用される,言行為としての説明の文のはたらきをしらべる

ことは,それの現実のすがたへの具体化としてぼくにはさけることができない。

pragmatics を意識しているわけではないが,具体的な場面のなかで使用することか
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ら生じてくる,「のだ」をともなう説明の文の《場面的な意味》も調べなければな

らない。[奥田 2001：p.265]【下線は目差】 

 

奥田 2001 は、現実のすがたへの具体化という点で、《場面的な意味》を調べる必要がある

と述べている。しかし、《場面的な意味》の必要性は、これだけではない。 

《場面的な意味》は場面の中で生じてくるのであって、その意味には、場面がうつしださ

れている。さらに、場面には、現実や話しの対象をめぐって話しあう話し手と話し相手の相

互作用があって、話し手と相手が文の対象的な内容とモーダルな意味をどのようなものと

して意味づけているのかという、文の意味的な内容にたいする二人の理解のし方が、さしだ

されているのである。 

そのように理解のし方がさしだされるのは、現実世界の出来事を表現する上で、同じよう

に現実世界の出来事を表現する、いくつかの表現手段があって、それらの表現手段の中から

一つの表現手段を話し手が選択することによっている（選択する話し手がいることによっ

ている。話し手は、その文を使用する場面において、時間・空間的にしばられていて、１つ

をまず選ばなければならないのである）。 

奥田 1959 は、このことについて、単語の選択を例にして次のように述べていて、重要で

ある。単語の選択は、「その物をいかに意義づけるか」ということであって、「その物にたい

する理解のし方のちがいが表現されている」のである17。 

 

日本語には、「き」「えだ」「ぼう」「つえ」などの単語があって、それらがおなじ

物をしめすことができる。このばあい、どの単語をえらぶかということは、言語

の使用者がその物をいかに意義づけるかということとからんでいて、その物にた

いする理解のし方のちがいが表現されている。そのこと自身、言語の使用者がそ

の物にはたらきかけて、その物がもっている、どの機能的な属性を利用するかと

いうことの反映なのだから、言語の使用の問題は、使用者の行動をぬきにしては、

考えられない。「ぼう」と「つえ」というふたつの単語は、言語のなかでは、物の

機能的な属性を、特定の主体からはなれて、しめしているにすぎない。ところが、

それが言語活動のなかにはいると、単語の意味は、物にたいする主体の意義づけ

とからみあってくる。やはり、こうしたことも言語活動の個人＝心理的な側面を

なしているだろう。[奥田 1959：pp.91-92]【下線は目差】 

 

具体的な場面において、ある言語手段を使用することで、その言語手段の本来の言語的な

意味に、話し手の意義づけ＝理解のし方が加わってくる。このことを、モダリティ形式をも

つ文においても、確認することができる。 

たとえば、そのことは、一人称の未来の運動を対象的な内容にして、《意志》を伝える様々

な文にみることができる。そのさまざまな文には、「するぞ」「するよ」をともなう文などの



 

64 

 

表現手段のあることが前提になっている。そして、「するよ」によってさしだされる《意志》

は、場面において使用されることによって、さまざまな話し手の理解のし方がつけ加わえら

れていて、提案、申し出、承諾、許容などとしてさしだされているのである。《場面的な意

味》が具体的な場面で使用することによって生じてくるとすれば、《場面的な意味》も、「う

らの意味」のように、言語を使用することによって生じてくる個人＝心理的な側面をうつし

だしている。 

提案、承諾などの場面的な意味は、話し手と聞き手の話す文の相互作用によって生じてく

る。このことは、すでに 5 節と 8 節でまとめてある。したがって、《場面的な意味》には、

要求や意図、感情をもって人間活動を行いながら、さまざまな理解のし方をさしだす話し手

と聞き手の話す文の相互作用、その結果として産み落とされる話しあいの構造の中の文が

うつしだされているのである。つまり、《場面的な意味》を扱うことは、同時に、話しあい

の中での文を扱うことにもなる。 

しかし、ここで問題にすべきことは、《場面的な意味》を言語学的に扱う必要があるのか

ということだろう。そもそも、《ふくみ、ニュアンス、意味あい》といった個人＝心理的な

ものは、言語学では、ふつう、扱われない。言語学では、一々の具体的な場面における文の

使用によって生じる、さまざまな偶発的な、一時的な現象としての話し手の態度や感情にと

もなう個人＝心理的なものを切り捨てる。つまり、特定の個人の言語活動による個人＝心理

的な側面を切り捨てるのである。そして、その上で、構造的な文のタイプ、形式を見出し、

一般的な、社会的な存在としてのモダリティを引き出してくる。具体的な場面から取り出さ

れた、社会的な、抽象的な概念を手に入れることになる。そうすることで、知識としての言

語を手に入れてきた。そのことは、第 7 節で引用した工藤 1989 にも述べられていることで

ある。 

しかし、奥田 2001 は、《場面的な意味》を伴うところの、話しあいの中での文を、言語学

上扱う必要について、次のように述べている。 

 

調査の対象をそのような(＝地の文の：補いは目差)説明の文に限定することによ

って,話しあいのなかでの説明の文はきりすてられ,日常的な論理の過程をうつし

だすところの説明の文だけがとりあげられることになる。こうして,言行為として

の説明の文のさまざまなすがたをみうしなうばかりか,言語的な意味としての説

明の出発点的な,基本的な特徴をみおとすことになる。具体的な場面のなかでの使

用から「のだ」をともなう説明の文に生じてくる,プラグマチカルな意味あいをみ

うしなうことになる。[奥田 2001：p.264]【下線は目差】 

 

奥田 2001 では、話しあいの中での文を扱わなければ、文の言語的な意味を明らかにする

ことができないということが、述べられている。このことは、奥田が文の研究をはじめたと

きにすでに確認されていた事実である。奥田 1984a では、つぎのように述べられている。 
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言語活動は、ふつう、いくつかの文の連続であって、ひとつひとつの文は言語活

動、あるいはその結果としての言語作品を構成する要素である。いくつかの文の

意味的なまとまりをいまかりに《段落》とよぶとすれば、文は段落を構成する要

素であって、そのなかにそういうものとして存在している。みずからの存在、み

ずからの意味、構造的な特徴、機能的な特徴は、段落の構造に条件づけられてい

る。いまはかかれた言葉について考えているのだが、はなされる言葉についても

おなじことがいえる。口にでてくる、いちいちの文は《はなしあいの構造》のな

かに存在している。みずからの独立性は相対的であって、きわめてよわい。段落

や《はなしあいの構造》からきりはなされた、ひとつの文はときには意味的な内

容さえうしなってしまう。[奥田 1984a：p.227]【下線は目差】 

 

奥田 1984a では、文の言語的な意味、構造的な特徴、機能的な特徴が《話しあいの構造》

や《段落》に条件づけられていて、そこから文をきりはなしてしまえば、その意味や特徴を

失ってしまうと述べている。奥田 2001 は、話しあいの構造の中における文を分析している。

話しあいの構造の中の文を扱うということは、一つの文が要素として扱われることでもあ

るから、話しあいの構造の中にある文は、少なくとも一つ以上の、いくつかの要素＝文との

相互作用のもとに記述されなければならない。 

実際、奥田 2001 では、話しあいの中での「のだ」の文とたずね文などとの相互作用のあ

り方が、記述されている。その奥田 2001 の記述を取り上げることにする。まず、「のだ」の

文と相互に作用しているたずね文について、次のように述べている。 

 

日本語では,部分的な問いただしをさしだす《たずねる文》は,かなりしばしば「の

だ」をともなっている。（省略）そのこととはべつに,この種のたずねる文では,そ

の意味が既知の部分と未知の部分とにわかれていて,話し手は未知の部分をしり

たくて,あい手に問いかけている。その未知の部分は疑問詞のなかに表現されてい

るのがふつうである。 

 その既知の部分は,なんらかのし方で,たとえば直接的な経験をすることで,あい

手からききとることで,べつの出来事から推察することで,状況あるいは場面から

判断することで,たずねる文の話し手は確認している。そして,話し手は,自分の未

知の部分をあい手がすでにしっている,という前提から出発して,その未知の部分

を自分におしえてくれることをあい手にもとめる。つぎの例にみられるように,こ

のことは場面,文脈,発言のなかに表現されている。 [奥田 2001：p.265] 

 

 用例の一つとして次のようなものをあげている[奥田 2001：pp.265-266]。 
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 連中はべつに変装もしていない。みんな背広をきて,こざっぱりとしたなりを

している。刑事たちのすがたで捜査の輪郭がなんとなく見当がつくものだ。久

恒は,警戒だな,とすぐにわかった。 

 「だれが入院しているんだい？」 

顔みしりの刑事はちいさな声で, 

 「実はブンヤに気づかれると,こまるんだがね,麻布の鬼頭洪太がはいっている

のだ。」(けものみち) 

 

 たずね文のこのような文法的な構造の性格をおさえながら、奥田 2001 は、話しあいの中

での「のだ」の文が、部分的な問いただしをさしだすたずねる文との関係に置かれていて、

その問いただしに答えるものとして現れていることを述べている。そして、その関係には、

「《たずねる・おしえる》」の構造があると述べられている。その上で、「のだ」の文の「《説

明》」の初歩的な機能を次のように規定している。 

 

用例をよめば,よくわかることだが,たずねる文の話し手 A はあい手にみずからの

未知をたずねる。そして,この問いかけにこたえて,つづく文の話し手 B は,話し手

A の未知をおしえている。とすれば,話し手 A と話し手 B との話しあいのなかに

は,《たずねる・おしえる》の通達の構造ができあがっている,ということになる。

この通達の構造のなかでの《おしえる》が「のだ」をともなう文によって表現さ

れている。 

 「のだ」をともなう文は,先行するたずねる文によってさしだされる,《未知》の

問いただしにこたえて,それをおしえている。この文は,あい手のしりたいとのぞん

でいることをおしえてやる,という,《説明》のもっとも初歩的な機能をはたしてい

るのである。[奥田 2001：p.266] 

 

 上に引用したように、奥田 2001 は、「のだ」を伴う文が、たずね文と《たずねる・おしえ

る》という通達の構造をむすんでいて、「あい手のしりたいとのぞんでいることをおしえて

やる」という《説明の文》であると述べている。そして、《たずねる・おしえる》という話

しあいの構造の中で、「のだ」の文が「あい手のおこなうべき動作,動作のし方をおしえてい

る」場合について記述している。 

 

じっさい,たずねる文の話し手は自分自身の動作をめぐって,どのような動作をお

こなうのか,どのようなし方で動作をおこなうのか,あい手にたずねているばあい

がある。このようなたずねる文にこたえて,「のだ」をともなう説明の文は,あい手

のおこなうべき動作,動作のし方をあい手におしえている。このような説明の文は,

かならずしも《命令》の意味を実現しているわけではない。《たずねる・おしえる》



 

67 

 

の構造のなかでの,ふつうの説明の文とおなじように,たずねているあい手の動作,

そのし方について,おしえている,説明している。[奥田 2001：p.269] 

 

 用例の一つとして次のようなものをあげている[奥田 2001：p.269]。 

 

 「まだ子どもよ。ねえ,お風呂へはいって,それからどうするの？」 

「それから二人で寝床にはいるんだ。」(洒落た関係) 

 

 ここで注目しなければならないのは、「のだ」の文が「あい手のおこなうべき動作、動作

のし方をおしえている」場合、「かならずしも《命令》の意味を実現しているわけではない」

という記述である。日本語学では、「のだ」の文が命令を表すと記述している場合がある。

[宮崎他 2002：pp.57-59、pp.276-277]。しかし、先に引用しているように、奥田 2001 は、「の

だ」の文が「あい手のおこなうべき動作,動作のし方をおしえている」ときでも、《たずねる・

おしえる》の話しあいの構造の中に「のだ」の文が存在している場合には、「ふつうの説明

の文とおなじように,たずねているあい手の動作,そのし方について,おしえている,説明して

いる」として、ものがたり文のモダリティ形式として記述しているのである。 

しかし、以下に引用するように、奥田 2001 は、「のだ」の文が「あい手のおこなうべき動

作,動作のし方をおしえている」場合でも、《たずねる・おしえる》の話しあいの構造の外で

使用されて、《命令》などの意味あいが前面に出てくる場合のあることも、述べている。 

 

しかし,この種の説明の文は,《たずねる・おしえる》の話しあいの構造のそと

で使用されるときには,その《おしえる》という意味はうすれて,／あい手に動

作を命令する,すすめる,さそいかける,忠告する／という意味あいが前面にで

てくる,つぎの例にみられるように。しかし,そうであるとしても,《おしえる》

という説明的な意味がきえてしまったわけではない。[奥田 2001：p.270] 

 

 用例の一つとして次のようなものをあげている[奥田 2001：p.270]。 

 

 「その調子,いい線いってるよ。美波！ もっと手も足も自由にうごかして,お

おまたにあるくんだ。とぶようにかけてもいいよ。」(あなたにだけ) 

 

 「のだ」の文が、《たずねる・おしえる》の話しあいの構造の外で使用されて、「あい手の

おこなうべき動作,動作のし方をおしえている」場合、「命令する,すすめる,さそいかける,忠

告する」という意味あいが前面に出てくると述べている。しかし、そうであるとしても、「《教

える》という説明的な意味がきえてしまったわけではない」としている。そして、奥田 2001

は、この命令などの意味あいについて、「おそらくこの種の意味は,「のだ」の言語的な意味
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ではなく,「のだ」をともなう文を場面のなかで使用することによって生じてくる,プラグマ

チカルな意味であるだろう」[奥田 2001：pp.270-271]【下線は目差】と述べている。 

 つまり、「のだ」の文が「すすめる」などの意味あいを場面の中で含みこんでいても、こ

の種の意味は、言語的な意味ではないと述べているのである。「のだ」の文の最も本質的な

話し手の態度は、場面における話し手の態度とはむすびつきうるとしても、場面における話

し手の態度を仲立ちにして、規定されているわけではない。「のだ」の文が、《たずねる・お

しえる》の構造の中の文であることをおさえて、言語的な意味としては、《命令》ではなく、

《教える》というものがたり文であることを述べているのである。 

奥田 2001 において、「のだ」の文における、「命令する,すすめる,さそいかける,忠告する」

といった《場面的な意味》は、あくまで、言語的な意味ではなく、プラグマチカルなもので

あると記述されている。奥田 2001 では、「のだ」の文においては、《おもての意味》(教える)

にプラグマチカルな意味、あるいは、《場面的な意味》(命令、すすめ、忠告)が作用してくる

場合があるとしても、話しあいの構造にささえられて表現されていて、それらの間に移行が

あるとは、述べていない。《場面的な意味》、プラグマチカルな意味を扱いながら、話しあい

の構造の中での文との関係から、文の意味を明らかにする必要については述べているが、そ

れらのあいだの移行の過程については述べていないのである。 

そうであるとすれば、そこでの《おもての意味》のような、社会＝一般的な言語としての

意味と、《うらの意味》、《場面的な意味》、《プラグマチカルな意味》のような、個人＝心理

的な側面をともなう意味の相互関係は、先に上げた「してもいい」や終助辞「よ」などの仲

立ちの関係とは違ったあり方を示しているということになる。二つの系列の意味は、相対的

に切り離されているのである。 

しかし、ここで重要なのは、話しあいの構造の中における文と文の相互作用のタイプで

ある。奥田 2001 では、「のだ」の文を具体的な場面のなかで使用することから生じてくる

《場面的な意味》を扱うと同時に、そこから見えてくる話しあいの構造と、その中での「の

だ」の文を扱っている。そして、さまざまな話しあいの構造の中での文と文の関係＝むすび

つき（「のだ」の文とたずね文などとの関係）から確められる「のだ」の文の対象的な内容

と文法的な構造を記述して、恒常的に現れてくる「のだ」の文の一般的な、言語的な意味＝

文法的な意味について、明らかにしているのである。 

その言語形式の対象的な内容、および、文法的な構造は、次のようになっている。1) 「の

だ」の文の部分＝文全体が、たずね文によってさしだされる、たずねたい内容の答えになっ

ているということや、命令文の理由を説明しているということなどから、「のだ」の文の対

象的な内容が「あい手の知らない内容」であるということ、2）説明されの文(記述の文)と説

明の文のシンタグマティックな関係をむすんでいるというものである。そして、そのことな

どをもとに、話しあいの中での「のだ」のもつ言語的な意味＝文法的な意味・機能が、「も

っぱら／あい手のしらない出来事をおしえる／」[奥田 2001：p.271]という機能的な意味で

あると記述している。 
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文の対象的な内容は、主語や述語などの文の部分の構造的なむすびつきによって成り立

っている。しかし、文の対象的な内容は、文の部分の構造的なむすびつきだけで特徴づけら

れるのではない。上の奥田 2001 の記述にさしだされているように、文の対象的な内容は、

その文が存在している話しあいの構造や文脈の中において、他の文とむすびつくことによ

っても特徴づけられているのである。 

とすれば、話しあいの構造の中における文と文のむすびつき(相互作用)のタイプによって

も、文の対象的な内容は特徴づけられていると言える。つまり、《文と文のむすびつきのタ

イプ》を言語的な内容にしたがって記述することも、文の対象的な内容を記述する上では必

要になってくるのである。 

 

第１０節 話しあいの構造の中における文と文のむすびつきの体系性 

9 節では、文と文のむすびつきのタイプを記述することの必要性についてまとめてきた。

この節では、そのむすびつきを扱うとは、どういうことかもう少し詳しく記述しておく。 

話しあいの構造の中における要素は、文である。そして、その構造の要素としての文同士

は、いいかげんに単にむすびついているのではなく、むすびつきの体系、組織、秩序をもっ

てむすびついている。その体系の中で、個々の文の本質、すなわち、内的であり、安定した、

必然的な特性とむすびつきを明るみに出している。この内的であり、安定した、必然的な特

性は、他の文と有機的に、秩序をもってむすびつく文の能力である。一方で、内的であり、

安定した、必然的なむすびつきは、文の対象的な内容のタイプである。本質を構成する、こ

れらふたつのモメントは、切り離すことができず、統一している。 

このことは、次の 4 つの事実にしたがって、明らかである。つまり、⑴話しあいの構造の

中において文が他の文と機能的にむすびついていること、⑵機能が他の文とむすびつく能

力＝特性を前提にしていること、⑶構造の中における文同士の対象的な内容のタイプが、そ

れぞれをむすびつけていること、⑷むすびつく能力は文の対象的な内容のタイプから切り

離すことができないことから、文の、他の文とむすびつくという能力と文の対象的な内容の

タイプばらばらに存在しているのではなくて、統一しているのである。したがって、個々の

文の本質を明らかにするためには、話しあいの構造の中における文と文のむすびつきの体

系の中で文を捉えて、文の対象的な内容のタイプを記述して、文の文法的な意味を規定す

る必要がある。10 節では、これらのことを述べていく。 

文は、《ことば行為》＝《言語活動》の単位であって、話しあいの構造の構成要素である。

奥田 1984a は、そのことを次のように述べている。 

 

おおくのばあい、文は段落あるいは《はなしあいの構造》のなかにあって、そ

の構成要素として存在している。[奥田 1980・1981：p.228] 

 

つまり、話しあいの構造は、文と文の構造的なむすびつきである。とすれば、文が話しあ
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いの構造から切り離されれば、文の意味的な内容、機能的な特徴、構造的な特徴を失う。な

ぜなら、話しあいの構造の構成要素＝文がその構造の働きかけを受けて、構造的な特徴をう

つしだす文の対象的な内容、機能的な特徴をうつしだす文法的な意味と文の機能が作りあ

げられているからである。構造は、相対的に独立している要素にはない、新しい特性の発生

の条件を要素に与えるのである。奥田 1980・1981 は、そのことを次のように述べている。 

 

構造の性格は要素の本性によってきめられているのだが、ひとたびうみおと

された構造は要素に積極的にはたらきかけて、これらを体系へとまとめあげる。

構造は要素のセットにひとまとまり性をあたえながら、いずれの要素にも存在

していない、あたらしい特性の発生を条件づける。このとき、構造はさまざまな

レベルで要素をそのポジションにふさわしくつくりかえるだろう。つまり、構造

はある客体を要素にしたてあげるのである。構造は要素にたいして積極的には

たらきかける。[奥田 1980・1981：p.219] 

 

このことを与那国方言を例にして説明してみよう。本論第 2 章 4 節第 1 項において、与

那国方言のものがたり文の終助辞「do」と「dja」を取り上げた。do をもつ文と dja をもつ

文は、それぞれ《はたらきかける―断る》という話しあいの構造を持っている。そのことは、

まず《依頼》を伝える文が先行していて、依頼された動作・活動を実行しないことについて

伝える否定文が後続することに示されている。 

 

◆do をもつ文の《はたらきかける―断る》の話しあいの構造 

46) A：dugabaɴ  duganibagiɴ  ɴkaʃi,           mutu   naranujuɴgara,   mː  midu 

床も   床までも  水浸しにさせて、もと しょうがないから、   溝 

miɴ   hagaʃi,  kʼatinagi,        midu   tʼutʒija    kʼui    turaʃi  waibi,  eː 

水を 捌かせて、捨てるように、 溝を  一つは  作って   くださって、 

iʃi    turaʃi  wariɴdi  ɴdi    tʼsariruɴdidu    aigu. 

やって くださいと  言って 申し上げようと 来た。 

B：ma:  uɴninu    kutujaː   hajagu   ku.    iʃibikina   munudu  aŋa, 

    そのような  ことは 早く  来い。やるべき ものであるが、 

kuja    jusaɴnu  kaɴkeiɴ  arujuɴgaraː, u     naiɴdija   a  naranuɴdoː. 

これは 予算の  関係も  あるから、 それ   今すぐには  できないよ。【A】 

 

◆dja をもつ文の《はたらきかける―断る》の話しあいの構造 

47) A：ɴdaninu      tʼuɴtʼagadu   nagara  ubuitʼi   tuitʼiː, 

    あなたのような  人達が   今から  覚えて  取って、 
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B：mː. 

うん。 

A：              iranutu    naranuɴ. 

   [子供達に方言を教えることを]やらないと いけない。 

B：jaː  amja  kitsuatsunu  nuppa  naitʼiju,    nuɴ   nuɴ    naranuɴdja. [笑い声] 

       私は 血圧が     変に  なってね、何も   何も   できないんだぞ。 

nuɴ  naranujuɴgara, nuɴ    naranuɴgara,  ɴdakʼa   tʒiɴŋi.   anuː. 

何も できないから、何も できないから、あなたより 悪い。 私。【A】 

 

do 文と dja 文は、その否定文の位置に現れてくる。そして、その構造は、自らの要素であ

る文の特性を明るみに出している。たとえば、do 文は、依頼文に応じて、依頼された動作・

活動を実行できないことについて伝えながらも、実行できる可能性がまだ残っていること

を伝えている。そのことは「naiɴdija 今すぐには」という時間副詞に暗示されている。反対

に、dja 文は、依頼された動作・活動がただ実行できないことを伝えていて、実行できる可

能性がもう残っていないことを伝えている。そのことは、「nuɴ 何も」という程度副詞に明

示されている。同じ否定文であるにしても、その伝える内容は異なっていて、その文の構造

的な特徴が異なっている。 

さらに、ふたつの文によって示される《はたらきかける―断る》の話しあいの構造、文と

文のむすびつき方も異なっている。前者は《はたらきかける－譲歩》であるが、後者は《は

たらきかける－拒否》である。とすれば、それぞれの文が異なる特性をもっていることは明

らかである。それぞれの文がさまざまな文と異なる風にむすびつくということは、それぞれ

の文のむすびつく能力、つまり、特性をうつしだしていて、その文の構造的な、機能的な性

格がおもてに出ている。 

このことから、話しあいの構造の要素の特性がその構造に強くはたらきかけているとも

言える。要素としての文の特性によって、構造が異なるものになっているのである。 

だが、要素としての文が、このように異なるふうにむすびつく特性を示すことができるの

は、このような一々のむすびつきのタイプの中においてである。《たずねる―答える》の話

しあいの構造のなかに入ってくるところの、さまざまな対象的な内容をもつ do 文と dja 文

のすべての文が、このような特性を示すわけではない。とすれば、やはり、《はたらきかけ

る―断る》などの構造的なむすびつきのタイプは、要素としての文にひそんでいる特性の発

生を条件づけていて、おもてにひきずりだしているのだろう。 

一般的にいって、本質とは、物の奥深くにかくされている、内的であり、安定した、必然

的な諸要素の特性とむすびつきの統一であるところの基礎的な実在である。物の質が、物に

ひそんでいる、いくつかの特性が束になって、つくりあげられている。とすれば、文と文の

さまざまなむすびつきは、その個々の文の質を構成する要素＝特性をさしだしている。した

がって、それらの特性を分析しなければならない。 
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しかし、文の特性をうつしだす文と文のむすびつきを、ただ羅列して分析していけばいい

というわけでもない。本質にかかわる特性は、安定した、必然的なものでなければならない

からである。実際、むすびつきとしての構造は、たんに相互にはたらきかけあいながら、む

すびついているだけではなく、《組みたてのし方》をもっていて、《むすびつきの体系》をも

っている。構造は、単に要素と要素が相互にはたらきかけあいながら、むすびつくものでは

ないと、奥田 1980・1981 は次のように述べている。 

 

構造という用語のもとに《要素のあいだのむすびつき》を理解することの単純さ

を証明するためには、現実の世界の客体は、おおくのばあい、たくさん要素をもっ

ていて、それらのあいだには複雑なむすびつきがある、という事実をあげるだけで

いいだろう。そして、その複雑なむすびつきなるものは、客体の内部にそなわって

いる、ひとつの《くみたて》、《組織》、《シェーマ》をなしているのである。（中略）。

《構造》という用語は、客体の内部に存在する《むすびつきの体系》、《くみたて》、

《組織》をさすものだとしなければならない。[奥田 1980・1981：p.212] 

 

実際、与那国方言の do 文と dja 文は、《はたらきかける―断る》などの構造的なむすびつ

きのタイプをともに持っているが、そのむすびつきの一々のあり方は異なっている。一々の

むすびつきの中で相互に対立しているし、それぞれにとって特殊なむすびつきのタイプと、

それぞれの形式が選択されていないのであり、単純ではないことを物語っている。 

したがって、文と文の一々のむすびつきを扱うのではなく、さまざまなむすびつきの関

係、そのむすびつきの組織を扱わなければならない。そして、ある客体がとりむすぶ《話し

あいの構造》の必然的なむすびつきを、別の客体のそれから区別するものとして体系的に

記述しなければならない。こういうわけで、話しあいの構造における文と文のさまざまなむ

すびつきをタイプに一般化して見せることが必要になってくる。 

さらに、話しあいの構造のなかにある文どうしがつくりあげている構造的なむすびつき

の相対的な独立性＝特殊性を、体系的に記述しなければならない。一つ一つの文の形式がど

のような文とむすびつくのかという、一つの文のむすびつきの能力の問題だけに収めては

いけないのである。 

体系とは、相互に結びつく要素の集合であり、属性として、有機的な関係の総体をもつ物

質である。体系を明らかにするためには、物質が互いに対立して相対的に独立していること、

一方で、相対的に独立して対立しているがゆえに相対的に結びついていることを示す必要

がある。その物質として、ここでは、do 文と dja 文それぞれが持つ文と文の結びつきのタイ

プを引き続きあげて、そのことを確認することができる。さらに、そのように示す中で、そ

の結びつきの《個別的なものと特殊なもの、および一般的なもの》、《可能なもの》と《必然

的なもの》、《法則的なもの》、《組織、秩序》、《発展の傾向》などについて触れる必要がある。

これらは、いくつかの要素が相対的に独立して、むすびつくために必要な要素の本質的な特
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徴であって、体系を明らかにするために欠かせないものである。 

与那国方言のものがたり文の下位体系に位置づけられる do をもつ文と dja をもつ文は、

相互にむすびつく要素の集合としてのむすびつきの体系を持っているだろう。用例は、本論

第 2 章第 4 節第 1 項にあるので、そのことを前提に述べる。 

まず、do 文と dja 文それぞれのもつ結びつきのタイプは、いずれも、一般的なものとし

て、相手の知らない内容を伝えている点で統一している。一方で、do 文と dja 文は、相対的

に独立して、それぞれの個別的なものをうつしだす文と文のむすびつきを持っている。do 文

の A）と dja 文・D)は、それぞれの本質的な特徴をうつしだす、典型的かつ、個別的な、対

立的な結びつきである。do 文は、《相手が依頼する―話し手は応じる》という話しあいの構

造＝文と文のむすびつきの中に置かれている。このむすびつきは、dja をもつ文にはない、

対立的なむすびつきである。一方で、dja をもつ文は、《話し手が依頼する―話し手がその根

拠を伝える》という話しあいの構造＝文と文のむすびつきの中に現れてくる。このむすびつ

きは、do をもつ文にはない、対立的なむすびつきである。特に、do 文の A）の結びつきの

タイプは、dja 文では選択されず、義務的に排除されていることが面接調査で確認できてい

る。 

それぞれが相対的に独立していることが確かめられている。とすれば、つづいて、その相

対的な独立性に支えられて起こる、相互に移行する可能性のある、中間的なむすびつきも確

める必要がある。 

do 文の B）と dja 文の E)、do 文の C）と dja 文の F)は、一般的なものと個別的なものを

つなぐ環としての特殊なむすびつきであり、相対的にむすびついていることを示している。

do 文と dja 文は、ともに、1）《相手が依頼する―話し手は断る》、2）《相手がたずねる―話

し手はそれに答える》という話しあいの構造＝文と文のむすびつきの中に現れてくる。とす

れば、do 文のもっている結びつきのタイプと dja 文のもっている結びつきのタイプとは、完

全に切り離されてはいないと言える。do をもつ文は、断りの構造をもっているという点で

は、dja をもつ文に移行する可能性をもっている。はんたいに、dja をもつ文は、相手のたず

ねに答えるという点では、do をもつ文に移行する可能性をもっている。ふたつの文は、そ

れらの点で、共通していて、むすびついていると言える。 

しかし、それぞれの相対的な独立性をもとに、そのふたつのむすびつきの組織も異なって

くる。1）の場合、do 文は部分的な可能性＝部分的な不可能性を伝えるが、dja 文は全面的

な不可能性を伝えていて、可能性のないことを伝える。2）の場合、do 文は相手の知りたい

内容をそのまま伝えて、相手のたずねに答えるが、dja 文は相手の知りたい内容ではないこ

とを伝えて、相手のたずねに答えるのである。それらのむすびつきは、間違いなく対立して

いて、特殊なものを含んでいるのである。 

以上のように、個別的な、特殊なむすびつきをもっていることが分かる。そして、do 文

と dja 文は、一般的なむすびつきを持ちながらも、話し手にとって、聞き手にとって、望ま

しい内容であるという本質的なコンポーネントを文の対象的な内容にもっていて、自ら本
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質的な文法的意味を一般的に表現している。つまり、それぞれのもつむすびつきのタイプの

中で現れてくる特性がむすびついて規定された文法的な意味に、ふさわしい、独特な内容な

のである。 

こういうわけで、ものがたり文の下位体系に位置づく do 文と dja 文は、他の文といい加

減に、単純にむすびついているのではない。そして、そのむすびつきは構造をもっていて、

一定のきまりがあるとすれば、いくつかのむすびつきの間に組織・秩序がうつしだされてい

るといえる。 

一方で、客体の本質は、単に特性だけからで成り立つのではなく、物を構成する要素の、

安定した必然的なむすびつきからも成り立っている。伝統的な言語学は、むしろ、この構造

的なむすびつきをシェーマとして扱っている。奥田のモダリティ論では、それは文の対象的

な内容のタイプとして扱われている。 

とすれば、この特性とむすびつきという、本質を構成する二つのモメントの統一が当然問

題になってくる。しかし、この二つのモメントは、何か別々のものとして存在しているわけ

ではない。これらは、相互に作用しながら、統一している。そのことを確めるために、冒頭

で述べた⑴について、すなわち、機能が他の文とむすびつく能力＝特性を前提にしていて、

話しあいの構造の中において文が他の文と機能的にむすびついていること、⑵について、す

なわち、構造の中における文同士の対象的な内容のタイプが、それぞれをむすびつけていて、

むすびつく能力は文の対象的な内容のタイプから切り離すことができないことをあげる必

要がある。 

体系における要素は、実体的なものとしてだけでむすびついているのではなく、機能的な

ものとしてもむすびついている。たとえば、文という体系的な構築物の中における単語は、

構文・意味論的なむすびつきだけではなく、主語とか述語とかいった文の部分として働いて

いて、機能的にもむすびついている。 

⑴このことを話しあいの構造の中における文に確めること、すなわち、文の機能が話しあ

いの構造の中で他の文の機能とむすびついていることを確めなければならない。そのため、

文の機能とは何か、とりわけ、話しあいの構造の中における文の機能とは何かについて触れ

ておく必要がある。 

一般的にいって、文の機能とは、現実世界の出来事についての情報や知識を伝えるという、

反映・通達の機能である。伝統的な言語学は、その反映・通達機能を、文の通達的なタイプ

から取り出している。とすれば、文の通達的なタイプの反映・通達機能について確めておく

必要がある。 

奥田 1984a によれば、通達的なタイプの文の反映・通達機能は、ものがたり文とはたらき

かけ文、たずね文では、次のようになっている。ものがたり文は、「現実の世界の出来事を

ありのままにうつしとって、つたえる」[奥田 1984a：p.235]という働きをもっている18。は

たらきかけ文は、「あい手の動作をさそいだすために、はなし手である《私》があい手には

たらきかける」[奥田 1984a：p.232]という働きをもっている。たずね文は、話し手の知りた
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い現実世界の出来事を聞き手にたずねて、求めるという働きをもっている。 

あらゆる文は、通達的なタイプとしての文のいずれかに属していて、《伝える》、《はたら

きかける》、《たずねる》などの、それらの文法的な機能をもたされている。しかし、これら

の文法的な機能は、話しあいの構造から相対的に独立した文法的な機能である。なぜなら、

それらの文法的な機能をもった文は、話しあいの構造の中で、この文法的な機能＝潜在的な

機能を土台にしながら、さまざまな機能(《実現される機能》、《結果的な機能》)をそなえて

くるからである19。 

たとえば、ものがたり文にしか現れない do 文と dja 文は、先行する依頼文にたいして、

《伝える》という一般的な文法的機能にささえられて、依頼された現実世界の出来事が不可

能であることをありのままうつしとって伝えて＝否定しているだけでなく、do 文の場合で

は譲歩として働き、dja 文の場合は拒否として働いている(結果的な機能として働いている)。

一方では、do 文と dja 文は、いずれもその依頼を《断る》文として働いている(実現される

機能として働いている)。この場合、これらの働きは、話しあいの構造の中における他の文

の機能、先行する文の機能である《はたらきかけ》とむすびついて生まれている。 

ここに、連語のさまざまな構造的なむすびつきとは異なる、話しあいの構造のむすびつき

の特殊性が現れてくる。連語における構造的なむすびつきは、現実世界のものごとの素材的

な関係をあらわしているのに対して、話しあいの構造のむすびつきは、その構成要素に文を

もっていることによって、陳述性が入り込む。さらに、その陳述性は、話しあいの構造の中

で、文にさまざまなコンポーネントを加えるところの、結果的な機能と絡み合ってあらわれ

てくるのである。 

人々は、社会的な活動を達成するために、交通していく。その交通のために、さまざまな

動機・目的をもって、言語活動、ことば行為＝発話を行う。その言語活動は、社会的である

がゆえに、一般的なものとの統一によって実現されなければならず、その統一は優先的に言

語によって実現される[Леонтьев 編 1974：pp.21-29]。Падучева1996 が言うように、一々の言

行為、иллокутивные な機能が文の助けによって遂行されるということは、否定することの

できない命題である[Падучева1996：pp.299-301]。文は、話しあい＝言語活動の、あるいは、

《ことば行為》の単位なのである。とすれば、人間活動の一つである言行為（ことば行為、

ことばの動作）は、言語との関係のもとに捉えなければならない。 

人間の行為＝活動は、いちいちの人間の動機、通達的な意図・目的によって引き起こされ

ている。しかし、人々の交通を実現させるためには、それぞれの動機、伝える内容がほかの

人に理解できるような一般的なものとしてさしだされていなければならない。このことか

ら、何よりもまず、文は一般的な形で出来事や自らの動機、通達的な意図を伝えている。そ

して、この文によって《ことば行為》が実現され、それらによって《話しあい》が組みたて

られる。 

実際、《ことば行為》が一般的な形で出来事や自らの動機、通達的な意図を伝えている文

によってなりたっているため、その《ことば行為》それ自体も一般的なものとして存在して
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いなければならない。《ことば行為》には、さまざまな、個別的な心理過程がうつしだされ

て実現している一方で、それらを支える土台として一般的なものが潜んでいる。その一般的

なものは何よりもまず、文の文法的な意味・機能によって認識されている。 

心理言語学者は、統一を支えるものとしての言語の機能のうえに、言語活動・ことば・発

話の機能が層をなしているとみている[Леонтьев 編 1974：pp.241-250]。とすれば、まず、言

語活動のさまざまな機能をみていく前に、それを条件づける言語の機能をおさえておかな

ければならない。 

たとえば、「するよ」の文によって実現される《提案》、《申し出》、《承諾》、《許容》とい

った、さまざまな《ことば行為》がある。「するよ」の文によって実現される、これらの、

さまざまな心理過程をもつ《ことば行為》には、「私は、聞き手にとって有益な動作をこれ

から実行することを確認して伝える」という一般的なコンポーネントが存在している。この

コンポーネントをもつ文が、さまざまな内的な条件（文の対象的な内容）や外的な条件（他

の文との構造的なむすびつき）にしたがって、さまざまな《ことば行為》を実現するのであ

る。 

ここで重要なことは、ある文の文法的な意味・機能が、一般的な話しあいの中でさまざな

心理過程を実現させながら、さまざまに具体的に機能しているということである。文の文法

的な機能は、《潜在的な、ポテンシャルな機能》である。発話の中に使用される文の

иллокутивные な機能（illocutionary function）のような具体的な機能は、《結果的な機能》で

ある。その統一は、Бондарко1987 が言うように、一般的なもの＝潜在的な機能が原因とな

って個別的なもの＝結果的な機能を条件づけているのである。これらのことを認めた上で、

話しあいの構造の中における文の機能の一般的なもの＝潜在的な機能と個別的なもの＝結

果的な機能との統一を確めることができるといえる20。 

いずれにしても、文のさまざまな具体的な、結果的な機能は、ひとつの文の、一般的な、

潜在的な機能だけで実現するわけではない。このことは、文が《ことば行為》の単位であり、

言語活動の構成要素であることと関わっている。 

《活動》とは、欲求を満たすために、あるいは、動機を達成するために、一人の人間がと

る、総体的な運動である。そのため、活動は、組織をもち、ひとつにまとまっている、動的

なシステムである。その活動の構成要素は、行為であって、この一般的な構造は、言語活動

とことば行為にも存在している[Леонтьев 編 1974：pp.21-29]。《ことば行為》は、一つにま

とまるところの、力動的な体系の中に存在している言語活動の構成要素である。そのため、

ことば行為は、さまざまな動機に引き起こされる言語活動の中へ組み込まれることで、また、

その中のさまざまな行為の関係の中でさまざまな機能をもつ。文が《ことば行為》の単位で

あるとすれば、それと同じように、文もさまざまな文との関係の中でさまざまな機能をもた

されるのである。 

話しあいの構造の中で、相互に作用する文の機能同士がむすびついている。そして、この

機能は、話しあいの構造の中における文と文がむすびつくことによって生まれている。とす
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れば、この機能は、話しあいの構造の中で他の文とむすびつく文の能力＝特性を前提にして

いる。そして、このむすびつく能力が、さまざまな話しあいの構造の中で文のさまざまな機

能を果していく。 

do 文と dja 文がともにもつ《はたらきかける―断る》という一般的なむすびつきは、それ

ぞれの文の文法的な意味・機能を通して、結果としては、前者の場合では譲歩として断って

いて、《はたらきかけ－譲歩》のむすびつきになっているし、後者の場合では拒否として断

っていて、《はたらきかけ－拒否》というむすびつきになっている。それらの話しあいの構

造は異なっているのである。そして、それらが異なっているのは、それらの構成要素が異な

る風に機能していることによっている。しかし、この機能は、何よりもまず、その構成要素

としての文が他の文とむすびつくことによって生まれている。とすれば、文のどのような内

容が他の文とむすびつくことを保証しているか、問う必要があるだろう。つまり、⑵のこと

について確める必要があるのである。 

構造における要素が他の要素とむすびつく能力は、言語学では、連語にも確められている

21。連語論において、構造における要素が他の要素とむすびつく能力は、単語のсочетаемость、

valence と言われている。単語の сочетаемость、valence は、連語のさまざまな構造的なむす

びつきのタイプを単語が実現するために、他の単語とむすびつく能力である。そして、単語

が、構造的なむすびつきの中に一般化されているカテゴリカルな意味において、他の単語と

むすびついているということから、この能力は、単語のカテゴリカルな意味が他の単語のカ

テゴリカルな意味とむすびつくときに発生する特性のことをさしている。したがって、この

むすびつきは、カテゴリカルな意味が果しているといえる。カテゴリカルな意味が単語と単

語をむすびつけていて、それらの単語が文の構造の中でさまざまな機能を果たしながら、連

語の構造的なむすびつきのタイプをつくっている。 

カテゴリカルな意味とは、文法的な意味との関係で語彙的な意味を一般化したものであ

る。したがって、カテゴリカルな意味は、単語の内容を一般化したものである。とすれば、

同じようなことを、話しあいの構造の中における文にも見なければならない。文の文法的な

意味との関係で一般化される文の内容は、ふつう、文の対象的な内容のタイプである。文の

一々の対象的な内容には、それが内容であるがゆえに、本質的なものだけでなく、非本質的

なものも含んでいるが、その一々の対象的な内容から、文の文法的な意味を条件づけるのに

最もふさわしい、一般的なものとしての文の対象的な内容がきりとられる。 

とすれば、⑵と関わって、⑶構造の中における文同士の対象的な内容のタイプが、それぞ

れをむすびつけていることを同時に確める必要がある。実際は、こうである。文の対象的な

内容のタイプが、その文を、話しあいの構造の中でさまざまに機能させながら、他の文とむ

すびつけて、さまざまな話しあいの構造（話しあい）をつくりあげることを可能にしている。 

たとえば、《はたらきかける―断る》という話しあいの構造があって、さまざまな、異な

る文法的な意味をもつ文が、この構造の中に入って、断る文として働くことができる。次に

あげる、はじめの例は、〈兆しをもとにした間接確認〉を表す「kiɴdaɴgi しそうだ」の文が譲
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歩の断りとして働いている用例である。あとの二例は、〈不実行の欲望〉を表している「ki  

busa  minuɴ したくない」の文と、〈気づかせ〉を表す「sai」の文が、拒否の断りとして働い

ている用例である。 

 

48) A：agamiɴtʼaŋa  maŋuɴtʼaŋa  kuː    munuja  tami    ɴdaŋa    bagaːru   

     子供達が  孫達が   来る ものは  教えて あなたが 分かる 

munuja  buru  tami   turaʃi  wari. 

ものは 全部 教えて ください。 

B：aŋadoː, 

だけど、 

A：m. 

  うん。 

B：ma           naibagiɴdu  naru.  naigaraja    naidaɴginu. 

[物忘れが出てきているので] 今までは  できる。これからは  できなそう。【A】 

 

49) [薬が嫌いで飲みたくないので] 

A：sunatʼi,   unu   tʼsuri numi     turai.  

お兄ちゃん、この 薬    飲んで ちょうだい。 

B：anuɴ  numi  busa  minuɴ. 

  俺も   飲みたく ない。【B】 

 

50) [さっき飲めないと言われたが] 

A：ibitʼatʼi  numihai.  ibinaja   tʼsuridoː. 

  少し   飲めよ。  少しは 薬だよ。 

B：numaninuɴdi   ɴtʼasai. [笑いながら] 

  飲めないって 言ったじゃん。【B】 

 

それぞれの文法的な形式のあらわす、本質的な、文法的な意味が異なるが、それぞれの文

が、同じように、先行する《はたらきかけ文》とむすびついて、譲歩や拒否の断りとして働

いて、《はたらきかける―断る》の話しあいの構造を作り上げている。それぞれの文は、自

らの形式に縛られず、相対的に独立して存在しながら断る文として働いているのである。 

形式に縛られず相対的に独立して存在している、これらの文に共通するのは、それぞれの

文によって表現されて伝えられるところの内容である。特定の場面における、これらのさま

ざまなモダリティ形式をもつ文の一々の対象的な内容は、はたらきかけて求められるとこ

ろの、望ましい動作・活動は実行・実現する可能性があるという内容や、はたらきかけて求

められるところの、望ましい動作・活動は実行・実現しないという内容である。このことか
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ら、話しあいの構造の中における文同士の対象的な内容のタイプが、何よりもまず互いをむ

すびつけているといえる。 

文の対象的な内容のタイプに照応する、一々の文の対象的な内容でなければ、同じように、

あるいは、異なるように働くことはできない。それぞれの文の文法的な意味と対象的な内容

のタイプがその機能を根拠づけているのである。とすれば、文の対象的な内容のタイプが、

その文を、話しあいの構造の中でさまざまに機能させながら、他の文とむすびつけて、さま

ざまな話しあいの構造（話しあい）をつくりあげているといえる22。⑵むすびつく能力、そ

して、その能力を前提にして現れてくる機能は文の対象的な内容のタイプから切り離すこ

とができないのである。 

しかし、それぞれの文の形式が必要ではないということにはならない。それぞれの機能を

完全に果すために、つまり、完全に通達するために、文はふさわしい内容を求めるだけでな

く、それ相応の文法的な形式をとって存在する。拒否の断りとして文の対象的な内容、すな

わち、相手から求められるところの一人称の動作・活動を実行しないことは、述語が否定動

詞 ki  busa  minuɴ というまちのぞみ文の形式で、一人称の動作・活動が打ち消されること

を望んでいることを表現しなければはっきり伝わらないだろう。その形式があるからこそ、

さまざまな機能を果たす言語的な内容が保証される。 

いずれにしても、文の対象的な内容なタイプが、その構造に、そして、その形式にふさわ

しい内容でなければならない。そのことと関わって、文法的な形が表現する文法的な意味、

すなわち、文の対象的な内容にとりこまれる現実世界の出来事のあり方、切りとられ方が、

異なっている。実際、先の用例にあげた kiɴdaɴgi を述語にもつ文は、一般的な意味として

〈兆しをもとにした間接確認〉を表していて、本質的には《伝える》という文法的な機能を

もっている文である。 

さまざまな話しあいの構造の中に相応しい内容を取り込みながら、他の文とむすびつい

て様々に働く文の形式は、別の形式とは異なる、自らの本質的な特性を実現させている。そ

のことに応じて、文の形式は、自らの本質的な構造的な特徴を＝文の対象的な内容を固定化

させて、別の形式と対立しながら、一般的な意味と機能を表現するようになる。 

実際、do 文と dja 文は、《たずねる―答える》と《はたらきかける―断る》の話しあいの

構造の中にもあらわれてくる。しかし、構造が同じにも関わらず、それぞれの構造の中で対

立する内容を伝えている。 

 

◆《たずねる―答える》の場合に現れる do 文 

51) B：uja    nuguʃi     pʼa   munuja.  uja. 

    それは どうやって 切る ものなの？ それは。 

A：ɴda     ubugi     ubugi       nai    mununu  uɴtuɴ  bagaranunai. 

   あなた それぐらい それぐらいに なった ものが それも 分からないのか。  
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B：anu  naibagiɴ   uː    nuguʃi     pʼaɴdi  bagaranuɴ. 

  私  今まで   それ どのように 切るか 分からない。 

A：eː  nuɴgara  unu   kutuʃi   ɴduru  baija   ututitʼi,   eː  kuduɴtʼi   natigaranu 

    何か    その ことで  出た  芽は 置いといて、   去年に  なってからの 

baija  ɸurubai  ɸurubaidu  pʼaʃi  pʼaʃitigarani,  kunu  haː   judaja  tʼutuguruɴki 

芽は 古芽  古芽を    切って 切ってから、この  葉  枝は   一か所に 

duːʃi,  kunu  nibariɴki   rippani   duʃi     katadzukikiː   utugu  kutudoː. 

寄せて、この  根っこに  上手に 寄せて   片づけして   おく ことだよ。 

B：oː. 

はい。【A】 

 

◆《たずねる―答える》の場合に現れる dja 文 

52) A：nunu     kutujaː.  amaːtiʃitaruɴdjaː.  tʼunu  maiʃiɴ  ɴnuɴsujaː   

       どういう ことか？  急だぞ。   人の   死   死んだのは 

nuː  mː  nuː    aibi,        uɴni     ma  maiʃi        minuɴga.    dugujaː. 

何    何が あったから、そのように   亡くなって  しまったのか？ 毒か？ 

B：tʼsanuɴdja.   nu  nuɴdi  minuɴkidu, tʼaː amatitʒuɴni  çiruɴdjaː. 

  知らないぞ。何 何と  なしで、    急に    逝くんだぞ。 

naɴki  wari. 

中に  いらっしゃい。 

A：oː. 

はい。【A】 

 

《たずねる―答える》の話しあいの構造の中にあらわれてくる場合、do 文は、たずね手

の知りたい内容を伝えていて、相手に利益のある内容を伝えているが、dja 文は、知りたい

内容を話し手が知らないと伝えていて、相手に利益のない内容を伝えている。《はたらきか

ける―断る》の話しあいの構造の中にあらわれてくる場合、do 文は、依頼文に応じて、依

頼された動作・活動を実行できないことについて伝えながらも、実行できる可能性がまだ残

っている内容を伝えているが、dja 文は、依頼された動作・活動がただ実行できないことを

伝えていて、実行できる可能性がもう残っていない内容を伝えている。いずれの話しあいの

構造の中においても、do 文と dja 文の伝える内容は、相手にとって利益のある内容であるか

どうかで異なっている。 

さらに、《はたらきかける―承諾する》の構造の中で、do をもつ文が、相手のもとめる動

作・活動を実行することを伝えながら《承諾する》文として働くのにたいして、dja をもつ

文は、そのような対象的な内容をもって《承諾する》文として働かない。do 文は、上にあげ

た《たずねる―答える》、《はたらきかける―断る》の構造の中に現れてくる場合と同じよう
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に、話し相手にとって有益な、望ましい内容を伝えている。とすれば、do 文は、話し相手に

とって望ましい内容を一般的に伝えている。 

 

◆《はたらきかける―応じる》の場合に現れる do 文 

53) [買い物の依頼をする場面] 

A：suː   tumaimuraɴki  waruna. 

今日 祖納へ       お出でになりますか？ 

B：suː   anuːɴ  tumaiɴki  a   dudu    ai,   maː  ma  çiruɴdoː. 

  今日 私も  祖納へ    用事が あって、          行くよ。 

A：ita,   waiɴnani  kiː  watʼaja,   itʼa,  taɴdi   aː  ɴnatʼiː   tuirubagainu 

  じゃ、いらっしゃるんだったら、じゃ、お願い     縄を   十尋ばかりの 

ɴnatʼiː  kaitʼi   turaʃi  waraninukajaː. 

縄を  買って くださらないかな？  

B：ɴsaɴ.   uja   aŋaː  dudu  kitʼiː, kairini   aŋa   kai    mutʼi   ʃi   ujaɴdoː. 

  良いよ。それは 私が 用事 して、帰りに  私が 買って 持って 来て 差し上げるよ。

【A】 

 

一方で、dja 文は、do 文と違って、自らの動機(依頼)だけを果たすために必要な内容を、

相手に伝えている場合がある。とすれば、dja 文は、話し相手にとって望ましくない内容で

あり、話し手にとって有益な、望ましい内容を伝えている。 

 

◆《自ら依頼する―依頼が正当であることの理由・根拠を伝える》の場合に現れる dja 文 

54) B：itʼa   atʼagara  josaɴ  tsimuiː   itigaradu,  maː  iʃi    çirarirjaː, 

じゃ 明日から 予算 見積もり やってから、   やって いけるから、 

ma  uɴni   iʃi      kutʼaja,   nidi     turaʃi  çirijuː. 

そのように やって  来るまでは、我慢して  くださいよ。 

A：ɴdadu     tʒimanu  ujaɴdjaː.    tʒimanu  ujaʃi  m  nuɴdi  arubaɴ,   

  あなたは  島の   親なんだぞ。 島の  親で   どうにかしてでも 

nuguʃi  arubaɴ,  itʼaː   u   ʤuːmiɴja  banuja  ikaʃiɴnagi、   iʃi    turaʃi  wari. 

どうであっても、じゃ  それ 住民は    私達は 生かすように、やって ください。【A】 

 

したがって、do 文と dja 文は、さまざまな話しあいの構造の中に現れて、さまざまに機能

しながらも、お互いに対立する対象的な内容を伝えている。それに応じて、do 文は〈聞き

手利益への配慮のあること〉を表し、dja 文は、〈聞き手利益への配慮のないこと（話し手に

とって意味のあること）〉を表している。つまり、do 文と dja 文は、〈聞き手利益への配慮〉

という文法的な意味で統一しながら、対立しているのである。ある文の文法形式が、ある話
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しあいの構造の中に入って様々に機能するとしても、その機能と一致して、その本質的な文

法的意味が決められるわけではないのである。 

一方で、このことは、文法形式のおかげで文の言語的な内容が保証され、その内容によっ

て文のさまざまな機能が根拠づけられているということを示している。たとえば、do 文が

《相手にとって意味のあること》を表現しているとすれば、相手にとって利益のある内容や

望ましい内容など、その文に相応しい内容が与えられていなければならない。 

しかし、相応しい内容が与えられるためには、形式だけが重要なのではない。相応しい内

容が与えられるためには、機能も重要である。たとえば、医者という単語は、主語として働

く場合《人》を言い表すが、連体修飾語として働く場合《属性》を言い表す。 

このことを話しあいの中での文で言うと、sai 文が《たずねる・答える》の話しあいの構

造の中で《答える》文として働くのか、《事実の投げかけ・意見する》という話しあいの構

造の中で《事実の投げかけ》の文として働くのかにしたがって、異なる文の対象的な内容の

タイプ（《前提となる内容》か《相手の忘れている、気づいていない内容》）を言い表してい

る場合があげられる[本論第 2 章第 3 節第 3 項]。ほかにも、kiɴdaɴgi の文が《たずねる・答

える》の話しあいの構造の中で《答える》文として働くのか、その話しあいの構造の外で働

くのかにしたがって異なる対象的な内容（《話し手にとってコントロールできない、兆しを

もとにした内容》か《話し手にとって望ましい、実現してほしい内容》）を言い表している

場合や、do 文と dja 文が《はたらきかける・断る》の話しあいの構造の中で《断る》文とし

て働き、さらに do 文が《譲歩》として働く時《相手にとって望ましい動作・活動》を言い

表し、dja 文が《拒否》として働く時《相手にとって望ましくない動作・活動》を言い表し

ている場合など、さまざまなレベルで見られる。 

これらのことは、それぞれの文の本質的な構造的な特徴が話しあいの構造の中でどのよ

うに働くかということを抜きにしては、形式のもつ内容のタイプを限界づけて保証するこ

ともできないこと、あるいは、文の対象的な内容のタイプと文法的な意味を明らかにするこ

とができないことを、示している。つまり、機能は、構造の中で、それにふさわしい内容（対

象的な内容のタイプ）と形態（表現手段とそれによってさしだされる文法的な意味）と統一

して存在していることを示しているのである。 

こういうわけで、《文の文法的な機能(潜在的な機能)》、《実現される機能》、《結果的な機

能》といった、さまざまな文の機能は、それを実現する文の本質的な特性とむすびついてい

る。文の機能の一般的なものと個別的なものとの統一を捉えることになる。プラグマチカル

な意味とむすびついている機能などをふくめた、文のさまざまな機能を扱う必然性の一つ

は、ここにある23。 

いずれにしても、これらのことから、ある文の文法的な意味を条件づけるところの、文の

対象的な内容のタイプをもった文は、話しあいの構造の中において、他の文とむすびつくこ

とを可能にしていることが分かる。文の対象的な内容のタイプは、その中にむすびつく能力

を内にもっている。とすれば、文の本質を構成する特性とむすびつきの統一は、もはや疑い
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がない。つまり、文の本質的な構造的なむすびつきをさしだす文の対象的な内容のタイプと、

他の文とむすびつくことで現れる文の本質的な特性は相互に作用しながら、統一している

のである。文の対象的な内容のタイプがなければ、文は他の文とむすびつくことはできず、

自らの特性と機能をあかるみに出すことはできない。一方では、その特性と機能がなければ、

それにふさわしい内容と形式が与えられているのかどうか限界を与えて保証することもで

きない。 

実際、話しあいの構造の中における文と文のむすびつきの体系の中で、《一人称＝人名詞

の主語》、《意志動詞の述語》などの文の構成要素＝部分が、文の本質であるモーダルな意味

と機能を表現するために、有機的にむすびついて、文の構造的な特徴をうつしだす、最も一

般的な文の対象的な内容のタイプが生みだされていく。「do をもつ文」や「dja をもつ文」

のばあいでは、話しあいの構造の中で、文の構成要素が《聞き手にとって望ましい内容＝有

益な内容》、《聞き手の欲求や要求に反する内容》、《話し手の要求を達成するための内容》と

いった文の対象的な内容のタイプとして生まれ変わる。ほかにも、「してもいい」のばあい

では、話しあいの構造の中で、文の構成要素が《話し手によってコントロールされる動作》、

《し手によってコントロールされる動作》といった文の対象的な内容のタイプとして生ま

れ変わっている。 

とすれば、10 節の冒頭で述べたように、⑷文の他の文と結びつく能力と文の対象的な内

容とは、相対的にむすびついて、文の《内容》をなしている。一般的に、《内容》とは、対

象のすべての要素の組成であり、その特性、むすびつき、内的な運動、矛盾、発展の傾向の

統一である。 

以上でまとめてきたことから、文の対象的な内容と他の文とむすびつく文の能力との相

互作用、および、統一について、そして、分析対象となる文が、どのような文と相互に作用

してむすびついているのかについて、その構造的なむすびつきの中で文の対象的な内容と

そのタイプを記述していくことは、重要なことである。 

話しあいの構造によってさしだされる、文と文のむすびつきのタイプの体系性は、奥田

2001 では述べられてはいない。奥田 2001 では、言語的につくられる文と文のむすびつきの

タイプの体系性が、「のだ」の文の言語的な意味＝出発点的な、機能的な意味を保証してい

るとは述べていない。あくまで、「のだ」の文が《たずねる・おしえる》などの話しあいの

構造の中にある他の文との関係の中で、恒常的に現れてくる一般的な、社会的なものとして

の言語的な意味を規定しているのである24。 

 しかし、奥田 2001 は、「のだ」の文とたずね文の相互作用をさまざまなタイプにまとめあ

げている。その相互作用についての記述は、心理活動＝言語活動としての記述だけではなく、

たずね文の対象的な内容にどのような疑問詞が使われて、何をたずねているのかというこ

とを確認しながら、「のだ」の文がそれに答えて、どのような内容を教えているのかという

ことを記述する、きわめて言語的な記述である。言語学的な観点から話しあいの構造という

ものを扱っているのである。これらのことから、その記述的研究は、奥田 1984a で言われて
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いるところの、《はなしあいの構造》から文を切り離さず明らかにする、本格的な研究、あ

るいは、その前段階の研究であると見ることができる。 

体系は、構造を持っていて、その構成要素どうしの、秩序のある相互作用を前提にしてい

る。とすれば、話しあいの構造によってさしだされる、文と文のむすびつきの総体的な関係

性＝体系性を明らかにする必要がある。そのためには、奥田 2001 の記述のように、一々の

文と文の相互作用、むすびつきの意味的なタイプをとりだしていくことが、なによりもまず

必要である。そうしなければ、むすびつきの意味的なタイプどうしを比較することもできな

いのである。一般的にいって、体系化は、その客体にする一般化なしにはありえない。そう

いう意味で、「のだ」の文とたずね文の相互作用をさまざまなタイプにまとめあげている、

奥田 2001 の記述は、文と文のむすびつきの体系についての研究へと移行しなければならな

い25。 

おわりに、次のことについても注意しておかなければならない。それは、《話しあい》と

《話しあいの構造》の相互関係である。 

ふつう、《話しあい》は、話し手と聞き手の心理活動＝言語活動として捉えられる。しか

し、必ずしもそれだけではないだろう。話しあいは、do 文と dja 文が、相手の依頼を表現す

る文とか、相手への質問を表現するたずね文とむすびつくことによって成り立っている。つ

まり、《話しあい》は、言語的な存在である文によって成り立っているのである。こういう

わけで、文で成り立つ《話しあい》は、《話しあいの構造》でもある。言語的な存在でもあ

る文が、心理活動＝言語活動の断片を反映しているだけである。 

しかし、これらのことから、《話しあい》と《話しあいの構造》を完全に同じものだと見

てはいけない。それらは相対的に同一なのである。なぜなら、文と文がむすびつくことによ

って《話しあいの構造》が作られるとしても、その文を使用する話し手と聞き手の心理過程

には、実に多様な、個別的なものが進行していて、さまざまな《話しあい》があるからであ

る。《話しあいの構造》は、《話しあい》をポテンシャルな形で支えている。 

実際、話しあいの構造の中における「のだ」の文は、さまざまな《話しあい》の中では教

えるとか、忠告するとか、すすめるとかいった、さまざまな心理過程がうつしだされている

一方で、《話しあいの構造》の中で、《教える》という機能的な意味をポテンシャルな形で表

現しているだろう。このポテンシャルな、機能的な意味は、《話しあい》の中でも存在して

いて、さまざまに実現している心理過程を統一して、土台から支えている。とすれば、《話

しあいの構造》の中における文のさまざまな機能は、この一般的なむすびつきを内に含んで

しか存在しえず、一般的なものの存在を前提にしている。そこには文の機能の個別的なもの

と一般的なものとの統一がさしだされる。 

 話しあいの中での文は、このような、相対的に文法的なものではないところの、さまざま

な個別的な機能をともなってくる。このことから、言語学では、話しあい中の文をシェーマ

としての文とは異なる存在として「発話」を認めている。「発話」は、A)特定の場面におい

て、文、あるいは、その構成要素である単語など、何らかの言語手段を発声して使用するこ
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とば行為のこと、B）ことば行為によって作りだされて、検討されるところの、具体的な言

語作品、二つの意味で使用されている[リーチ 1983：pp.19-20、Падучева1985：pp.29-30]。 

方言研究は自然談話を中心に扱っている。自然談話の中にある文を分析するということ

は、発話を扱うことになる。モダリティという文の文法的な形が表す意味を対象にしている

場合は、自然談話の中にある文＝発話を B)の意味で使用することになる。つまり、本論文

では、発話は、特定の場面の中で、ことば行為によって作り出されて検討されるところの具

体的な言語作品＝文である、と捉える必要があるのである。 

 この意味で発話を捉えることは、文法的な形の意味を研究する上では必要不可欠なこと

である。Падучева1985 は、次のように述べている。 

 

ムードの意味の本質（すくなくとも、直説法と命令法の対立）も、文の illocutional な使命の

表現に帰する。 

 これらの論議は、以下の考え方に導く。すなわち、文の意味論は、たんに文の意味的な捉

え方だけでなく、ことば行為のコンテクストにおける文の意味＝プラグマチックな捉え方、

すなわち、発話の意味＝プラグマチックな捉え方も扱わなくてはならない。 

 発話の意味＝プラグマチックな捉え方（СППВ）においては、文の意義は、与えられた

illocutional なタイプのことば行為の中で文を使用する結果であるところの、内容とともにさ

しだされなくてはならない。[Падучева1985：pp.30-31] 

 

上の引用を要約すれば、Падучева1985 は、形態論的なカテゴリーであるムードの意味で

さえも、特定の場面の中で、ことば行為によって作り出されて検討されるところの具体的な

文の内容とともに捉えられていると述べているのである。このことは、ムードだけでなく、

文の文法的な形式のあらわす意味＝モダリティも、特定の場面の中で、ことば行為によって

作り出されて検討されるところの具体的な文の内容とともに明らかにしなければならない

ことを、根拠づける。したがって、本論文では、特定の場面の中で、ことば行為によって作

り出されて検討されるところの具体的な文の内容を、分析しながら、一般的な意味としての

モダリティを規定するという立場をとる。 

これまで述べてきたことから、自然談話の中にある文、および、その文と文のむすびつき

によって成り立つ《話しあいの構造》は、言語学として扱う必要があると言える。そのむす

びつきが心理活動＝言語活動の側面として、心理学＝心理言語学的に分析されるだけでな

く、言語学の仕事としても引き受けることができるし、言語的に記述することは必要なので

ある26。さまざまな心理過程をともなう《話しあい》を正面から扱うことはできないが、そ

れらの心理過程をともないながら、一般的に存在する《話しあいの構造》は扱う必要がある

のである。 
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第１１節 文と文の相互作用を支える文の構成要素としての単語 

一方で、話しあいの構造は、文と文の相互作用によって作られているのだから、その文を

組み立てている単語の形態論的な形、単語の性格などの影響も受けているだろう。話しあい

の構造は、話し手と聞き手の文を組み立てている単語の性格にもとづいても、記述しなけれ

ばならない。 

 たとえば、文を組み立てている単語の形態論的な形については、do 文の B)では、意志動

詞が「muti  ʃi  ujaɴ(持って来て差し上げる)」という分析的な形式で《やりもらい動詞》を

表現していて、聞き手に利益を与えることを明示していることに表れている。また、do 文

の B)と dja 文の E）では、《とりたての形》によって、異なる断り方になっていることもあ

げられる。二つを比べると、聞き手が話し手に何らかの形で依頼し、話し手がそれを断ると

いう話しあいの構造を、共通してみてとることができる。しかし、はじめの例では、謝絶で

あって、部分的な(あるいは、条件的な)断りを伝えている。聞き手に対して譲歩している。

あとの例では、自分がその活動を実行する人ではないということを前提にした辞退であっ

て、聞き手の依頼を実行する可能性を閉ざして、ただ断っていることを伝えている。 

 単語の性格については、「売る」という単語の中にある聞き手の参加という意味的なコン

ポーネントや、「聞く」という単語が持っているような、働きかけを前提にするというコン

ポーネント、「待つ」という単語の受動性といった、単語の語彙的な意味の内部構造にある、

さまざまな前提的なコンポーネントも重要である。「すまない」「すまさない」という単語の

持っている《良い・悪い》といった感情＝評価的な態度、文体的なニュアンスも、記述には

重要である。 

《良い・悪い》といった感情＝評価的な態度は、主に形容詞や名詞が述語になっている場

合に確められる。これらの系列の単語には、《資格づけ的な評価》や《価値づけ的な評価》

を前提やふくみとして持っているものもある。重要なことは、これらの系列に属する単語が

このような感情＝評価的な態度を表すことによって、聞き手に何らかの行動を要求する場

合があるということである。たとえば、dja 文の D)では、二人称=聞き手を評価的な判断に

よって、「uja(親)」と特徴づけている。「uja(親)」であることの特徴づけが、評価的な判断(資

格づけ的な評価)をもとになされていて、「親」としての振舞いをする《資格》のあることが

前提にされて聞き手に述べられているのである27。そのことを前提にして、あるいは、理由・

根拠にして、dja 文の後に続く文で、話し手自身の《依頼》を伝えている。話し手は、《依頼》

することの正当さを述べているのである。 

他にも、do 文の C)では、疑問詞「nuguʃi (どうやって)」があげられる。この疑問詞は、《方

法》が不明であり、その内容について知りたいという話し手の態度が前提として自らの内容

に持っている。《方法》は、常に、何らかの活動と関わっていて、その問題を解決するにあ

たって必要である。人間活動は常に何かしらの道具、方法で行うわけであるから、そのこと

を知るということは、常に人間の利害に関係している。 

 このような、単語のさまざまな性格は、文法論だけではなく、語彙論からも特徴づけられ



 

87 

 

ている。それは、単語というものが、語彙的なものと文法的なものとの統一物であるという、

きわめて常識的なことからも、必然である。したがって、はなしの文は、文法論的な事実だ

けでなく、語彙論的な事実も押さえておかなければ、理解することはできないし、分析する

こともできないのである。宮島達夫などの語彙論研究から、多くのことを学ばなければなら

ない。 

また、語彙論的な事実をおさえておくことの重要性は、方法論だけでなく、実践的にも必

要である。方言におけるモダリティは、自然談話を中心に調査される。その自然談話の中の

はなしの文、および、その諸形式は、その言語にしたがって理解し、分析しなければならな

い。このことは、言語が社会的な存在であれば、当然のことである。一々の単語は、ある共

同体に特有の社会性も反映しているのである。そうであれば、その言語の社会性、知識を映

し出す語彙的な側面からも、はなしの文を説明していくことが必要なのである。 

さらに、語彙論は、実践的には、辞書論にもつながっていくわけであるから、その言語の

百科事典的な側面を扱う場合もある28。そこでは、島々の文化、知識が扱われていて、はな

しの文を理解するにあたっての単語の社会性が記述されていなければならない。その単語

が「植物」を表現している名詞の場合、その単語が辞書に登録されるほどに、あるいは、人々

の生活の中に意識されるほどに必要であるとすれば、人間活動に関わってくるのは当然で

ある。そのような単語は、話し手、聞き手の欲求や動機、利害、感情に関わってくるだろう

29。このような単語の社会性、知識については、長田須磨 1977、1980、仲間恵子 2002、かり

またしげひさ 2014、2015 などにあげられている。社会の知識を教えてくれる文献、辞典が

なければ、地域の方々や、教育委員会で自然や民俗についての調査をしている方々とも協力

しなければならない。 

語彙論的な、あるいは、辞書論的な事実からも、はなしの文をより具体的に、客観的に分

析することも求められる。そこには、どのような単語(固有名詞、一般名詞、代名詞 etc)を使

って組み立てているのか、選ばれた単語の性格はどうなっているのか(「おもて」の意味、

感情＝評価的な態度、表現性などの、単語の《前提》)といったことを、さまざまな言語的

な事実として、確認しておくことが必要になる30。また、その事実を取り出す理論的な研究

も、必要になってくる。そのような研究によって、はなしの文のモダリティを条件づける対

象的な内容をより豊かに、より言語的にとりだすことができるだろう。 

 他にも、文法論的な観点からは、陳述副詞、接続詞、感動詞、文のアクチュアルな分割（と

りたて、ひっくりかえし構文 etc）、段落の構造と文の関係の研究などの、さまざまな研究対

象がある。それらの研究とモダリティの関係は、いまだ十分に明らかにされていないが、そ

れらがモーダルな意味に従属している陳述的な意味であることは、間違いないだろう。 

 

総括 

 さて、本論文では、奥田 1959、1963・1964、1988b、1996b、2001 と佐藤 1999a で述べら

れていることを引き継いで、さまざまな言語現象、言語体系を扱いながら、モダリティと話
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しあいの構造のむすびつきを記述しなければならないことをまとめてきた。特に、奥田 2001

で述べられているように、話しあいの中での文を扱わなければ、言語的な意味の基本的な特

徴を見逃してしまうことをおさえ、話しあいの構造の中の文、そこに現れる終助辞、文と文

の相互作用を記述した。 

 1 節から 11 節までのことをまとめると、文のモダリティ形式を言語学的に記述するあた

って必要な分析・記述的な作業は、次の 6 つである。本論文は、この 6 つを前提にして、あ

るかぎりのデータ・資料のなかにある、与那国方言のモダリティ形式を記述している。 

 

１）文の通達的なタイプに位置づけた分析を行うこと 

２）モーダルな意味と対象的な内容のタイプとの絡み合いを記述すること 

３）《はなしあいの構造》の中における文の形式を機能と内容との関係で記述すること 

４）話しあいの構造の中における文と文の相互作用のタイプを記述すること 

５）文と文の相互作用のタイプの体系性を明らかにすること 

６）文を組みたてている単語の性格などの語彙論的な事実をもとに記述すること 

 

モダリティを研究することは文を研究することであって、言語活動に関わっている。とす

れば、方言を新しく学びとって、話したり、聞いたりしたい人々、または、標準語のはなし・

ききの能力、よみ・かきの能力を高めようとする教師にとって、文の研究は実践的に重要な

意義を持っている。そのため、モダリティをどのように記述して、その成果が活かせるのか、

考え続けなければならない。 

2 章から 5 章では、文の通達的なタイプに属するところの、与那国方言の一々のモダリテ

ィ形式をもつ文について、上で総括した 6 つの作業をもとにして記述した具体的な内容を、

見ていくことにする。

 
1 陳述性 predicativity は、話し手が《私》の立場からとりむすんで反映させるところの、現

実世界の出来事と文の対象的な内容との関係のことを指している。奥田 1997：p.210 を参照。 

2 かまえは、もともとは心理学の用語である。しかし、Падучева1996 のように言語学の規定

の中に用いられてもいる。心理学では、かまえは、すでにある知覚によって規定された一定

の様式で、新しい対象を知覚しようとする主体の特有の状態のことを指している[スミルノ

ルフ編著 1962』：p.171]。 

3 文とモダリティについての規定は、とくに、奥田 1984a、1985b、1988b、1996b によって

いる。 

4 ここでいう《動作》、《活動》、《変化》、《現象》、《状態》、《特性》、《関係》、《質》について

は、現実の動作、活動、態度を指しているのではなく、言語的な意味＝カテゴリーである。

これらの用語については、奥田 1988a、1988b、1992b を参考にしている。 

5 認識的なモダリティと意志表示的なモダリティを上位概念に置き、記述するのがよいとい
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う考え方もある。このことについては、さらに議論の余地があって、モダリティ研究の課題

の 1 つである。 

6 宮崎他 2002：pp.18-30 を参照。日本語記述文法研究会 2003 では、終助辞のつかない勧誘

形(文)との比較はしていないが、つぎのように述べている。「「よ」が付加された勧誘文と比

べると、話し手はその勧誘を聞き手が断るとは思っておらず、決めつけているニュアンスが

強くなる」と述べている[日本語記述文法研究会 2003：p.249]。しかし、そこの記述を除い

て、「ぜ」の記述は、「ぞ」との対比の中でしか行っておらず、なぜ、「よ」と比べると、「決

めつけているニュアンス」が出て来るのか証明していない。少なくとも、「よ」の記述で、

「よ」のくっつかない勧誘形を述語にもつ文とくっつく場合の勧誘形を述語にもつ文を、比

較し、特徴を抜き出していなければならないが、その記述もない。 

7 このことについては、佐藤 1999b を参照のこと。 

8 希求文から依頼文、叙述文への移行については、奥田 1986a、工藤浩 1989：pp.246-248、

工藤浩 2005：pp.270-276 を参照。奥田 2002 でも、疑問文の平叙文と命令文（命令、すすめ、

忠告、禁止）への移行、命令文の平叙文への移行などが述べられている。 

9 かりまた 2011、2012 を参照。 

10 Лурия1979 によれば、意味 значение とは「歴史の過程で形づくられた語の背後にある結

合の体系」である[Лурия1979：天野清翻訳 1982：pp.59-62]。意義 смысл とは、意味の「客

観的な結合体系から取り出された語の個人的な意義」である[Лурия1979：天野清翻訳 1982：

pp.59-62]。 

11  ここで注意しなければならないのは、文学作品の「地の文」と個人の「はなしの文」の

「うらの意味」は、異なった形で扱わなければならないことである。「地の文」の場合は、

作家個人の意識を離れて、社会を映し出す作品の主題と理想の知識や形象の体系に結び付

けられているからである。 

12 言語と言語活動、それぞれについての奥田の考え方は、他にも奥田 1963・1964 がある。 

13 本論文では、Падучева1996 の考え方を参考にして、プラグマチカルな意味を次のように

規定しておく。プラグマチカルな意味とは、話し手と聞き手のいる場面の中で言語手段（単

語、文）を話し手が使用することによって生まれてくる、話し手のかまえ＝態度的な意味で

ある。プラグマチカルな意味は、聞き手のいる場面で使用される言語手段の《実現される機

能》や《結果的な機能》に応じてあらわれてくる意味である。プラグマチカルな意味は、固

定化の度合いにおうじて、言語的な意味として存在したり、非言語的な意味として存在した

りする意味である。 

 また、言語学が社会＝一般的な言語的意味を研究するとすれば、この場合の話し手は、一

般化された主体性としての《話し手＝私》である。したがって、うらの意味、意義の中にあ

る個人的な側面は、一般化された、社会の主体として捉える必要がある。 

14 このことは、単語の品詞分類を例にしてみれば、明らかである。「釣りに行く」の「釣り

に」と、「魚を釣る」の「釣る」の意味と機能、形式の関係などがそうである。 
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15 他にも、「よ」を例にして、次のように述べている。「分析の際も,「よ」の使用条件を記

述し,「「よ」の意味をこのように一般化すると,これこれの現象が説明できる」という,現象

の説明のための理屈を考えることが中心になる」[井上 2006：p.141]。 

16 この観点のうちの、1）と 3）、4）は、井上 2017 でも引き続き強調されて、平叙文専門の

終助詞の体系性を明らかにするための観点として、活かされている。 

17 このことを認めるのであれば、文法論者は、そのことを念頭においた上で、文法手段の選

択についても考えなければならない。ある文法手段によって表現される、同じ指し示しが、

どのような意義づけを受けているのか、それらの表現手段にある、どの機能的な属性が利用

されているのか、つまり、ある文法形式がどのような機能をもっているかということを考え

る必要があるのである。 

18 奥田 1992b では、ものがたり文の機能は、「ものがたり文（平叙文）は、《私》が現実の世

界の、レアルな出来事を確認して、つたえる、という役目をもたされている。[奥田 1992b：

p.74]」とも規定されている。一方で、まちのぞみ文の機能を、どう規定するかは今後の課題

であるだろう。「ふつう、文は、はなし手が現実の世界の出来事を確認し、それをあい手に

つたえるという使命をもたされている。あるいは、はなし手がのぞましい動作の実行をあい

手にもとめる、はなし手が自分自身の欲望や期待をあい手につたえる、というような使命を

もたされている。[奥田 1996b：p.295]」と述べられてはいる。 

19 《機能》とは、ある客体が、構成要素として体系に入り込み、体系が存在することをうな

がす、その客体のふるまいのし方である。以下にまとめるように、さまざまな機能について

Бондарко1987 が述べている[Бондарко1987：pp.17-23]。Бондарко1987 によれば、《潜在的な

機能》は、《ポテンシャルな機能》とも呼ばれている。《潜在的な機能》は、言語体系の中の

言語単位にそなわっている、一定の使命を果たす能力である。《結果的な機能》を条件づけ

る原因として存在する。つまり、機能づける能力をもっているものなのである。 

 《結果的な機能》は、言語活動の中で実現された目的のための使命である。《結果的な機

能》は、《潜在的な機能》に条件づけられたものである。これは、いくつかの手段があわさ

って遂行される、いくつかの機能の中の部分であり、それらの相互作用の結果生まれてきた

機能である。そのため、《潜在的な機能》、あるいは、その複合が形づくるところの《機能づ

けのポテンシャル》のうちの一つとして実現されたものが、《結果的な機能》である。それ

は、語彙＝文法的な相互作用の結果や、コンテクスト・言語活動の状況によって条件づけら

れる補足的な要素によって豊かにされたものとして現れる。 

 Бондарко1987 によれば、この二つの機能は転化する場合もあり、その移行過程の中にあ

る機能もあると述べられている。その機能は、《実現される機能》と呼ばれている。《実現さ

れる機能》は、潜在的な機能から結果的な機能への移行の過程の中にある要素の潜在的な機

能と結果的な機能をもっている。たしかに、ものがたり文の《伝える》という機能は、たず

ね文の《たずね》という機能との相互作用の中で、《答える》に移行する。さらに、《答える》

は、あいかわらず、潜在的な機能としての《伝える》をもちながら、《提案》、《警告》、《脅
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し》など、さまざまな結果的な機能も持っている。ほかにも、本論文において与那国方言の

例の場合で述べている、《はたらきかける―断る》の《断る》も、実現される機能であると

見ている。なぜなら、《断る》は、断りとして働く文が do 文か dja 文のいずれかの形式で存

在しているかによって、結果として譲歩として働いたり、拒否として働いたりするからであ

る。 

なお、機能的なアプローチから研究する場合、潜在的な機能から結果的な機能への移行を、

言語から言語活動への移行として捉え、その移行の際しての機能のアクチュアリゼーショ

ンを研究している。その際、潜在的な機能と結果的な機能の移行過程、ふたつの機能の側面

をもっている《実現される機能》は重要な特徴をもっている。 

20 とすれば、さまざまな《ことば行為》とことば行為によって伝えられるところの、さまざ

まな иллокутивные な機能を理解するためにも、文のモダリティーによって認識することの

できる、さまざまな《ことば行為》をまず調べ上げる必要がある。つまり、あるモダリティ

形式をもつ文が、具体的な場面で、どのような иллокутивные な機能を帯びてくるのか、ま

たは、なぜ、ある иллокутивные な機能をその文が遂行できるのか、文の文法的な意味・機

能をもとに説明するのである。その上で、《ことば行為》と иллокутивные な機能(すなわち、

иллокутивные なポテンシャル、文法的な機能)の一般的なものを取り出し、それらによって

組みたてられている、一般的な《話しあい》を抜き出す必要がある。 

特に、法則的なものへと発展している、固定化の傾向をもっている《ことば行為》と《話

しあい》をまず研究することが必要である。それは、実践的にも、理論的にも必要なのであ

る。 

実際、固定化の傾向をもっていなかったり、より複雑であったりする《ことば行為》と《話

しあい》は、あとに回さなければならない。それは、ある共同体＝社会で言語を使用して、

活動している者すべてが、その《ことば行為》と《話しあい》を理解できるわけではないか

らである。たとえば、皮肉などのような、高度で、複雑な思考過程を含んだ言語活動を、子

供が理解できるだろうか。私たちは、言語を使用する活動の法則を完全に明らかにすること

を、教育上の目的の一つにしているが（実際の《社会生活》の中での《はなし・きき》のた

めにも、《読み方・綴り方教育》のためにも）、さまざまな《ことば行為》と《話しあい》、

および、それらの法則は、子供にとってまず中心的なもの、必要なものから提出しなければ

ならない。 

21 このことは、奥田 1976 にさしだされている連語の事実にしたがっている。 

22  文の対象的な内容のタイプ、文と文のむすびつきのちがいによって、文がさまざまな機

能をもつことについては、ほかにも、奥田 1990 が、「のだ」の文が《説明》として働く場合

と《強調》として働く場合を記述していることや[奥田 1990：pp.190-192]、佐藤 1997 が、名

詞述語文が《本質的な特徴づけ》として働く場合と《同一認定》として働く場合を記述して

いることの中にも見られる[佐藤 1997：p.164、pp.176-178、pp.208-210]。 

23 このことから、それらの機能が《話しあいの構造》の中でどのような形で条件づけられて
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いるか、文を通して調べる必要があることが示される。そのことによって、話しあいの構造

の中における文の機能を余すところなく捉えつくすことができる。さらに、文のさまざまな

機能は、《ことば行為》との関係の中でとらえなければならない。そして、さまざまな《こ

とば行為》は、無関係に存在しているわけではなく、相互に対立しながら、むすびついても

いて、体系的なものである。また、ある一つの《ことば行為》がさまざまな言語手段によっ

て表現されるとすれば、《ことば行為》は、言語的な意味とも相互に作用していて、社会＝

歴史的なものでもある。 

 文は、それらのさまざまな機能をもちながら、さまざまな《はなしあいの構造》に奉仕し

ていて、それぞれの文に特有の他の文とのむすびつきをもっている。それぞれの文は、他の

文との個別のむすびつきをもっていて、自らの特性―文の意味的な内容、機能的な特徴、構

造的な特徴―を明るみに出す。そのため、それぞれの文のもつ他の文とのむすびつきのタイ

プの個別のものと、一般的なもの、特殊なものをとりだしていく必要がある。 

1）《ことば行為》が社会＝歴史的なものであること、2）その《ことば行為》の体系性、3）

《ことば行為》を実現させる言語手段との関係と法則、4）話しあいの構造の中にある文と

文のむすびつきの体系性、5）話しあいの構造の中に実現している、《ことば行為》によって

組み立てられている様々な《話しあい》を明らかにしていないため、文のさまざまな機能を

正確にとらえきれていないが、その作業のためにも、上にのべたことを頭におきながら、一

つ一つのモダリティ形式を記述していく。 

24  しかし、話しあいの中における文と文の相互作用のタイプを扱っていることは、間違い

ないだろう。そのことは、「以上で、たずねる文にこたえる、「のだ」をともなう文のはたら

きについて、たずねる文はなにをたずねているのか、こたえる文はなにをおしえているのか、

という観点から、おおざっぱに整理して、いくつかのタイプにまとめてみた」[奥田 2001：

p.271]という、奥田 2001 の記述に表れている。 

25 このレベルの研究を行っているのは、管見の限り、佐藤 1997、佐藤 2001a、佐藤 2001b の

研究であると思われる。 

26 また、教育や実践にとって、言語の法則を学ぶことだけがすべてではなく、それを使って

言語活動＝話しあいを行うことができるために、言語作品の中に描かれている、結果として

存在している人間の活動＝言語活動を理解することができるためにも、《話しあいの構造》

を記述しておくことは必要である。 

27 奥田 1959 では、「単語の選択」に二つのレベルがあることを述べている。ある一つの対

象を「き」「えだ」「つえ」などの単語から意義づけ、使用する場合は、言語活動の個人＝心

理的な側面であると述べている。一方で、「め」「ひとみ」「まなこ」などのように単語のシ

ノニムの系列における違いは、文体論的なニュアンスであって、客観的な言語の領域に属し

ている。しかし、このシノニムの系列の単語を選んで、概念「眼」を表現するかということ

は、言語活動の個人＝心理的な側面をなしていると述べられている。 

とすれば、このような単語の意義づけは、言語活動の個人＝心理的な側面であるか検討が
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必要である。この用例の場合、島の「町長、長」であるところを「uja(親)」と表現するのは、

言語活動の個人＝心理的な側面であると考えることができる。しかし、「uja(親)」が面倒を

見るということが、もはや、社会的な知識であるとすれば、「uja(親)」という単語に関する

このような意義づけは、客観的なものではないかという検討など。つまり、個人的なものか

ら社会的なものへの移行、移行していると判断するにあたっての基準などを検討する必要

があるのである。 

28 このことは、Бондарко1987 も言っていて、普遍的なものであり、分析の一要素をなして

いる[Бондарко1987：p.25]。 

29 単語、単語の組み合わせ、句、文、そして、それらの文法形式のもつ感情＝評価的な側面

はどのような具体的な内容を一般化したものなのか、確かめる必要がある。一般的に、人間

の情動・感情は社会＝歴史的な条件に依存している。そうであるとすれば、ある言語を用い

る共同体の社会＝歴史的な条件について明らかにする他の科学分野とのつながりも重要で

あるだろう。単語、単語の組み合わせ、句、文、そして、それらの文法形式の一般的なもの

と個別的なものとをおさえておくためにという意味で。 

30 このことは、次のような問題の解決を求めている。それは、単語のもつ語彙的な意味の体

系を明らかにするという問題である。文の材料である単語は、語彙的な意味を持っている。

この語彙的な意味には、《まとめあげる意味特徴・区別する意味特徴》や《自由な意味・連

語の構造にしばられた意味・機能にしばられた意味・形態的にしばられた意味・慣用句にし

ばられた意味》が、構成要素としてある。しかし、単語の語彙的な意味を構成しているさま

ざまな言語要素のもつ意味的なコンポーネントについては、他にも 1）《対象的な意味・感

情的な意味》、2）《文体的なニュアンス》、3）《前提 presupposition》（semantic presupposition

と pragmatic presupposition）と《ふくみ implication》（あるいは implicature）の区別に関する

ものなども考慮に入れなければならない。そして、これらの語彙的な意味を構成する要素が、

どのような上位・下位体系をなしているのか、あるいは、どのように対立して、統一してい

るのかという有機的な関係を考慮していかなければならない。 
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第２章 ものがたり文 

 

 ものがたり文は、現実世界の出来事・特徴をありのままにうつしとって伝える、という文

法的な機能をもっている文である。ものがたり文は、《確認》というモーダルな意味をもっ

ている。《確認》は、現実世界の出来事・特徴を事実としてみとめて、文の対象的な内容に

とりこむ、話し手の積極的な態度（かまえ）である。 

 ものがたり文によって反映し、通達される、現実のものごとにたいする人間の認識は、感

性的な反映からはじまる。感性的な反映は、客観的に存在するものごとが人間にもたらす刺

激への反応から、ものごとのひとつの特徴をとらえる感覚、いくつかの特徴をひとまとまり

にとらえる知覚、一度とらえた感覚、知覚を頭の中に心像として保持して反映する記憶・経

験がある。そして、人間は、それらの感性的な反映を土台にして、判断、想像、理解などと

いった思考を行っていく。人間の認識は、感性的な反映と思考が相互に対立しながら、統一

することでなりたっている。さらに、認識は、情動・感情、評価、態度、才能・性格、意志

といった、他の心理過程や心理形態とむすびついて、人間にとって特有であり、最高である、

客観的世界の心理的反映としての意識を、成り立たせている。 

人間は、意識によって現実のものごとをとらえて、生活の中でうまれてくる動機・目的に

おうじて現実をつくりかえていく。だが、現実をつくりかえる前に、ものごとの本質的な特

徴、法則を認識して、その特徴・法則にしたがいながら、動機・目的を実現するために必要

なものごとを、頭の中にこしらえていく。現実は、主体である人間によって勝手気ままにつ

くりかえることはできないのである。この一連の心理活動のなかで、さまざまな心理過程や

心理活動が実現している。 

人間は、あるものごとの本質的な特徴と法則を認識するために、悟性と理性に支えられな

がら、感性的な反映でとらえた現実のものごとを、それと似たようなものごとと比べながら、

共通する特徴や異なる特徴など、さまざまな特徴を分析して抽象し、それらを総合して、そ

れぞれのものごとの本質、法則を一般化し、体系化する。そして、それらの認識をもとに、

論理的に、歴史的に具体化して、現実のものごとをありのままに、完全な形で捉えていく。

つまり、人間は、あるものについて思考するのである。さらに、感性的認識と思考によって

取り出した、そのものごと自体と、その特徴と本質、法則をもとに、現実のものごとが現実

のつくりかえのために良いものであるか、ふさわしいものであるのか評価して、必要なもの

ごとを選んだり、作り出したりして、目指すべきものとして頭の中にこしらえていく。そこ

には、様々な心理過程が進行しているのである。 

必要なものごとを頭の中にこしらえていく、この一連の心理過程・心理活動で決定的な役

わりを果たすのは、想像である。想像によって、動機・目的を実現させるために必要な、人

間にとって新しいものごとを作り出することができるのである。そして、人間は、その新し

いものごとを現実のものにしようとめざして意識的に実践していく。 
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また、現実のつくりかえは、ひとりでは成り立たず、別の人間に助けられて成り立つ。そ

のため、人間は、別の人間の力を借りるために、現実をつくりかえる上で必要なものごとを

互いが共通して理解できる形で、別の人間に伝える。現実のものごとを見たり、感じたり、

本で読んだりして、それらを知覚したこととして、記憶・経験、知識(理論、客観的真理、

理念)として、あるいは、想像・思考したこととして、伝え聞いたこととして、文の内容に

とりこんで、伝えるのである。このような交通活動によって、人間は、別の人間にはたらき

かけ、現実をつくりかえていく。 

《確認》というモーダルな意味をもつものがたり文は、上にまとめてあるような、人間の

さまざまな認識を《話し手の確認（認識）のし方》の違いとして表現して、反映し、通達し

ている。ものがたり文のモダリティの一般的なものとしては次のようなものがあげられる。 

 

1. 断定(事実確認)、推量(間接確認)  

2. エヴィデンシャリティ(証拠性)  

3. 判断 

4. 評価 

5. 現実性・可能性・必然性 

 

 与那国方言のものがたり文の下位体系は、上にあげたような、断定と推量、エヴィデンシ

ャリティ、判断、評価、現実・可能・必然といった、一般的なモダリティを表現する形式に

よって構成されている。そして、そのモダリティ形式は、一般的なモダリティを表現しなが

ら、与那国方言に独特なモダリティも表現している。たとえ、一般言語学や類型論から見て、

モダリティにかかわる普遍的な、一般的なものを扱っていても、言語の本質のモメントとし

て社会＝歴史的な存在であることから逃れられず、その普遍的なものと一般的なものは、社

会＝歴史的に存在する個別なもののうちに現象する。言語的な意味は、社会＝歴史的に存在

する個人としての、社会としての主体である人間によって現実世界のものごとが切りとら

れて表現されているのである。本章では、このことも具体的に記述していく。 

1 節では《断定》と《推量》をあらわすモダリティ形式について記述する。2 節では《エ

ヴィデンシャリティ》のモダリティ形式について記述する。3 節では《判断》のモダリティ

形式について記述する。4 節では《評価》のモダリティ形式について記述する。5 節では《現

実・可能・必然》をあらわす文のうち可能と必然のモダリティ形式を取り上げて、記述する。 

 

1 節 断定と推量 

2 節 エヴィデンシャリティ 

3 節 判断  

4 節 評価 

5 節 現実・可能・必然
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第１節 断定と推量   

 《確認》は、現実世界の出来事・特徴を事実として文の対象的な内容にとりこむ、話し手

の積極的な態度（かまえ）である。さらに、《確認》というモーダルな意味をもつものがた

り文は、現実世界の出来事・特徴を直接確認しているのか、間接確認しているのかにしたが

って、異なるモダリティを表現する。事実確認していることについて表現する文は、断定の

文である。間接確認していることについて表現する文は、推量の文である。第 1 節では、第

1 項で断定の文について記述し、第 2 項では推量の文について記述する。 

 

第１項 〈断定〉  

断定の文は、知覚したり、記憶・経験したり、知識として得たりした現実世界の出来事を、

文の対象的な内容にとりこんで伝える文である。断定の文は、発話時において話し手がすで

に知っている出来事・特徴を、表現しているのである。断定の文は、基本的に、レアルであ

り、時間的限定性のある出来事を対象的な内容にしている1。断定の文は、このような対象

的な内容に条件づけられて、〈事実確認(断定)〉というモダリティを表現している。断定の文

を表現する形式は、基本的に「kiruɴ する相当形式」系の〈継続・現在〉〈継続・過去〉〈完

成・過去〉をあらわす形式である2。 

 はじめにあげる用例は、話し手の目の前にある、レアルであり、時間的限定性のある出来

事を知覚し、事実としてとりこんで伝えている文である。このとき、三人称＝人の意志的な

動作を「ki  buɴ している相当形式」系を述語にもつ文が表現している。 

 

55) [家に帰ったら、孫がダンボール箱のガムテープをはがしているのを見て] 

maguga    saːkattiɴni  haŋu   agidu  buru. 

孫が   勝手に   箱を あけて いる。【B】 

 

56) [学校に早く連れて行かなければならないので姉を呼ぶように言われて、行くと] 

atʼi      nai  ɸukudu  tʒiː   buru.   butaɴ    kagiruɴdi  iʃi  burudoː. 

お姉ちゃん 今 服を   着て いる。  ボタンを とめて  いるよ。【B】 

[2014年 11月 29日うちはら] 

 つぎにあげる用例は、記憶や経験の中の、レアルな、時間的限定性のある出来事を事実と

してとりこんで伝えている文である。このとき、三人称や一人称の人の意志的な動作や活動

を「kitaɴ した相当形式」、「ki  butaɴ していた相当形式」を述語にもつ文が表現している。 

 

57) A：asaja      ɴnu    nuː   kitakaja. 

おじいさんは きのう 何を  したかねえ。 
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B：ɴnu    asaja      guɴnanu   naidu  bitaru. 

きのう おじいさんは 長命草の  苗を 植えた。【B】 

 

つぎにあげる用例は、目撃したり、体験したりした、レアルであり、時間的限定性のある

出来事を事実としてとりこんで伝えている文である。このときも、三人称の人の意志的な動

作や活動を kitaɴ や ki  butaɴ を述語にもつ文が表現している。 

 

58) ɴnu    hadimiti   damaʧibu      sabataru.  umuitu      ataranuɴki ,   

きのう はじめて キノボリトカゲを 触った。 思ってたものと  違って、 

kaː    kai  kidu  butaru. 

皮が    硬かった。【B】 

 

59) A：anuja  ʤikkiro  aiti    suŋa ,   ʤiro   aiti   minuɴsai. 

私は   10 キロ  歩いて きたが、次郎は 歩いて いないよ。 

[歩いていたのを見ていたので] 

B：aranuɴdoː.  ʤiroja   aiti    butaɴdoː. 

ちがうよ。 次郎は 歩いて いたよ。【B】 

[2014 年 10 月 18 日まえふさと] 

 述語形容詞によってさしだされる物の特性を知覚体験したこととして伝える場合、形容

詞を過去形に変えてさしだす。 

 

60) dunu   nutʼi   bagaraɴki,   tʒiŋuː çinaɴdaɴtagara   uː  tuiɴdi      ɴdijo, 

自分の 命  分からないで、すぐ   避難所から  それ 取りにって 言ってね、 

ɴniɴki  joku   tui    ʃitʼi, unu  koɴbujo    tottemo   mataɴdja. 

船へ  よく 取って  来て、その  コンブね  とっても  おいしかったんだぞ。【A】 

 

61) A：kanu  kareːja    karatanaː. 

       あの カレーは 辛かった？ 

B：karataɴdoː. 

   辛かったよ。【B】 

 

62) ɴnu    hadimiti    damaʧibu      sabataru.  umuitu           ataranuɴki ,   

きのう はじめて  キノボリトカゲを 触った。 思ってたものと   違って、 

kaː    kai  kidu  butaru. 

皮が   硬かった。【B】 
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 述語名詞によってさしだされる人やものごとの本質・特性を想起したり、知覚体験したこ

ととして伝える場合、名詞を過去形に変えてさしだす。 

 

63) ɴkʼaʧija  damaɴki   timnunu   saiɴdi   juku  çi    butaɴdoː. 

昔は  山に   薪を   切りに  よく 行って いたよ。 

uja    agamiɴtanu  ʃikamadu  attaru. 

それは 子供の    仕事だった。【B】 

[2014 年 12 月 16 日うちはら] 

64) noːgjoːniɴŋadu  itʒibaɴdu  ataru  unu   basuja. 

農業人が     一番だった    その 時は。【A】 

 

 述語名詞によってさしだされる人の出来事を知覚体験したこととして伝える場合、名詞

を過去形に変えてさしだす。 

 

65) iːtʒiɴ  maˑ iː   maga  duguruniju  muɴdudu  ataruɴdjaː. 

いつも    ご飯 賄う  所でね   喧嘩だったんだぞ。【A】 

 

 次にあげる用例は、話し手が本などを読んだりして得た知識として、レアルであり、時間

的限定性のある現実世界の出来事をとりこんで伝えている用例である。 

 

66) odanobunagaja  hoɴnoːʤini  ɴnitaɴ. 

織田信長は   本能寺で  死んだ。【B】 

  

67) [電子辞書で坂本龍馬について知ったことを孫に教えるとき] 

rjoːmaja  kjoːtoni  ɴnitarudoː. 

龍馬は 京都で  死んだよ。【B】 

 

 記憶・経験や知識としてとりこまれる出来事が、反復的に、習慣的に、法則的に起こって

くる出来事である場合も、kiruɴ 系や ki  buɴ 系を述語にもつ文で表現される。法則的に起

こってくる出来事であるという点で、ポテンシャルな出来事、時間的限定性のない出来事を

とりこんでいる。 

 

68) aŋa   ibisarutʼaja,  namabusanu   hana  juku  pʼui    butaɴdoː. 

私が 小さいときは、ナマブサの  花  よく 吸って  いたよ。[反復]【B】 

[2014 年 12 月 8 日うちはら] 
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69)  

ɴkʼaʧinu  tʼuja  buːru    kinai  kinaikaːdi   ɸurujani   waː   kanai   butaɴ.   

昔の  人は  みんな  家庭  家庭ごとに 便所に   豚を  飼って いた。[習慣]【B】 

[2014 年 12 月 12 日うちはら] 

70) aŋa   ibisarutʼaja,   taiwaɴjeɴ  kʼai   butaɴ. 

私が 小さいときは、 台湾円を 使って いた。[習慣]【B】 

[2014 年 11 月 25 日うちはら] 

71) kuruma  itʒiɴgara   daɴdiruɴdoː.  

車   いつかは 壊れるよ。[法則] 【B】 

[2014 年 12 月 10 日うちはら] 

72) tʼuja  ittʒarubaɴja  ɴniruɴ. 

人は いつかは  死ぬ。[法則] 【B】 

 

 断定の文が、ポテンシャルな、時間的限定性のある出来事を対象的な内容にしていて、

「kiruɴ」の〈完成・未来〉の形式によって表現される場合もある。この場合は、すでに知っ

ている、話し手や三人称の予定・計画的な動作・活動、あるいは、話し手の意志的な動作・

活動を事実として伝えている場合である。しかし、その予定・計画や意志にしたがって話し

手が何らかの行動をすでに実行している場合では、その事実として伝えられる動作・活動は、

客観的に存在しているので、レアルでもある。 

 

◆予定・計画 

73) A：kanu  kija   tʼsanuɴki    ɴsanaː. 

あの 木は 切らなくて いいのか？ 

B：kanu  kija   diruŋa   tʼsuɴ. 

あの  木は  次郎が 切る。【B】 

 

74) sunatʼija     atta    matsurini   ɴnuɴ   utuɴ. 

お兄さんは あした  祭りで  太鼓を 叩く。【B】 

 

75) A：attaja    nuː    ɸuŋa. 

あしたは 何を 食べるの？ 

B：attaja     subadu  ɸuɴ. 

あしたは そばを 食べる。【B】 

 

 

76) [友だちの夫が、酒を飲むといって楽しそうにしている時に、誰と飲むのか気になって] 
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A：ɴdaja    tatuba  saŋi   numuŋa. 

あなたは  誰と  酒を 飲むの？ 

B：ɴda     bututu  saŋi  numuɴ. 

あなたの 夫と  酒を 飲む。【B】 

 

77) A：atta     tʼumutija  nuː   ki   buŋa. 

あしたの  朝は   何を して いるの？ 

B：atta     tʼumutija  anuja  ijatu  maduɴ   duː   uiga  tamini   

あしたの 朝は   私は  父と 一緒に 体を 動かす ために 

hamadu  aiti    buru.  unu  atuja  niɴdidu  buru.  tʼsuma atunidu  ʃi    turai. 

浜を  歩いて いる。 その 後は  寝て    いる。昼     後に    来て くれ。【B】 

[2014 年 12 月 2 日うちはら] 

◆意志 

78) attaja    hariɴdaɴgi  aɴ.  attaja    kanaːdi      biruɴ.  

あしたは   晴れそうだ。 あしたは 必ず  [苗を]   植える。【B】 

 

79) [やぶれた服を直すように頼んでいたが、変わっていないまま置かれているので] 

A：maː   nuranukaja. 

まだ 縫わないの？ 

B：subagiɴja    isugasabi ,   nuranuɴ.  atta   nuɴ. 

きょうまでは 忙しいから、縫わない。あした 縫う。【B】 

 

80) A：attaja    ittaɴ    atʒimaitʼi ,  ijupʼaʃiɴdi  çiruja. 

あしたは いったん 集まって、魚釣りに  行こうね。 

B：anuja  atta    basutaini  tati    buɴdoː.  

  私は  あした バス停で  立って いるよ。【B】 

[2014 年 12 月 4 日うちはら] 

 上にあげた、いくつかの用例は、「kiruɴ」系を述語にもつ文が、話し手が知覚したり（直

接確認したり）、記憶・経験したり、目撃・体験したり、知識として得たりした出来事など

を、対象的な内容にとりこんでいる用例である。このことから、「kiruɴ」系を述語にもつ文

は、〈事実確認〉を基本的に表現している、断定の文である。 

 しかし、「kiruɴ」系を述語にもつ文は、〈事実確認〉だけではなく、それと対立する「kiru  

hadi」系の文のモダリティである〈間接確認〉を表現している場合がある。この場合は、「kiruɴ」

系を述語にもつ文が、未来のポテンシャルな出来事を文の対象的な内容にしている場合で

ある。この場合、時間的限定性のある出来事を〈完成・未来〉の「kiruɴ」で表現している文

が、「kiru  hadi」系を述語にもつ文との対立の中で〈確信的断定〉をあらわすようになって
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いて、モダリティがより複雑になってくる。 

 つぎにあげる用例では、「kiruɴ」系を述語にもつ文が〈間接確認〉を表現している用例で

ある。 

 

81) [足をモゾモゾしているのを見て] 

kunu  agamija   haɴ」  tʒigumaru maini  tatuɴdoː. 

この 子どもは 足が  しびれる 前に 立つよ。【B】 

[2014 年 6 月 16 日うけます] 

82) [怒られているのを見て] 

abutaja    kuɴdiguritʼi,  kunu  agami    kanaːdi    utuɴdoː.  

お母さんは 怒って、  この 子どもを   かならず  叩くよ。【B】  

[2014 年 6 月 14 日うけます] 

83) ubukadi  kujuɴgara,  kinu  duda  buriruɴdoː. 

台風が  来るから、 木の  枝  折れるよ。【B】 

[2014 年 12 月 10 日うちはら] 

84) [男がお昼時間を過ぎても、ごはんを食べていないのを気にして] 

A：karija   itʒiba  iː     ɸukaja. 

彼は  いつ ごはんを 食べるのかな？ 

B：kari  maibitʼatʼi   kitaja,   iː     ɸuɴ.  

彼  もう少し  したら、 ごはんを 食べる。【B】 

 

 つぎにあげる用例は、非レアルな、時間的限定性のある現実世界の出来事を対象的な内容

にしていて、〈反事実仮想〉を表現する用例である。反事実仮想も、人間の間接的な認識を

反映しているという点で、〈間接確認〉を表している。この場合、「kuɴ している・した相当

形式」系や、「kjaɴ してある・した相当形式」系といった、パーフェクトをあらわす動詞を

述語にもつ文で表現されいている。 

 

85) [「酒を飲もう」と友だちと話していたときに、酒癖のわるい、別の友だちが近くにい

たので、ヒヤヒヤしていたが、結局来ていないので] 

kariŋa  hanaʃi   tʼiː    burubaja,  karija  suɴdoː. 

彼が  話を  聞いて いれば、 彼は 来ているよ。【B】 

[2014 年 12 月 18 日うちはら] 

86) [あしたは運動会があるが、仕事があって行けないのを悔しがって] 

atta    ʃikama  minutarubaja,  anu  attanu    uɴdokaiɴki  çutaɴdoː.    inamutsa. 

あした 仕事   なかったら、  私  あしたの 運動会に   行っていたよ。くやしい。【B】 

「çiraritarumunu」とも。[2014 年 12 月 22 日うちはら] 
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87) [親戚の人に渡すスイカもあると言われたので、切るのをやめて] 

ɴdaga    ɴdanutaja,     agamiŋa  maibitʼatʼiʃi   buːru  tʒaɴdoː. 

あなたが 言わなかったら、子どもが もうすこしで 全部 切ってあるよ。【B】 

[2014 年 6 月 14 日 002 うけます] 

 

第２項 〈推量〉  

推量の文は、事実確認した出来事を前提にして空想したり、憶測したり、推測したり、構

想したり、何らかの形で想像・思考した現実世界の出来事を、文の対象的な内容にとりこん

で伝える文である。推量の文は、発話時に話し手が思い描いたり、考えたりしている出来事

を、表現しているのである。この文の対象的な内容は、基本的に、レアリティとしてはポテ

ンシャルな出来事であり、その文は、時間的限定性の側面としては時間的限定性のある出来

事も、時間的限定性のない出来事も対象的な内容にしている。推量の文は、このような対象

的な内容に条件づけられて、〈間接確認(推量)〉というモダリティを表現している。推量の文

を表現する文の形式は、基本的に「kiru  hadi するだろう相当形式」系に属する形式である。 

 

88) kanu  tʼuja  isuɴtʼudu  atarujuɴgara,  ɴɴi   muti   wataru  hadidoː.  

あの 人は  海人だったから、  船を 持って いらっしゃっただろうよ。【B】 

 [2015 年 5 月 26 日うちはら] 

89) [与那国の友達から久しぶりに電話が来たので、話してみると、与那国方言のアクセン

トではないので] 

karija   dunaɴnu   namarija  tuɴdiranuɴsuja.  

あいつは 与那国の なまりは 出ないね。 

uɴnanu  tʒimani  nagaraku  bwaru   hadija. 

沖縄の シマに 長らく  いた   だろうね。【B】 

 

 与那国方言における基本的なアスペクト・テンスの形は、〈完成〉をあらわす「kiruɴ(する

相当)」と、動詞の第 2 中止形「ki（して相当形式）」3に人の存在をいいあらわす動詞「buɴ(居

る)」が組み合わさって出来た、〈継続〉をあらわす「ki  buɴ している相当形式」である。

この場合、運動動詞のどの動詞も「kiruɴ」と「ki  buɴ」の形をとる、という点でアスペク

ト・テンスにおいて基本的な形式である。 

 

＜完成・未来＞ 

90) [何時に公民館へ行こうかと考えていたが、区長さんが 12 時に開けると言っていた。だ

が、区長さんの優しい人柄を考えると、もう少しはやくに開けるのではないかと考えて] 

kuʧoːja        tʼsumaɴdi  ɴtʼaŋa ,   burunu    kutu   kaɴgaitʼi, 

区長は [開けるのは]昼と   言ったが、みんなの ことを 考えて、 
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ʤuːʤiguru  agiru  hadidoː.  

11 時頃   開けるだろうよ。【B】 

[2015 年 5 月 19 日うちはら] 

91) dadu  agitʼi ,   tiɴ   ɴnjaː ,  ɸurutʒitʒi   ɴmudu   ɴnarirja , 

戸を 開けて、空を 見ると、真っ黒な  雲が   見えるので、 

dagati   ubuami   ɸuru hadidoː. 

そのうち 大雨が  降るだろう。【B】 

[2015 年 6 月 3 日うちはら] 

＜完成・過去＞ 

92) [農業を上手く行えているのを見て] 

karija    uɴnanu  tʒimani  çagusunu   beɴkjoː  kitaru  hadi. 

あいつは 沖縄の 島で  百姓[農業]の 勉強を しただろう。【B】 

 

93) [夜、商店に行こうとする人がいて、今日は商店は早く閉まることを知っていたので、

そのことを教えようとして] [2015 年 6 月 10 日うちはら] 

ɴnu    abutʼaja    attaja    tʼumutigara hatagiɴki  çiruɴdi   ɴdi    butarujuɴgara ,  

昨日[店の]お母さんは「明日は 朝から   畑に  行く」と 言って いたから、 

uɴnibidu,   miʃijaja  ʃimitaru  hadidoː. 

そうなので、店は  閉めただろうよ。【B】 

[2015 年 5 月 22 日うちはら] 

＜継続・現在＞ 

94) [夕方、お父さんの知り合いが訪ねてきた。しかし、お父さんはいま家にいない。その

ことを伝えると、お父さんはどこにいるか聞かれた。いまどこにいるのか分からないが、

お父さんの習慣上、日差しが弱まってくる夕方に毎日畑に行っていることを知ってい

るので、想像し、教えようとして] 

ijaja     hatagiɴki  çitʼi,   naidu   biː    buru  hadidoː.  

お父さんは 畑に   行って、苗を  植えて いるだろうよ。【B】 

[2015 年 5 月 26 日うちはら] 

95) [川の水があふれているのを実際には見ていないが、これまでの経験上大雨が降ったと

きは荒れるのを知っているので] 

ɴnuja   ubuami  ɸutarujuɴgara, kaːranu  miɴja  maː   ɴtʼidu   buru  hadidoː. 

昨日は 大雨が  降ったから、川の  水は もう 満ちて いるだろうよ。【B】 

 

＜継続・過去＞ 

96) kanu  tʼuja  isuɴtʼudu  atarujuɴgara , ɴni    muti   wataru  hadidoː.  

あの 人は  海人だったから、  船を 持って いらっしゃっただろうよ。【B】 
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[2015 年 5 月 26 日うちはら] 

97) [与那国の友達から電話が来て久しぶりに話すと、与那国方言の訛りではないので] 

karija   dunaɴnu  namarija  tuɴdiranuɴsuja. 

あいつは 与那国の なまりは 出ないなあ。 

uɴnanu  tʒimani  nagaraku  bwaru  hadija. 

沖縄の シマに  長らく  いただろうね。【B】 

 

〈間接確認〉をあらわす文は、基本的に hadi をもつ文である。しかし、話し手の想像・

思考としての〈間接確認〉は、hadi をもつ文のほかに、「tira」をもつ文によっても表現され

る。「tira」をもつ文は、hadi をもつ文とおなじように、推量の文として使用されている。そ

ういう点で、判断を表現する文と推量の文が相対的にむすびついていることを示している。 

しかし、tira をもつ文は、〈間接確認〉であることには変わりがない一方で、その上に、出

来事（ものごと）・特徴の本質的な特徴や因果関係について解き明かすという論理的な態度

をつけくわえられている。論理的な態度の一つを表現しているという点では、判断というモ

ダリティを表現する文に位置づけられる。そのため、tira をもつ文については、《判断》を表

現するモダリティ形式として位置づけて 3 節で記述している。 

 なお、標準語の〈間接確認（推量）〉をあらわす形式は、話しあいの構造の中の〈前提―

事実の伝達〉の、前提の位置にすえられ、共有情報となる事実を提示する形式として働くと

いう事実や[工藤 2014：pp.127-135]、念押し的なたずね(確認要求文)として働く形式へ移行

する事実[奥田 1984b：pp.66-69]があげられている。しかし、与那国方言の場合、共有情報と

なる事実について提示するという働きをあらわすのは「sai」をもつであり[本論文：第 2 章

第 3 節第 3 項]、念押し的なたずね(確認要求文)として働くのは「sa」をもつ文などであり[本

論文：第 3 章第 2 節第 3 項、第 5 項]、〈間接確認（推量）〉をあらわす hadi の文ではない。

そういう点で、与那国方言の〈推量〉をあらわす hadi の文は、ものがたり文として強く機

能していて、相対的に独立している。 

 

第２節 エヴィデンシャリティ  

人間は、現実世界のものごとを目撃したり、体験したり、第三者から伝え聞いたり、何ら

かの痕跡や記録、らしさや兆しなどから捉えたりする。《エヴィデンシャリティ》は、現実

世界の出来事・特徴を目撃、体験、伝聞、痕跡・記録のような、何らかの証拠（情報のソー

ス）をとおして認識したこととして、文の対象的な内容にとりこむ、話し手の積極的な態度

（かまえ）である。さらに、《エヴィデンシャリティ》は、〈直接的エヴィデンシャリティ（目

撃・体験）〉と〈間接的エヴィデンシャリティ（痕跡、記録）〉に下位分類される。 

この〈エヴィデンシャリティ〉というモダリティは〈断定〉と〈推量〉というモダリティ

に非常にちかい関係にある。そのため、互いにどちらかのモダリティのなかに位置づけるこ

ともできる。 
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たとえば、断定の文で話し手の〈回想〉としてとりこまれる出来事は話し手の記憶の中に

ある出来事なので、〈直接的エヴィデンシャリティ〉としてとりこまれている出来事でもあ

る。取り調べや裁判などで、話し手の記憶が証言としてとりあげられていることが、知られ

ている。一方で、推量の文で話し手の〈想像〉としてとりこまれる出来事は、知覚したこと

や知識をなかだちにして確認するという意味では何らかの証拠（ソース）を前提にしている

ため、〈間接的エヴィデンシャリティ〉としてとりこまれている出来事でもある。 

しかし、与那国方言の場合、〈想像〉としてとりこまれる出来事は、現実の心理過程とし

ての想像の出来事と同じではない。実際、与那国方言の場合、〈記録をもとにした間接確認〉

をあらわすのは、〈想像〉をあらわす形式「hadi」の文ではなく、「kjaɴ」、「kuɴ」、「tira」を述

語にもつ文である。〈想像〉をあらわす hadi の文は、記録や知識をもとづいて間接的に確認

しているという心理過程には無関心であり、その心理過程までを言語的な意味として一般

化していない。それぞれのモダリティは、異なる文法形式によってしきりが与えられて切り

とられているのである。こういう事実から、与那国方言の場合、《エヴィデンシャリティ》

というモダリティを独立して取りだす必要について承認しなければならない。 

それにもかかわらず、与那国方言の場合、《エヴィデンシャリティ》というモダリティは、

《断定》というモダリティから切り離すことができず、その承認を難しくする。与那国方言

の場合、目撃した出来事は、断定の文で〈回想〉としてとりこまれる出来事をあらわす形式

で表現されて、しきりを与えられていないのである。 

以上の事実から、与那国方言における《断定》・《推量》と《エヴィデンシャリティ》の相

互関係はつぎのように認めておく。〈想像〉と〈記録などの証拠をもとにした間接確認〉は、

それぞれをあらわす形式が異なるため、また、伝聞形式や推定印象形式などの一連のモダリ

ティ形式があるため、それらを統一するものとして《エヴィデンシャリティ》というモダリ

ティを相対的に独立したものとして与那国方言のモダリティ体系に位置づける。 

第 2 節では、《エヴィデンシャリティ》をあらわす、与那国方言の文のさまざまなモダリ

ティ形式について記述する。第 1 項では〈間接的な結果をもとにした間接確認〉をあらわす

「kjaɴ」「kuɴ」の文、第 2 項では〈伝聞〉をあらわす「atiŋai」の文、第 3 項では〈兆候をも

とにした間接確認〉をあらわす「kiɴdaɴgi」の文について記述していく。 

 

第１項 〈間接的な結果をもとにした間接確認〉  

 「kjaɴ してある・した相当形式（動作動詞のパーフェクト形式）」や「kuɴ している・し

た相当形式（変化動詞のパーフェクト形式）」を述語にもつ文は4、ある動作・変化が完成し

たあとに痕跡や記録という間接的な結果が引き起こされて、存在しているというアスペク

ト・テンス的な意味を、表現している。動詞の終止形がこれらの形をとっている場合、①〈あ

る痕跡や記録という結果が存在していることについて事実確認している〉というモダリテ

ィを表現していたり、あるいは、②〈痕跡や記録を前提にしてその結果を引き起こした出来

事について間接的に確認している〉というモダリティを表現していたりする。前者の場合は、
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パーフェクト形式が過去形で伝えられる場合に多い。後者は、パーフェクト形式が現在形で

伝えられる場合に多く、ほとんどが〈本質的な特徴の判断〉をあらわす tira がくっついてい

る。 

 はじめにあげる例は①についての例であり、あとにあげる例は②についての例である。 

 

① 

98) [きのう太郎と会った時に、ニンニクのにおいがしたのを思い出して] 

taruja   ɴnu    gjoːdza   haidu   attaru. 

太郎は きのう 餃子を   食べて  あった。【B】 

 

99) [山から帰ってきた子供が痒いと言って腕をかいていて、ふくれているのを見ると] 

kanaagamija  biɴgwiɴkidu   sabarutira. 

あの子供は クワズイモに 触ってあるな。 

[そのことを思い出して伝える] 

kanaagamija   biɴgwiɴki    sabai   attaru. 

あの子供は  クワズイモに 触って あった。【B】 

 

100) [漁港に行くと、岩に塩の線（あと）がついているのを見つけて] 

suja   kumaɴkibagiɴ   ɴtʼuɴsuja. 

潮は  ここにまで   満ちているね。【B】 

 

② 

101) [積むべき荷物が、玄関から無くなっているのを確かめて] 

taruŋa   niːja     tʒimidu  aru. 

太郎が 荷物を  積んで ある。【B】 

 

102) [戸は閉まっているが、戸によごれた手の跡がついているのを見て] 

maguŋa  duɴguritiʃi    dadu   agjaɴ. 

孫が   よごれた手で 戸を  開けてある。【B】 

 

103) [交差点に行くと、血の跡があるのを見て] 

umi    tagarubaɴ  kurumani   pʼaritʼi ,    ɴnuɴtira. 

ここで 誰か    車に   轢かれて、 死んでいるんだ。【B】 

 

 次にあげる用例は、記録をもとにした間接確認である。 
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104) [万歩計を見せて、どれくらい歩いたのかを伝えて] 

suja    niʤukkiro  aitjaɴdoː. 

今日は 20 キロ  歩いてあるよ。【B】 

  

105) [新聞をみて、飛行機が墜落しているのを確かめて独り言のように] 

çikoːkiga    uturutira.      tʼuja   maːʃiku    ɴnuru. 

飛行機が  落ちているんだ。 人は  たくさん  死んでいる。【B】 

 

第２項 〈伝聞〉  

 「atiŋai らしい相当形式」をもつ文は、第三者の現実世界の出来事・特徴を、別の誰から

伝えられたり、噂で聞いたりしたこととして文の対象的な内容にとりこんで、伝えている。

atiŋai をもつ文は、そのような対象的な内容に条件づけられて、〈伝聞〉というモダリティを

表現している。 

 はじめの 2 例は、直接的な聞き伝えである。 

 

106) A：a  butʼuɴdja  damiɴdidu      ɴtʼaŋaː,    nuɴni  burukajaɴdjo. 

        夫は   病気って  [奥さんが]言ったけど、  どんなかな？ 

B：butʼuɴ   damiɴdidu   ɴtʼaŋa,     naija   matʒagu  naidu    buru atiŋai. 

   夫も  病気って  言ったけど、   今は よく   なって  いるらしい。 

agamiɴ  butʼuː mutaɴdidu  iʃi   buru atiŋai. 

子供も 夫を  持とうと して いるらしい。【A】 

 

107) ɴnuja    taŋa    kukajaɴdi       umurjaː,   mata   ɴnuja    nagahamanoː  

   昨日は  誰が  来るかなって  思ったら、また  昨日は  長浜の     

joːkoɴdi    agami   minuaŋami.  daigakuni  buru atiŋai. 

ヨーコという 子供  女の子。   大学に  いるらしい。【A】 

 

 つぎにあげる用例では、sa たずね文をつかって、話し手が、第三者が畑を持っていること

について相手に確かめている。そのことから分かるように、話し手は、その畑の中にある防

空壕があることについて未確認なのである。少なくとも、話し手は事実確認した出来事とし

て表現していない。また、防空壕があること自体について誰かから聞いたことを示してもい

ないし、第三者から情報を受け取ったことは場面に与えられてもない。話し手は、すでに知

っている、何らかの部分的な情報をもとに（後続の場面で、その畑の中に子供を抱いて入っ

ていくことについて事実確認している文がさしだされている）、その出来事（防空壕がある

こと）を導き出しているといえる。しかし、その文の対象的な内容が時間的限定性のない出

来事であるという点で、まだ、〈伝聞〉の文を表現している。 
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108) uɴtʼatʼi   hatagija  aɴsaː.       unu   hataginu  naganidu   

    あれ達   畑は    持っているだろ？ その  畑の   中に 

boːkuːgoja    aru atiŋai. 

防空壕は   あるらしい。【A】 

 

 atiŋai をもつ文は、〈伝聞〉だけを表現しない。次にあげる用例のように、atiŋai をもつ文

は、述語が kjaɴ という動作動詞のパーフェクト形式〈痕跡・現在〉をとっている場合、間

接的な結果＝痕跡をもとに、その結果の原因となる、レアルな、時間的限定性のある出来事

を導き出していることについて表現することもできる。 

 

109) [花子の部屋に行くと、机の上に糸くずがあるのをみて] 

hanakuja   ɴnani   nwaru  atiŋai. 

花子は  服を  縫ったらしい。【B】 

 

110) [積むべき荷物が、玄関から無くなっているのを確認して] 

taruŋa   niːja   tʒimjaru  atiŋai. 

太郎が 荷物を 積んだらしい。【B】 

 

111) [料理を手伝う孫の手に絆創膏が貼ってあるのをみて] 

maguja  tidu   tʒaru  atiŋaɴsujaː. 

孫は  手を 切ったらしいなあ。【B】  

 

第３項 〈兆しをもとにした間接確認〉  

 「kiɴdaɴgi しそうだ相当形式」をもつ文は、前触れ、気配などをもとにして間接的に確認

した、ポテンシャルな、未来の現実世界の出来事（コントロールすることのできない運動）・

特徴を文の対象的な内容にとりこんで、伝えている。kiɴdaɴgi をもつ文は、そのような対象

的な内容に条件づけられて、〈兆候をもとにした間接確認〉というモダリティを表現してい

る。 

 はじめにあげる用例は、自然現象を対象的な内容にしている用例である。 

 

112) attaja      hariɴdaɴgi  aɴ. attaja     kanaːdi    biruɴ.  

あしたは     晴れそうだ。  あしたは  必ず  [苗]植える。【B】 

 

113) suja    utitiɴnaː.    amidu  ɸuiɴdagi  aɴsuja. nuːɴ naiɴdagi minuɴsuja. 

きょうは 曇り空か？  雨が  降りそうだなあ。 何も 出来そうに ないなあ。【A】 
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 つぎにあげる用例は、人の生理現象を対象的な内容にしている用例である。 

 

114) suja    kadi  nitʒi. nitʒikadi  naitʼi,   kadi   taganuː. mː nuː  pisaːnu. 

今日は  風  北。北風に  なって、 風が 強い。    何て  寒いんだ。 

kaitatamaidu  kiɴdagi   aɴsuja    kuja. 

凍えて縮こまりそうで あるなあ これは。【A】 

 

 つぎにあげる例では、人の活動を対象的な内容にしている例である。この場合も、その活

動は、老いによって話し手＝活動主体にとってコントロールすることのできない活動であ

る。 

 

115) [A は、最近、昔話を教えようとしたが、大事な所を忘れて教えられなかったことにつ

いて話している。] 

A：ma  naibagiɴdu   naru.  naigaraja,           naidaɴginu. 

     今まで   できる。 今からは、[方言を教えることが]できそうにない。 

B：eːi. 

  え！ 

A：tukurudukuru   batʒidu  kiru. 

    所々      忘れる。【A】 

[dt20927 挨拶 p14-16] 

 つぎにあげる用例では、物の特性を対象的な内容にしている用例である。 

 

116) [顔だちも綺麗で、評判が良い、自分の娘の旦那について話している] 

A：iʃiː.   itʼa   aitija    nuɴninu  tʼukaja. 

  そう。じゃ、 相手は どんな  人なのかな？ 

B：eː   kuburaniː  unuː daiguduː ki   buru atiŋaɴsai 

     久部良で その 大工を  して いるらしいんだよ。 

A：m. 

   うん。 

B：unu   agamija   iː   butʼu   muti   çiru hadidoː. 

   その 子供は   良い 旦那を 持って いくだろうよ。 

A：ɴsaɴdaɴgi   aribaɴja. 

   良さそうで  あるんだなあ。【A】 

 

  kiɴdaɴgi をもつ文は、一・二人称の人の意志的な動作・活動を対象的な内容にしている場
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合、はたらきかけ文として働き、〈勧誘〉を表現するようになる。この場合の kiɴdaɴgi をも

つ文については、第 4 章第 3 節で記述している。 

 

第３節 判断  

 人間は、現実のもごとをつくりかえるために、客観的に存在するいくつかのものごとを確

認し、さらに、そのものごとのうちにある因果関係、法則を明らかにして、本質的な特徴を

とりだすという心理活動を行う。つまり、ものごとの原因(条件)と結果の関係、根拠(前提)

と結論・意見などの論理的な関係を明らかにしたり、ある物の本質をさだめたりするのであ

る。この心理活動は、客観的に存在するものごとの本質的な特徴や法則にしたがって行う対

象的な活動にとって、なくてはならないものであって、思考の中のひとつのモメントを反映

している。 

このような心理過程は、一般的・特殊的・個別的であるとする判断、法則的・仮定＝条件

的であるとする判断、推論（帰納と演繹、類推）などのような、さまざまな心理過程を下位

にもっているが、ある文は、このような心理過程を一般化して、《判断》というモダリティ

として表現している。つまり、《判断》というモダリティは、現実世界の出来事・特徴を因

果関係（論理的な関係）や本質的な特徴をあらわすものとして文の対象的な内容にとりこむ、

話し手の積極的な態度（かまえ）である。《判断》をあらわす文は、発話時において話し手

が論理的な関係や本質的な特徴について思考していることを、表現している5。 

また、《判断》は、すでにある記憶・経験や知識を前提にしているので、《確認》を土台に

もちながら、表現されている。一方では、《判断》は、《評価》とも密接に関係している。 

人間は、ものごとの本質、因果関係、法則に従わないで、勝手気ままに現実のものごとを

つくりかえることはできない。そのため、人間はそれらにしたがって実践する。現実のもの

ごとの本質、因果関係、法則にしたがった実践は、成功する。その結果、人間に、喜びや満

足など、情動・感情を呼び起こされ、人間の欲求を満たす。したがって、判断によって捉え

た現実のものごとの本質、因果関係、法則は、実践を成功に導き、人間に情動・感情、見立

て、評価といった美的なものを与える。人間は、現実のものごとの本質、因果関係、法則を

科学的に、客観的に認識するだけでなく、美的にも認識するのである。したがって、現実の

ものごとの本質、因果関係、法則を明らかにすること、すなわち、《判断》は、《評価》とむ

すびついていて、からみあって表現されている。 

第 3 節では、《判断》をあらわす文のさまざまなモダリティ形式について記述する。第 1

項では〈本質的な特徴の判断〉を表現する「tira」の文、第 2 項では〈補足〉を表現する「nai」

の文、第 3 項では〈事実の投げかけ・提出〉〈気づかせ〉を表現する「sai」の文について記

述していく。 
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第１項 〈本質的な特徴の判断〉  

「tira」をもつ文は、推量や痕跡・記録をもとにして間接的に確認した出来事や、原因・

結果の本質的な関係をあらわす出来事を文の内容にとりこんで伝えている。tira の文は、そ

れらの対象的な内容に条件づけられて、〈本質的な特徴の判断〉を表現している6。 

 はじめにあげる用例は、tira をもつ文が、hadi をもつ文のように、話し手の推量した出来

事を伝えている。 

 

＜完成・未来＞ 

117) kanu  tʼuja  sagikʼwajadu  arujuɴgara,  attaɴ      mata   sagi  numutira. 

あの  人は     酒飲みだから、      あしたも  また   酒を  飲むだろう。【B】 

[2015年 9月 9日うちはら] 

＜完成・過去＞ 

118) [手紙を書いたのはお父さんかお母さんなのか話していると] 

ijakʼa      abutʼaŋadu   dija  dudi  arujuɴgara, abutʼaŋadu   tigami   katjarutira. 

お父さんより お母さんが 字は   上手だから、  お母さんが  手紙を 書いただろう。【B】 

[2015年 9月 7日うちはら] 

＜継続・現在＞ 

119) [きのう先輩と飲みに行こうと話したが、何時にするか聞いていなかったので、夜電話

した。朝早く仕事に行く人なので、出るか分からなかったが、案の定出なかったので] 

anisaɴja    dikijadu  arujuɴgara,  maː  niɴdidu  burutira. 

兄さんは     真面目だから、   もう  寝て    いるだろう。【B】 

[2015年 5月 22日うちはら] 

＜継続・過去＞ 

120) [きのう友だちから借りて運転していたのを思い出して] 

kurumanu  heɴna  utu    ki    butarujuɴgara,  

車の   変な   音が して  いたから、 

kanu  kurumaja  tʼumuruʃija  daɴdi    butarutira. 

あの  車は      一度は    壊れて   いたのだろう。【B】 

 

＜継続・未来＞ 

121) taimumaʃiːɴŋa      tuɴdiru  mainija,   anuja   ɴnidu   burutira.  

タイムマシーンが  出る   まえには、私は   死んで   いるだろう。【B】 

 

 次にあげる用例は、tira の文が、痕跡という間接的な結果を引き起こした出来事について

伝えている。このことは、痕跡という間接的な結果について表現するアスペクト・テンス形

式 kjaɴ、kuɴ を tira の文の述語の構成にしていることから、理解できる。 



 

112 

 

動詞がこの形をとる場合、動詞によってさしだされる動作・変化は、痕跡という間接的な

結果を引き起こしたものとして表現される。そういうことで、〈痕跡〉をあらわす kjaɴ、kuɴ

を述語にもつ文は、現実世界の出来事の原因・結果の因果関係でいえば、原因となる出来事

をさしだしていて、つけたし的な説明（条件づけであることを説明する）として働くことが

できるし、現実のものごとを痕跡として、それを根拠にして原因となる出来事を導き出すと

いう点では、ひきだし的な説明（条件づけられていることを説明する）としても働くことが

できる7。 

しかし、tira をもつ文は、痕跡という結果を根拠にして、原因となる出来事を判断してい

ることについて伝えていて、ひきだし的な説明として働いている。tira をもつ文が判断を表

現していることには変わらない。 

 

122) [酒瓶の量が減っているのをたしかめて] 

sagiŋa  çiɴnaidu  burujuɴŋara,  asaŋa      numjarutira. 

酒が  減って いるから、 おじいさんが  飲んであるな。【B】 

 

123) [お父さんの口から酒のにおいを感じて] 

ijaja     sagidu   numjarutira. 

お父さんは 酒を   飲んであるな。【B】 

[2014 年 10 月 15 日うけます たましろきくえ] 

124) [太郎が交差点で車に轢かれて亡くなったということを友だちから聞いていて、交差点

を通ると、血の跡があるのを見て] 

taruja   umidu  kurumani  pʼaritʼi,   ɴnurutira. 

太郎は ここで 車に   轢かれて、死んでいるんだ。【B】 

[2014 年 11 月 27 日うちはら] 

次にあげる用例は、記録という間接結果を引き起こした出来事について、tira をもつ文が

伝えている用例である。ここでも、tira をもつ文は、記録という結果を根拠にして、原因と

なる出来事を確認していることについて伝えている。 

 

125) [帳面に書いてあるのを見て] 

abuja      goneɴmaini  maisurutira.  

おばさんは  5 年前に  亡くなっているんだ。【B】 

 

126) [家に帰ると、机の上に書き置きがあり、それを読んで独り言のように] 

tomokoja  ɴdimuraɴki  çurutira. 

トモコは 比川村に  行っているんだ。【B】 

[2014 年 10 月 19 日うけます みくらとしこ] 



 

113 

 

127) [弟の友達が訪ねてきて、弟はいるか聞いてきた。弟は家にいないので、そのことを伝

えると、どこにいったのか聞かれ、カレンダーを見た。カレンダーには、弟とお母さん

は一緒に映画を観に行くと書いていたので、そのことを受け止めて] 

çurutira. 

行っているんだ。【B】 

[2015 年 5 月 26 日うちはら] 

 また、つぎのように、tira をもつ文は、おしはかること自体必要のない、社会的に認めら

れている歴史的な事実を、言語情報をもとに間接的に確認していることについて伝えてい

る。このことは、〈想像〉をあらわす hadi の文にはない特徴である。 

 

128) [新聞をみて、飛行機が墜落しているのを確かめて独り言のように] 

çikoːkiga   uturutira.  

飛行機が 落ちているんだ。【B】 

[2014 年 10 月 19 日みくらとしこ うけます] 

129) [坂本龍馬について電子辞書を読んで独り言のように] 

rjoːmaja   kjoːtoni   ɴnurutira. 

龍馬は  京都で  死んでいるんだ。【B】 

[2014 年 10 月 19 日みくらとしこ うけます] 

また、tira をもつ文は、条件的なつきそい・あわせ文のいいおわり文に現れることが多い。

この場合、tira をいいおわり文にもつあわせ文は、すでに確認された、レアルな出来事をい

いおわり文にさしだしながら、その出来事を引き起こした、数ある原因となるいくつかのも

の(出来事)から、本質的な原因・結果の関係へと導くひとつの原因をとりたて、おしはかっ

た内容をつきそい文にさしだす。そして、話し手は、あわせ文にさしだされている出来事を

通して、いいおわり文にさしだされている出来事を説明している。 

とりたてられて、文の内容に取り込まれなかった出来事には  を引いている。 

 

130) [子供がボロボロになって帰って来たので、何があったのか聞いてみた。子どもは、喧

嘩になったが、何もせずただ殴られた、とだけ言った。こんなに殴られていては、さす

がに悔しいので、なぜやり返さなかったのか、と聞いてみたが、ずっと何も言わないで

いる。学校の友だちとの関係でいろいろあるのだろう、と思ったので、とりあえずお風

呂に入らせた。それでも、ご飯を作りながら、その原因について考えていると、自分が

いつも言っていたことを思い出して] 

aŋa   iːtʒiɴ    tʼutu  muɴdu   kiɴnajoɴdi   ɴdi      burujuɴgaradu,   

私が  いつも  人と   喧嘩を  するなよと  言って   いるからこそ、 

uɴni       ti      ɴdanuɴki    butarutira. 

そんなに  手を   出さないで  いたのだろう。【理由の説明】【B】 
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[2015 年 8 月 13 日うちはら] 

131) [分からないことがあると、いつも尋ねに行くおばさんがいる。そのおばあさんに、車

の故障を相談するが、何も言わなかった。全く分からないことなのかなと思っていたが、

いろいろ尋ねられはしたので、そういうわけではないと思った。何も言わなかった原因

をおしはかって] 

araja     bagaranubidu,   

[こういうことは責任をもたないといけなので、]よくは   分からなかったので、 

uɴni         tʼuɴ    munanuɴki      watarutira. 

そのように  全く   しゃべらないで  いらっしゃったのだろう。【理由の説明】【B】 

[2015 年 9 月 3 日うちはら] 

132) [いたずらをしても、怒らない、いつも温厚な父がはじめて兄を怒って説教した。いた

ずらには、していいことと、してはいけないことがあるので] 

anisaɴŋa     kiː   naranu     kutu    kiːbidu,   kuɴduɴdi  warutira. 

お兄さんが  して  いけない  ことを  したので、怒ってらっしゃるのだろう。 

【感情の源泉、または、理由の説明】【B】 

[2015 年 9 月 3 日うちはら] 

133) [薪を取りに子どもに行かせた。そして、山から帰ってきた子どもが、「痒い痒い」と言

って、腕を何度も掻いていた。どうせ蚊にでもさされたのだろう、と思っていたら、時

間が経っても、ずっと掻いているので、そうではないと思った。そして、その原因をお

しはかって] 

damaɴki     ititʼi,     biɴguiɴki      sabaitʼidu,  hada  kati     butarutira. 

山に        行って、クワズイモに    触って、 肌を  掻いて  いたのだろう。 

【外的な原因の説明】【B】 

[2015 年 8 月 13 日うちはら] 

一度レアルに確認した出来事をいいおわり文にさしだし、その出来事を引き起こした、法

則的な、本質的な因果関係へと導く原因としての出来事をとりたてながら、つきそい文にさ

しだしている。つまり、話し手は、一度確認した出来事を、原因・結果の関係、論理的なむ

すびつきのなかに位置づけているのである。tira の文は、論理的なむすびつきをあらわす、

本質的な特徴をもったものとして現実世界の出来事を文の内容にとりこんで伝えているの

である。 

そのことと関わって、hadi をもつ文と異なる特徴を示す、言語的な事実がある。それは、

hadi には同意をもとめる ja が後接するが、tira には後接しないということである。tira をも

つ文が〈本質的な特徴の判断〉を表現しているとすれば、話し手はその内容を相手に同意す

る必要はないのである。このことも合わせると、tira をもつ文は、話しあいの中で、あるい

は、思考過程の中で、発話時における話し手の、練られた、最終的な判断を表現している。 
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134) [ろくでもない人の話をしている] 

A：sudanu  biɴgatu  minuŋatuja  ʃiɴki     suraʃitʼi, 

   上の  男と  女とは   自分達に 連れさせて、 

ututʼunu  biɴgaagamitija   saŋa   suitʼi,  kʼati   çurutuna.   kʼati     çuŋadu 

年下の  男の子は   自分が 連れて、捨てて 行ったとか。捨てて 行ったけど 

B：çaː. 

  えっ！ 

A： sui    kubahai   ɴdjaˑ,    bariˑ. uɴninu    munuɴtʼa  sui    kunuɴ.  

  「連れて いけ」と 言ったら、「嫌。 そんな  やつら   連れて いかない。 

nu uː. 

何 それ」 

B： hagaramunu  aranubitiraː. 

  まともなやつではないからなんだ。、【A】dt20927-28,p82] 

 

135) [戦時中、戦闘機が来た時のことについて話している] 

A：çikukija   uma   uma   umadu  miɴŋuru  tʒidiɴdjaː. 

   飛行機は  そこ そこ  そこ  廻る   わけなんだぞ。 

ha     ma   subaginu     nutʼitiraɴdi   umuitigarani,      butaŋadu,… 

「はあ もう きょうまでの  命なんだ」って  思ってから、[そこに]いたけど、…【A】 

 

136) [結婚する時の一連の流れについて話し合っている] 

A：naɴkai  itiʃiːdu  itaru. 

   何回も 行き来しした。 

B：ujaː   aŋa   ʃikʼatʼu   kaɴgarjaː,  uja    nuɴdi     unu   maː 

   それは 私が しっかり   考えると、それは  何故かは その  

hanaʃi  kimaruba,  kʼuitʼu   tataʃiɴdi      munu   attaɴsai. 

話が  決まれば、仲人を 立てるためって ものが  あったんだよ。 

haburi   hagama   tʒi   ɴnitʼi,   butaɴsuja.   maːɴdi       kimaɴdiru. 

羽織  袴を   着て みてから、いたんだなあ。もう」と言って、決まったと。 

A：iʃi. 

   そう。 

B：aisatsuru  kiː  çiːru tʒiditira. 

   挨拶を  して 行く わけなんだ。【A】 
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第２項 〈補足〉  

 「nai」をもつ文は、《話し手や聞き手の伝える内容やたずねる内容に欠けている情報を埋

める内容》を文の対象的な内容のタイプにしている。そのことは、nai 文が、A)先行するた

ずね文の内容に足りないところがあり、それを埋める内容について伝える場合、B)先行する

ものがたり文の内容に足りていないところがあり、それを埋める内容について伝える場合

のようなむすびつきのタイプを持っていることから、示される。 

nai 文は、そのような対象的な内容のタイプに条件づけられて、〈補足（つけたし・補い）〉

を表現している。nai 文の対象的な内容が、因果関係のうちの原因、あるいは、結果として

の出来事を伝えたり、例としての内容を具体化するところの出来事・特徴について伝えたり

して補足しているという点で、nai 文は、〈判断〉をあらわす文の系列に位置づけられる8。 

はじめにあげる用例は、A)先行するたずね文の内容に足りないところがあり、それを埋め

る内容について伝える場合の用例である。 

 

137) [終戦後、生活が豊かになったことについて話している] 

A：hanaʃirokuːʧuːʃiɴʃiŋa  maː  nuda   utuʃi,        hanaʃi  kiː    wataɴja. 

   ハナシロ校長先生が    涙  落としては、 話を   して  いらっしゃったよね？ 

B：sakijama   sakijamaʃiɴʃiɴtʼabagiɴdu  arunai. 

   サキヤマ  サキヤマ先生などもなんだよ。 

A：iʃeː.    eibiʃiɴʃiɴtʼaɴjoː. 

  そうね。 エイビ先生などもよ。【A】 

 

この文は、《人》を対象的な内容にしている。その人は、ただ人名詞によってさしだされ

ているというわけではない。その人は、涙を落して話をしていた人として関係づけてさしだ

されている。それは、人や物が複数存在することを表す「-ɴtʼa など」という接尾辞と、《極

限》というとりたての意味を表す「-bagiɴ(まで)」という単語の形によって理解できる。つま

り、涙を落して話をしていた人が複数いることが前提にあり、-ɴtʼabagiɴ という単語の形が

さしだす《人》は、その中の一人として《極端な人》なのである。nai 文は、先行する ja た

ずね文の内容にたいして暗示的に肯定しながら、その肯定した内容に、涙を落して話をして

いた人が他にもいたという内容を補足しているのである。 

 次における用例では、二つ目の波下線部で示してあるように、B が疑問詞たずね文で「ど

うして」洞窟に入る時間がなかったかについてたずねている。それに対して、話し手 A は、

一つ目の波下線部で示してあるように、入る時間のなかったことを前提にして、そのことの

原因・理由を補足している。 

 

 

138) [戦争中の出来事について話している] 
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A：anuja  uɴni      dajaɴtʼaɴki    haju   çima  aibina.    dzeɴdzeɴ  minutaɴdjaː. 

 私は そのように 洞窟などへ  入る   時間 あるか？  全然   なかったんだぞ。 

ma  ɸurige 

[重なって発話]B：nuɴdijaː. 

何でか？ 

A：jeː. 

え？ 

B：nuɴdiba   haju... 

どうして  入る… 

A：nuɴdiɴdi      maː  kumi    bui,    kami     bui  kirutaʃi, maː   çikokija 

どうしてって      ここに いて、 あそこに   いるうちに、     飛行機は 

ʃitʼija,    çiː   çiː    maː  uɴnibija     kuraʃi    butaru   tʒididu  arunai. 

来ては、行き 行き        そうだから  暮らして  いた  わけなんだよ。【A】 

 [空襲の話 p44-5] 

つぎにあげる用例は、B)先行するものがたり文の内容に足りていないところがあり、その

足りていないところを nai 文が補って伝える場合の用例である。 

 

139) [昔の食生活について話している] 

A：duː   buːru    duraidu  attaru. 

   自分 皆   寄り合いだった。 

B：kiːjaʃiʃi,  durai    kiːjo 

       寄り合い してね 

A：durai      kitʼi,   mata  waːɴdi   ɴduɴsuɴ   kuruʃitʼi,  ui  aranuɴki, 

  寄り合い  して、 また 豚と   言うのも 殺して、 売るのではなく、 

buru  muitu   kʼitʼi,  bagidu  buru,  buitjarunai    ɴkʼaʧijuː. 

皆  基準を 作って、分けて いる、いたんだよ。  昔ね。【A】 

 [dt2096667 年中行事 p18] 

A がはじめに話した文の内容は、A と B がともに知っている内容である。B は、それをつ

づけ文の内容(durai kiːjo 寄り合いしてね)にしていて、話し手 A がはなす nai 文は、その具

体的な内容をいいおわり文の内容にしている。つまり、nai をもつ文は、そのいいおわり文

であり、先行するつづけ文の内容を補足して伝えているのである。あるいは、つづけ文が「寄

り合いをして」という人の活動を対象的な内容にしていて、その活動を構成する、一々の具

体的な動作(殺して、売るのではなく、基準を作って、分けていた)をいいおわり文の対象的

な内容にしていて、具体化させて補っているのである。 
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140) A：ɴbitaja      tʼiːnu ararujuɴŋara,  saɴ    matʒaruɴni  munui   

ンビタカは  口が 荒いから、   自分も いいように 話して 

çiririɴdi   ɴduŋadoː.    itʼa     ujaɴtʼagarata   ɴkʼaʧi   ujaɴtʼagara  aː 

いけと  言うけどよ、  そしたら  親達から   昔の  親達に  

tʒitsumuɴ  kitti   kui  tui    ku   duː    diɴbuɴja   minubitʼi, 

質問   して    取って こい  言う  考えは   無くて、 

eˑ  naɴ    ʃiŋadu    buru   bagaruɴdi. 

  何でも  自分達が ぜんぶ 分かると。 

B：ʃiŋataɴtʼiɴ   bagaruŋadujuˑ.  tsuː   baraʃidu     buruju. 

  自分達でも 分かるのかとよ。人  いやにさせて  いるよ。 

A：tʼudu barajugaradu, 

   人   嫌にさせるからこそ、 

B：tamitaɴ.  tamiruɴdi    umutaɴtʼiɴ,       tamiraninu   suːtidu  arunai. 

   教えた。 教えようと 思ったとしても、 教えられない わけなんだよ。 

A：iʃiɴdjanai. 

そうなんだよ。【A】 

[子供達の方言 p62-3] 

この用例では、条件的なつきそい文を A が話して、B がいいおわり文の内容を伝える。

その条件的なつきそい文にさしだされた出来事のあとに起こる、結果としての出来事を、い

いおわり文の nai 文がつけくわえて補っている。 

 

141) [方言の分からない子ども達のことについて話している] 

A：uɴnibidu,        ɴdi     miɴburuja  nuɴninu    miɴburujaɴdi   

  そうだからこそ   あなた達 頭は   どのような 頭か？と 

aŋa    ɴdi    buija   kirutuːtiɴdja. 

私が 言って   いるんだぞ。 

B：a,  iruɴŋadu,  suːduː    kaŋaruba,  tʒiːdu   kiː   buru   munuɴki   muˑʧu 

ア、やるが、 ちょうど 考えれば、毎日  して いる   ものに  夢中に 

naitʼidu  kirujuɴgaradu,  baʧiruwakeŋa   arunai.   suː  baɴtʼaŋa   inuɴna  

なるからこそ、   忘れるわけが  あるんだよ。 今日 私達が  いろんな 

hanaʃiɴtʼa  tʼiːti,   baʧiruɴsuɴtu  dunumunu. maː. nagagu  natitaba, baʧiruwakidu  aru. 

話など  聞いて、忘れるのと 同じだ。 もう  年とったから、忘れるわけだ。【A】 

[dt20927 子供達の方言 p40] 

この場面は、子供達が方言で分からないこと、忘れていること＝認識状態に対して「どの

ような頭か？」と A が非難していて、A は、そのことを子供達に対して言っていると、も

のがたり文で伝えている場面である。それにたいして、B は、子供達が方言を分からないこ
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と、知らないことを前提にしながら、なぜそうなのかを原因的なつきそい文をとりたてなが

ら(tʒiːdu kiː buru munuɴki muˑʧu naitʼidu kirujuɴgaradu, 毎日しているものに 夢中になるか

らこそ)、結果としての出来事＝認識状態(baʧiruwakeŋa  aru 忘れるわけが ある)を対象的

な内容にして伝えている。nai 文は、そのことを伝えている。したがって、nai 文は、A の述

べている結果としての内容に、その原因・理由をつけくわえている。nai 文は、相手の述べ

る内容が間違っていると伝えているわけではなく、足りない内容をつけくわえたり、補った

りして伝えているのである。そう伝えることによって、A の行き過ぎた態度を改めさせて、

根気強く方言を教えなければならないことについて理解させようと、もちかけている。 

 

142) [新暦などについて話している] 

A：ɴdimuraja  tumaimurakʼaɴni goniɴbai   maigara  ʃiɴnu  suŋatʼi  ki   buruɴjuː.  

  比川は  祖納より   五年ぐらい  前から 新暦の 正月を して いるよ。 

B：uɴjeːtʼaː, nunu    waki. 

 それなど、どういう わけ？ 

A：ɴdatʼija.       ɴdatʼija,      iginu,   aŋa    guruːpunu   kaiʧoːni  naitʼi, 

あいつ達か？ あいつ達は、  つまり、私が グループの  会長に なって、 

ʃiɴseːkatsuuɴdo,  uɴdo  saiʃogara   jobikakjaɴsaja.   toˑ,    uɴnubasugara  jeːɴdiʃija   

新生活運動、   運動 最初から  呼びかけただろ？  そう、その時から    

mura  gumaruɴgara,  tettei kitʼi,   iʃidu,   baɴŋa   katʒi  katʒi   uɴtʼatʼi 

村   小さいから、 徹底 して、やって、私達が  勝ち、勝ち この人達 

ibai       butaruɴgaraju.  kamaja     goneɴbagai   hadimagara,  iʃi       buɴju. 

いばって いたからよ。  あそこは 5 年ぐらい   始ってから、 やって  いるよ。 

kuburaja   nai  ataɴtʼiɴ     kjuːnidu  kirunai.      

久部良は   いまでも   旧暦に するんだよ。 【A】 

 [dt20966-67 年中行事 p9] 

波下線部で示しているように、先行する文で与那国島の比川と祖納の二つの村が正月を

新暦で行うようになったことが、伝えられている。A は、そのことをものがたり文で伝えて

いるのである。その後に、B が、それはどういうわけなのかという理由をたずねている。A

はそれに答えている。そして、A は、最後に与那国島の残りの一つの村＝久部良という村は

反対に旧暦でやっているという内容を補っている。ここでは、nai 文は、《但し書き》的に例

外を補っているのである。 

 

 

143) [戦時中に日本兵に言われて荷物を運んでいた時の話] 

A：mː miɴ ɴdi   butaːbaː, unu   umaː  na na   tabusu      naitʼijoː  m   

    水が 出て いたから、その そこ     泥水の道に なってね  
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butaŋaː,    unuː  ʧinaɴduː  daː  kʼuruɴdi  ɴdi,  katami   kujaʃi   butaː… 

いたけど、その 砂を    家 作ろうと 言って、担ぎ  運んで いた… 

B：atugara  kamaɴki   tama  utti, kamanu    daː  buːru  mujaʃiɴdjanai. 

  後から あそこへ  弾を  撃ち、あそこの 家  全部 燃やしたんだぞ。 

A：uɴ.  unu  da  kʼuruɴdi ɴdibi,   ʧinaɴ  kujaʃi   butaŋaː,  ɴma  buru  tʼuja  ɴma 

うん。その  家 作ると  言うから、砂   運んで いたが、馬  いる 人は  馬を 

muti   kuɴdi    ɴtʼaba,       bjaˑtʼiŋaː  na  ʧinaɴ  tʼakʼuru   ɴmani   uʃitʼi, 

持って 来いと 言ったから、兄が     砂を   二袋     馬に  つけて、 

muti     suŋadu,  unu   tabutabu  itigarani, ɴmaja  aʃiɸumi  kitigarani, 

持って 来たが、その  タブタブ やって、馬は   足踏み してから、 

nuranu     tʒidi  arunai.   

登らない  わけなんだよ。【A】 

[空襲の話 p47] 

A は、戦中日本兵に家を作らされていたこと、そして、その時自分が何をしていたのかに

ついて、B に話している。はじめの波下線部で示してあるように、その途中で、話し手 A は

言いよどむ。そのとき、話し相手 B が、その作ろうとしていた家がどうなったのかについ

て、二つ目の波下線部で示してある文で結末を伝える。その文につづいて、話し手 A は、

みっつめの波下線部で示してある逆接的なつづけ文のあとに、そのあとの展開をつけくわ

えている。nai 文は、そのあとの展開をつけくわえる文として現れている。 

とすれば、ここの nai 文は、他のものと同じように、つけくわえられた内容を対象的な内

容にしている。しかし、ここでは、補うという働きよりもむしろ、自分の伝える文の内容、

それが奉仕するところの話が終っていなくて、つづくことを伝える文として働いている。こ

こに、終助辞をもたない普通のものがたり文とも、sai 文とも異なる、nai 文の特性がある。

nai 文は、テーマにそって出来事をつづけていることの印になる。 

 次にあげる用例のように、nai 文は、話のテーマ、対象となるものごとに関する内容をつ

けくわえて、話を展開していく文として働いていて、話のテーマにそって、並列する、いく

つかの動作を具体化して付けくわえている。 

 

144) [戦時中の食生活について話している] 

A：unu   tsaɴdiru  katamitʼi,  naɴnija     anaganu     amitʼidu   aiti, 

その  小笊     担いで、  そのままは  それだけ長い 道を   歩き、 

uɴni      iː    magaʃi   hataru.   uɴtʼi   kiʃi,   hatarudo.     ubaniː. 

そのように  ご飯を 賄って  食べた。 芋を   耕し、食べたんだよ。姉さん。 

B：hoː. 

ほー。 
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A：irja,    tainatsanu     ubanija   suːnuŋi  kaniŋatʼi,  çikoˑkiŋa  kunutʼaɴdi 

やると、タイナツァの  姉さんは  慌てふためいて、 飛行機が  来ないうちにと 

eˑ  unuː   nuɴdi  ɴduɴga.   utʧiniː  mumi   iritʼi,    tʒiŋu   jaɴdamiti  kija, 

  その   何と 言うのか。臼に  籾を    入れて、もう 勢いをつけては、 

ʃiti    ʃiti    buru  tʒidi  arunai.   ʃiː    ubani    baː   ubani   

ついて ついて いる わけなんだよ。それっ 姉さん 私達の 姉さん 

taimanu    kerajani     buruɴdi    bjaːtʼiŋa   ɴdu   tʒidiː. 

タイマの ケラヤ(地名)に いると   兄が   言う わけ。【A】 

[空襲の話 p38-9] 

上の例では、波下線部で示してあるように、先行する文で自らの生活について伝えている。

その文は、人の意志的な活動と動作を伝えている。そして、話し手 A は、その生活として

の意志的な活動（賄う）と動作（食べる）の他にある、生活としての動作をつけくわえてい

る。 

 次にあげる 2 例のように、先行する文にある話の対象となっているものごとについて、

nai 文の話し手が内容をつけくわえて、その対象についての話をつづけていく、あるいは、

広げていく場合も見られる。つぎにあげる、はじめの用例では、nai 文は、先行する文の内

容に含まれている「チルの畑」についての内容を付けくわえて、話を展開させている。あと

の用例では、nai 文は、「カラ山」についての内容を付けくわえて、話を展開させている。二

つの用例の nai 文は、指示代名詞を自らの構成に持ちこんでいて、先行する文の内容に含ま

れているものごとに照応させて、自らの文の内容につなげている。 

 

145) A：dunu    hatagi  maibaradu  arujuɴgaraː,  uɴnija     uɴtʼi   kiʃi, 

自分の  畑     前だから、     そのように 芋を  耕し、 

ɸuɴdija      uɴnija       kuroː  kiranutaɴ. 

食べるために  そのように  苦労 しなかった。 

B：haː  unu   tanubi,    iginu,  tʒiru    hatagijoː,  iginu,  ubaragatjanu 

    その タヌビ(地名)、 つまり、 チルの  畑よ、  つまり、ウバラガテャの 

hatagiː  eː  keitʒikanu  ha  tʒiru  tʒiru   hatagitʼi   hatagitʼidu  aɴsai.  iginu,  umi. 

畑     ケイチカの   チル チルの 畑    畑であるんだよ。つまり、そこで。 

A：m    m. 

うん うん。 

B：m.    〇〇ŋaː      ɴnjaru   dugurunu  timajeːni   umi    migigaːni 

  うん。 〇〇(人名)が  死んだ  ところの 手前で  そこで 右側で 

umi    tʒikuɴtʼa  nai    muitibaɴdijoː. 

そこで ススキ  今  生えているってよ。 
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A：ei  ei  aɴ. 

ある。 

B：unu   hatagitʼini   uɴtʼi  bitigarani, mata  dunaɴdagigara, 

その  畑に    芋を 植えて、  また 与那国岳から 

umaɴkidu  maː  uɴtʼi    kiʃiɴdi   çiru tʒidi  arunai. 

そこへ     芋を  耕しに    行くんだよ。 

A：ɸuː. 

ほー。【A】 

[空襲の話 p36-7] 

146)  

A：mː.iʃitigarani,   unuː  oː  nai  tʒitʒiːtatinu  uɴtʼinudu  tsutʒi     haidatanajoː,   

      そうしてから、その     薄い    芋粥を  すすって 食べながらね、 

giɴnimuɴdaˑma   kiʃiː,   nuɴgara  kitʼi,  dusabija  unu   karajamaɴdi, 

ギンネムン山  耕して、何か  して、夕方   その  カラ山って 

iginuː,   muranu  utsuni   aru   karajamaˑ 

つまり、  村の  後ろに  ある カラ山 

B：iʃi.  aɴ.  aɴ. 

  そう。ある。 ある。 

A：karigara   namaki  saɴnaɴdidu  maː  jakubagara turiʃimari  kidu  aŋadu,  maː 

あれから   生木  切るなと    役場から  取締り して あるが、もう 

nuːtʒimu  tʒididu  arunai. 

盗む     わけなんだよ。   【A】 

[dt20951 空襲の話 p12-13] 

 次にあげる用例では、具体化するという働きが絡み合っている。波下線部で示してある

saja たずね文は、話し手 B が過去に相手 A に「心臓。」と言っていたことについて確認要求

している。その saja 文に後続する nai 文は、その過去において、相手 A にどう言っていたの

か具体的に伝えている。 

 

147) [B がヒステリックになっておかしくなっていると噂されていたことについての話] 

A：m.  çisutoi     çisutori     bjoˑkidu  uguri     buruɴdidu. 

ヒストリー ヒストリーの   病気    起こって  いると。 

aŋa   bjoˑkija  bagaranuɴkiju.   aŋadu  buru  nai  〇〇〇〇     〇〇〇tʼaɴ 

私の 病気は 分からないでね。私が  皆   今  〇〇〇(人名 a) 〇〇〇(人名 b)達も 

uɴnidu         ndi    butarutiˑ.   〇〇〇        〇〇〇tʼaɴ           buru    ɸuː   

そのように   言って いたわけ。〇〇〇(人名 c)  〇〇〇(人名 d)達も  みんな   
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ɴdi    butaŋadu,naː  aŋa   bjoːkidu  bagaranuŋajeːɴdi.   

言って いたが、   私の 病気    分からないんだなあと。 

B：iʃeː.   aŋaja    ʃiɴdzoːɴdidu  ɴdaɴki    ɴdi    butaɴsaja. 

そうね。私は  「心臓。」と  あなたに 言って  いたよね？ 

ɴdaja    ʃiɴdzo. nuːɴ   aru.   ɴda     munumui   ki    tuɴna. 

あなたは 心臓。  何か  あるか。あなた   物思いを  して 通すな。 

〇〇〇           na  ɴnitaba,    munumui  kidu,  inamuɴdi  kaɴŋaitigaradu, 

〇〇〇(人名 e)       死んだから、 物思い  して、 残念と  考えてから、 

ʃiɴdzudu  aranuna.  kamado,  kamadoɴdi  aŋa   tʼaː    ʃitʼi,  ɴdi    burarunai. 

心臓ではないか？  カマド、カマドと  私が  ずっと 来て、言って いたんだよ。【A】 

 [dt20927 挨拶 p34-36] 

第３項 〈事実の投げかけ・提出〉 〈気づかせ〉  

 「sai」をもつ文は、意見の文やたずね文のまえにおかれて、 A)その前提・根拠として働

く場合、《意見やたずねの根拠としての内容》を対象的な内容のタイプにしていて、その内

容に条件づけられて〈事実の投げかけ・提出〉を表現する。あるいは、B)先行する、相手の

たずね文の内容に含みこまれている話し相手の認識・前提の間違いに気づかせて訂正させ

る文として働く場合 sai 文は、《聞き手が忘れている内容》、《聞き手が気づいていない内容》

を対象的な内容のタイプにしていて、その内容に条件づけられて〈気づかせ〉を表現する。、 

 sai 文は、意見やたずねの根拠としての内容を伝えているため、前提・結論の論理関係と

しての出来事を伝えている。また、話し相手の認識・前提の間違いに気づかせて訂正させて

いるという点でも、論理的な態度をしめしている。これらの点で、sai 文は、〈判断〉をモー

ダルな意味にもつ文の下位体系に位置づけられる9。 

 はじめにあげる用例は、sai 文が、A)意見の文やたずね文とむすびついてその前提・根拠

として働く場合の用例である。 

 話し手が、自らの、あるいは、相手の意見やたずねの根拠、あるいは、後続する出来事の

前提・根拠となる事実を聞き手に伝える場合がある。その伝達のために、sai 文が使用され

ていて、働いている。sai 文は、意見やたずねの前提・根拠としての出来事・特徴を文の対

象的な内容にしている。その対象的な内容は、話し手と聞き手がともに知っているものであ

る。sai 文は、そのような対象的な内容に条件づけられて、〈事実の投げかけ・提出〉を表現

している。 

 

148) [与那国島の中で運動会で一番になるのはいつも比川村だと G が若者に主張している] 

A：aŋa   mata  uɴtʼatʼija           ukki  kimiruɴsaja. budasaː. 

私が また それ達[他の村の若者達]は   降参させるだろ？ おじさん。 

B：uɴ. 

うん。 
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A：buɴkano   haʤimarijaˑ  dokokaɴdi   aŋa   ma  ɴdi     busai. 

  文化の  始まりは  どこかと  私が      言って いるんだよ。 

B：uɴ.    uɴ. 

うん。うん。 

A：ɴdigara,   çigawadenaikaɴdi   aŋa  ma  ɴdujuɴgarajuː.  mata  jonaguniʧuːgakoˑja 

  言ってから、比川ではないかと 私    言うからよ。 また  与那国中学校は 

uɴdoʃi   darega   motterukaːɴdi   aɴŋa   çigawaga   motteruɴdenaikaɴdi 

運動で 誰が  持ってるかと   私が  比川が   持ってるのではないかと 

uʃidu   aŋa   iʤimitʼija   aiti    aiti    buruːti.   

それで 私が  いじめては 歩いて  歩いて いるわけ。【A】 

 

 この用例の場面において、A は、はじめの波下線部で示してあるように、saja たずね文で

自らが他の村の若者達に、与那国島の中で運動会で一番になるのはいつも比川村であると

主張して、降参させていること、つまり、言い聞かせていることが事実であると B に確認

要求している。それに対して、B はその確認要求の内容を肯定していて、そのたずねの内容

が事実であることを知っている。したがって、sai 文は、相手 B にも知っている内容を伝え

て、事実としてさしだしているのである。 

そして、話し手 A は、その事実を根拠にして、その降参させることがいじめて歩いてい

ることであるという意見を、伝えている。そのことは、おわりの波下線部で示してあるよう

に、その文が「-ti わけ・のだ」という〈解き明かし＝意義づけ〉を表現する文であることか

らも明らかである。 

 

149) B：iti,      bagarutʼaja, maː    ɴduŋa     ɴduɴni    taiŋai  e   iʃija 

そして、若い頃は、 まあ  あなたが  言うように 大概     やっては  

kidu   butaŋadu,   mata  anu  ɴdimurani   ʃiɴka   sagabitʼi,  tumaimurjaː  iriɴmai 

して いたけど、        私  比川村で  仲間  少なくて、 祖納村は  西組 

ubuginu  mura  katakumi    tʼukumi mata   irjamai  irjamaija  mata   uːbuginu 

大きな  村  一方の組  一組  また  西組  西組は  また    大きな 

kumi...ʃi  tʼaku  tʼukumi  naitʼi,  çigawatu  miˑkumiɴdidu  uɴdokai   itaɴsai. 

組…で     一組   なって、比川と   三組と    運動会を やったんだよ。 

A：iʃe.     iʃe.     iʃe. 

そうね。そうね。そうね。 

B：baŋa   seineɴnu  basunijaː. uɴni  aranuɴki,   nainiɴdu    kumi  kumi   kʼuitʼi, 

私達が 青年の  頃には。 そうじゃなくて、  今のように 組  組     作って、 

itiɴdi    aŋamaja  tʼakumi irimaja  miːkumiˑ  ɴdimura   tʼukumiɴdi iʃarubaja,   nai   

やりに  東組は  二組  西組は 三組   比川村の 一組と     やったら、 今 
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nai  ki   buruɴnidu    iʃi    burubaja, ikkaɴ   uɴtʼatʼajaˑ    irimaiʃikanu 

今 して いるように やって いれば、  絶対  それ達は   イリマイシカの 

matʼsutu   anutu  tʼaiɴtu  uʃikiru    tʼu buranutaɴjoˑ. 

マツと  私と 二人と おさえる  人  いなかったよ。【A】 

 

 この用例の場面も、まえの用例と同じように、話し手と相手が知っている運動会の出来事

について話している場面である。B が過去にどのように運動会を行ったのかについて sai 文

で伝えている。それに対して A は肯定している。 

そして、B は、その事実を投げかけて、根拠にして自らの意見を伝えているのである。そ

のことは、おわりの波下線部で示してあるように、その文が「ikkaɴ 絶対」という陳述副詞

をともなった否定文であることから、明らかである。 

 

150) [昔の人達の家作りについて話している] 

A：ɴkʼaʧiˑ  mata  utinutaː   ɴmagara  itʒibugudu  ɴdaŋa    kujaʃi 

昔     また  ウタヌ田  馬で   石    あなたが 運んで  

wataɴsai. 

いらっしゃったんだよ。 

B：uɴ. 

うん。 

A：kanu  katanu   

  あの   方向に 

B：iʃeː. 

そうね。 

A：taɴki    ɴdi 

  田んぼに あなたの 

B：iʃeː. 

そうね。 

A：taɴki 

田んぼに 

B：iʃeː. 

そうね。   

A：nimutunu   tatiɴtʼagara     kujaʃi   wataɴsu        nainu   tʼuŋa  

根本の     田んぼなどから 運んで  いらっしゃたもの  今の  人が 

umadi   kujaiɴdi   ɴduba,   ʤettai   kujaʃi  tʼsanuɴ. 

そこ  運べと  言ったら、絶対   運べない。【A】 

子供達の方言 p72-3] 
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 この用例の場面は、昔の家づくりの話をしながら、A が、今の若い人達と自分達世代との

能力の差を指摘している場面である。A は、はじめに sai 文を用いて、相手 B＝二人称が馬

で家を建てるための石を運んでいたことについて伝えている。その内容は相手 B 自身のこ

となので、相手 B は、その内容を知っていて肯定する。さらに、A は、その運んでいた場所

がどこなのかを伝えている。つまり、sai 文の内容は聞き手も知っている内容なのである。 

そして、A は、その内容を投げかけて、根拠にして自らの意見を伝えている。そのことは、

おわりの波下線部で示してあるように、その文が「ʤettai 絶対」という陳述副詞をともなっ

ていて、可能動詞の否定形を述語にもつ〈断定〉の文であることからも、明らかである。 

 

つぎにあげる用例は、B) sai 文が、先行する相手のたずね文の認識・前提の間違いに気づ

かせる場合の用例である。そこには、相手のたずね文が先行していて、それに sai 文が後続

するという配置関係があり、相手がたずねて、sai 文の話し手が答えるという話しあいの構

造がある。このとき、相手のたずね文の内容には相手の前提が含みこまれている。sai 文は、

その前提を訂正したり、その間違いに気づかせる文として働いている。話し手は、《聞き手

が忘れている内容（知っていた内容）》や、《聞き手が気づいていない内容》を文の対象的な

内容にしている。sai 文は、その内容に条件づけられていて、〈気づかせ〉を表現している。 

この場合、sai 文の伝える内容は、nai 文とちがっていて、聞き手の前提を否定していたり、

改めさせることが多い。nai 文の場合は、聞き手の内容を肯定しながら、足りない内容をつ

けたすだけである。 

 

151) [戦後のお互いの家族の状況について話している] 

A：〇〇toː         bajanu     〇〇tu           diɴdimunudu  ataruɴdjaː. 

〇〇[人名 a]と  我が家の   〇〇[人名 b]と     同い年だったんだぞ。 

C：iʃiː. 

そう？ 

A：tu  tuganidu   nataŋadujoː. 

    十日に  産んだけどね。 

B：ɴmi    〇〇        buŋaː. 

  どこに 〇〇[人名 b] いるのか？ 

A：ɴnuɴsai. 

死んでいるよ。【A】 

 

 この場面において、B は、疑問詞たずね文で A にたずねている。その疑問詞たずね文は、

b がどこかにいることを前提にしていて、いる場所がどこなのかたずねている。それに対し

て、A は、sai をもつ文で答えている。sai 文は、b が死んでいるという、人の無意志的な変

化を伝えている。「死んでいる」ということは、人がこの世に存在しないということなので、
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sai 文は、B のたずね文に答えながらも、その前提＝人がこの世にいるということが間違っ

ているということに気づかせているのである。 

 

152) [運動会で敵わないような人が出て来なくなった原因について話している] 

A：ma  ʤiɴkoŋa  buranu   tameʃi  ɴdi    burujaˑ. 

      人口が  いない ためでと 言って いるよね？ 

B：ʤiɴkoɴŋa  saː...  mata   sagagu   nai     buɴsai.      ugaratʼijeˑ. 

  人口が     また  少なく なって  いるんだよ。 それだけね。【A】 

 

 この場面において、A が、肯否たずね文として働く ja 文を用いて B にたずねている。そ

のたずね文の内容は、敵わない人が出て来なくなった原因としての出来事である。ja たずね

文は、原因は人口がいないためであるかどうかをたずねている。それに対して、B は、sai 文

でその原因としての出来事を答えている。sai 文は、人口が少なくなっていること、すなわ

ち、人の存在の量の変化について伝えている。sai 文は、人口が「いない」というのではな

く、先行する文の部分＝述語の内容を変えて、「少なくなっている」ということを伝えてい

るのである。そのため、話し手 B は、sai 文を用いて相手 A の認識の間違いに気づかせてい

る。 

上にあげた B)の例のように、sai をもつ文が、相手のたずねに答えている文である場合、

sai 文が意見の文として働くようになっている。そして、意見の文として働く sai 文は、次の

例のように、たずね文とのむすびつき、《たずねる―答える》という話しあいの構造から離

れても存在するようになっている。 

つぎにあげる、はじめの用例では、sai 文の話し手 B は、意見を伝えて、相手 A に話し手

B の態度に気づかせている。あとの用例では、sai 文は、話し手 A の意見を伝えて、聞き手

B の自覚を促せるために、話し手 A の態度に気づかせている。 

 

153) [A は、B に B 自身のことを大事にするように働きかけたが、B は自分のことよりも子

供を構うのが嬉しいと言っている] 

A：ija. a,  uɴnja       ɴsaɴ  aija  kiruɴŋa,  kamadoˑ. 

      そのようには   良いけど、     カマドー。 

B：ɴdu,   aŋamitʼiɴtʼaɴki  anu  nu    hanaŋi  arubaɴ,  ɴŋibaɴ, 

  まあ、 子供達に   私  何      冗談でも、  棘でも(文句でも) 

ɴditʼidu,   anu    jatʒimariruɴsai. 

言って、  私  安心することができるんだよ。 

A：jeː, jei, jei. ɴsaɴ   aija  kiruɴ. 

              良くは  ある。【A】          
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154) [子ども達に方言を教えるのは誰がいいのかについて、話している] 

A：ɴdi      tʼsu   tʼsanubitʼi,   gakumuɴja  ki, 

あなた達      知らないで、 学問は  して、 

gakuja   maisagu  ɴdurja,     ɴdurjaɴdi      nai   oːibari   

学校は 多く   出ているから、 出ているからって 今   いばり   

kitʼi   buija   kiruŋa,  

して  いては するが、 

ɴdija     uɴninu      kutu  minuɴsai.    ɴkʼaʧikutuni   taiʃitija   ɴdiŋa 

あなた達は そのような  こと ないんだよ。 昔のこと   対しては あなた達が 

banututʼaki  bagaranuɴdoˑɴdi   ɴdi     tʼamibiː,   

私達ほど  分からないよと  言って  教えて、 

naraʃi     utugaɴtuja     naranuɴdjaˑ. 

習わせて  置かないとは  ならないぞ。 

B：m.    naranurja    

うん。ならないから 【A】                    

[dt20927 子供達の方言 p50-1]＠ 

第４節 評価 

 人間が確認するのは、知覚・体験したり、想像したり、判断したりする現実世界の出来事・

特徴だけではない。人間は、自らの動機を実現させるような、あるいは、願いや目的を達成

するために必要なものごとを選んで、行動する。このとき、人間は、動機を実現させるよう

な、あるいは、願いや目的を達成するために必要なものごとが、良いものであるか、悪いも

のであるか、ふさわしいものであるのか、ふさわしくないものであるか、見立てている。こ

のような心理活動も、人間の対象的な活動から切り離すことのできないものである。あるも

のごとに対する見立てが正確に客観的になされていれば、人間はより高いレベルで実践的

な対象的活動を実現させていくことができる。 

与那国方言の様々なモダリティ形式を体系的に位置づけるためにも、この見立て、すなわ

ち、《評価》についておさえておくことにする。以下では、見立て、評価の起こり、欲求と

情動・感情との関わり、実践における真なるものと美的なものとのむすびつきについて、ま

とめておく。 

 人間の見立ては、欲求とむすびつくところの、情動・感情から始まる。人間は、ある時代

の社会・歴史の発展の水準にしたがって、現実のものごとを認識し、そのものごとに対する

情動・感情を呼び起こされる。情動・感情を呼び起こすものごとは、つねに、人間の欲求と

関わるものである。情動・感情は、その欲求を満たす活動の中で、活動の結果によって呼び

起こされるのである。 

 たとえば、人間の欲求を満たす活動とその結果が成功的であれば、人間に、満足、喜び、

快感などの肯定的な情動・感情をもたらし、その活動と結果が失敗であれば、不満、怒り、



 

129 

 

残念、不快感などの否定的な情動・感情をもたらす。あるいは、活動を成功に導きうるもの、

助けるものは肯定的な情動・感情をもたらし、そうでないものは、否定的な情動・感情をも

たらす。 

情動・感情が、上にあげたような、満足、不満などであれば、情動・感情は、現実のもの

ごとに対する評価のはじめの環である。情動・感情とは、現実世界のものごとにたいする、

受動的な主観的体験である。 

人間に情動・感情を引き起こし、欲求を満たすのは、成功に導き、結果をもたらすところ

の実践である。この、成功に導く実践は、現実のものごとの本質、法則にしたがった実践で

ある。人間は、現実のものごとのつくりかえ、実践を勝手気ままに行うことはできない。現

実のものごとの本質、法則を無視して、現実のものごとをつくりかえ、実践すると、失敗に

おわる。反対に、本質、法則、すなわち、真なるものを客観的に、正確に、深く認識して、

その認識をもとにつくりかえるとき、現実のものごとのつくりかえ、実践は、成功する。 

 本質、法則、すなわち、真なるものを客観的に、正確に、深く認識して、その認識をもと

に現実のものごとをつくりかえるとき、成功に導かれる。実践が成功すると、人間のもとに

満足などの情動・感情、すなわち、美的なものが与えられる。そのため、現実のものごとの

本質は、真なるものだけでなく、美的なものを含んでいる。 

人間は、ある時代の社会・歴史の発展の水準にしたがって、現実のものごとを正確に、客

観的に認識するだけでなく、情動・感情といった美的なものを経験して、人間の欲求を満た

すものの範囲をますます広げていく。そして、人間の欲求を満たすところの、さまざまなも

のごとは、人間の記憶の中に、知識として保存されていき、人間に情動・感情を呼び起こし

て、人間の欲求を満たすものとして見立てられる。つまり、人間にとって良いものであるの

か、役に立つのか、ふさわしいのかという側面からも、現実のものごとを意識するのである。

そのような認識を経て、その結果としての知識が、客観的真理へと近づいていく。現実のも

のごとの本質、そのことの認識と知識、すなわち、客観的真理は、真なるものと美的なもの

の統一である。 

人間は、現実世界のものごとの本質と法則といった真なるものを認識するだけでなく、現

実世界のものごとに対する、情動・感情、見立てといった美的なものを正確に認識して、真

なるものと美的なものの統一である客観的真理を獲得する。実践を成功へと導き、人間の欲

求を満たすのは、客観的真理である。人間は、客観的真理によって明らかにされた現実のも

のごとの本質、法則、価値にしたがって、現実のものごとをつくりかえることができるので

ある。つまり、見立てが正確に客観的になされていれば、人間はより高いレベルで実践的な

対象的活動を実現させていくことができ、人間の欲求を満たすのである。 

良いかどうか、ふさわしいかどうかといった見立ては、それまでの経験の中で、情動・感

情を呼び起こされたことや、認識したこと、読んだり、聞いたりして得た知識を前提にして

成り立っている。情動・感情、認識、知識を前提にして、あるものごとが良いものであるか

どうか、ふさわしいものであるかどうか見立てることや、そのものの意義を明らかにするこ
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とを評価とよぶ10。賛美、非難、感嘆などのように、現実の心理活動には様々な評価がある

が、ある文は、このような心理過程を一般化して《評価》というモダリティとして表現して

いる。《評価》を表現している文のことを《評価的な文》とよぶ。 

《評価》は、知覚したことや、読んだり、聞いたりして得た知識をもとにしているので、

《確認》というモーダルな意味を前提にしている。そのため、本論文では、評価的な文を文

の通達的なタイプの上位の要素としてではなく、ものがたり文の下位タイプとして位置づ

け、《評価》というモダリティを、《確認》というモーダルな意味につけくわえられるところ

の、あるいは、からみついているところのモダリティであると、認めている11。 

《評価》は、すでにある記憶・経験や知識を前提にして、現実世界の特徴・出来事を、良

いものであるかどうかなど見立てたものごととして文の対象的な内容にとりこむ、話し手

の積極的な態度（かまえ）である。《評価》のモダリティをもつ文は、評価的な文は、形容

詞述語文や、ある名詞述語文を念頭におくと、理解できる。 

 

155) A：saigono   hanaʃidu  arujuɴgara,  mata     iranugaraja,  nuɴ   

最後の  話であるから、   また [話を]しなかったら、何も  

umutʼsa  minuɴsaː. 

面白く ないだろ？ 

B：iʃe.   umutʼsa minuɴ. 

  そうね。面白く ない。【A】 

 

156) nuɴ   nuɴ    naranujuɴgara, nuɴ   naranuɴgara,   ɴdakʼa   tʒiɴŋi. 

何も 何も  できないから、 何も  できないから、あなたより 悪い。【A】 

 

157) mata  saɴ      nuɴgara  kanai   mari   buruɴgarajuː,  aragu  ʃanadu  aru. 

また あなた自身も 何か   優秀に なって いるからね、とても 嬉しい。【A】 

 

158) ɴbitakŋa    ɴdu   munuja  tubjamunuiɴdi   kaɴgaitʼi,… 

ンビタカが  言う ものは 嘘だと     考えて…【A】 

 

それぞれの言語の中には、さまざまな《評価》を表現するモダリティ形式がある。第 4 節

では、《評価》をあらわす、与那国方言の文のさまざまな形式について記述する。第 1 項で

は〈聞き手利益への配慮〉を表現する「do」の文と「dja」の文、第 2 項では〈情動・感情的

的な評価〉を表現する「ŋaje」の文と「suja」の文、「baɴja」の文について記述していく。 

 

 



 

131 

 

第１項 〈聞き手利益への配慮〉 

「do」をもつ文と「dja」をもつ文は《聞き手利益への配慮のあり方》で対立している。

do をもつ文は、〈聞き手利益への配慮のあること〉を表現する。dja をもつ文は、〈聞き手利

益への配慮のないこと（話し手の動機・目的を実現させるために意味のあること）〉を表現

する。利益のあることを表現しているため、do をもつ文と dja をもつ文は、ともに《評価》

を前提にもっている。以下では、この二つの文について記述している。 

 

◆do をもつ文 

 do を持つ文（以下、do 文）は、《聞き手にとって望ましい、有益な内容》を対象的な内容

にして、〈聞き手利益への配慮のあること〉を表している。そのことの根拠には、A)依頼と

して働くたずね文と結びつく do 文、B)依頼を限定付きで否定していることについて伝える

do 文、C）《方法》についてたずねる疑問詞たずね文と結びつく do 文が、あげられる。 

 

A) 依頼として働くたずね文と結びつく do 文 

159) [買い物の依頼をする場面] 

A：suː   tumaimuraɴki  waruna. 

今日 祖納へ       お出でになりますか？ 

B：suː   anuːɴ  tumaiɴki  a   dudu    ai,   maː  ma  çiruɴdoː. 

  今日 私も   祖納へ   用事が あって、          行くよ。 

A：ita,  waiɴnani  kiː  wataja,   itʼa,  taɴdi   aː  ɴnatʼiː   tuirubagainu 

 じゃ、いらっしゃるんだったら、じゃ、お願い     縄を   十尋ばかりの 

ɴnatʼiː  kaitʼi   turaʃi  waraninukajaː. 

縄を  買って くださらないかな？ 

B：ɴsaɴ.   uja   aŋaː  dudu  kitʼiː, kairini   aŋa   kai     muti   ʃi   ujaɴdoː. 

  良いよ。それは 私が 用事 して、帰りに  私が 買って 持って 来て 差し上げるよ。

【A】 

 

この例の、do 文の用いられた場面は、A が、B に買い物を依頼したくて、訪ねて来ている

場面である。この場面において、依頼的なたずね文「ɴnatʼiː kaitʼi turaʃi  waraninukajaː.縄を

買ってくださらないかな？」が do 文に先行している。このたずね文が単に情報を求めてい

るだけでなく、依頼として働いていることは、そのたずね文に先行する「taɴdi お願い」に

さしだされている。依頼文の対象的な内容のタイプは、話し手にとって望ましい、相手(二

人称)に実行してもらいたい出来事である。したがって、この用例のたずね文によって、A に

とって望ましい《出来事＝活動》を実行できるかどうかについてたずねていることが、表現

されている。 

そして、このたずね文に応じて、do 文は、A にとって望ましい《出来事＝活動と動作》
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を《一人称》の B が《未来》に実行するということについて、伝えている。相手の求めると

ころの、望ましい活動なり動作を実行するという点では、do 文は話し手の承諾として働い

ている。さらに、この《出来事》は、《授受動詞》「kai muti ʃi ujaɴ 買って持って来て差し上

げる」によってさしだされていて、聞き手に利益を与えることが明示されている。したがっ

て、do 文の対象的な内容は、《聞き手にとって望ましい、有益な出来事＝活動》である。 

 

B) 依頼を限定付きで否定していることについて伝える do 文 

次の例も、A が B に依頼しに来ている場面である。A)の用例と違うところは、依頼を B

が断るところである。この例は、後に上げる dja 文の E)の用例と対照的であることを示す、

重要な用例である。 

 

160) A：dugabaɴ  duganibagiɴ  ɴkaʃi,           mutu   naranujuɴgara,   mː  midu 

床も   床までも  水浸しにさせて、もと しょうがないから、   溝 

miɴ   hagaʃi,  kʼatinagi,        midu   tʼutʒija    kʼui    turaʃi  waibi,  eː 

水を 捌かせて、捨てるように、 溝を  一つは   作って   くださって、 

iʃi     turaʃi  wariɴdi  ɴdi    tʼsariruɴdidu     aigu. 

やって  くださいと  言って 申し上げようと 来た。 

B：maː  uɴninu     kutujaː   hajagu   ku.    iʃibikina   munudu  aŋa, 

    そのような  ことは 早く  来い。 やるべき ものであるが、 

kuja    jusaɴnu  kaɴkeiɴ   arujuɴgaraː, u     naiɴdija   a  naranuɴdoː. 

これは 予算の  関係も   あるから、 それ  今すぐには  できないよ。 

A：na  josaɴ  josaɴdi  ɴdi    ɴdi    waru      munuja   banu   dunamunu.  

    予算  予算と 言って 言って いらっしゃる ものは  私達の 税金。 

nuɴ  usamidu  dunaɴ  usamidu  buruɴdjaː. （省略） itʼa,  banuja 

何々 納めて 税金も 納めて いるんだぞ。（省略）じゃ、  私達は 

naɴni    buriɴdina.   uɴnija   naranujuɴgara, nuguʃi  arubaɴ  m  iʃi    turaʃi  wari. 

そのまま いろってか？そうでは いけないから、どうにかしてでも  やって ください。 

B：maː  uɴnija      mataː  aː  kumadi    haɴtaikitʼiɴ,  suɴtu  tatʒibatuʃiti, 

       そのようには また   ここから 反対しても、 村長の 立場として、 

uɴnija      naritatanujuɴgara,   itʼa   atʼagara    josaɴ   tsimuiː   itigaradu,  maː   

そのようでは 成り立たないから、じゃ  明日から 予算  見積もり やってから、 

iʃi    çirarirjaː,  ma  uɴni     iʃi      kutʼaja,   nidi    turaʃi  çirijuː. 

やって いけるから、  そのように やって  来るまでは、我慢して くださいよ。【A】 

 

この場面において、依頼をするために来たということについて伝えるものがたり文「iʃi 

turaʃi wariɴdi ɴdi tʼsariruɴdidu aigu 溝を一つは作ってくださって、やってくださいと言
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って申し上げようと来た」が、do 文に先行している。そこでは、A の依頼の態度が表明さ

れているのである。 

そして、その文に応じて、まず、命令文がさしだされ、その後に、話し手の依頼する《出

来事＝活動》を実行できないことについて伝える do 文「naranuɴdoːできない」が、続く。つ

まり、その文によって、A の依頼を断っていることが理解できる。 

しかし、do 文は、ただできないことを伝えているのではなく、「kuja jusaɴnu kaɴkeiɴ  

arujuɴgaraː予算の関係もあるから」と、実行できない理由を従属複文で述べ、さらに「naiɴdija

今すぐには」と《対比のとりたて形》を用い、《今すぐではない未来の時間》と関係づけな

がら、その活動を未来に実行できるということについて、伝えている。そのことは、後続の

従属複文「atʼagara josaɴ tsimuiː itigaradu, iʃi çirarirjaː,明日から予算見積もりやってから、

やっていけるから、」と依頼文「uɴni  iʃi  kutaja,nidi turaʃi  çirijuːそのようにやって来るま

では、我慢してくださいよ」にも示されている。 

つまり、話し手が断っているとしても、do 文は、その時間をとりたてて、その近未来の

活動の実行について否定していて、未来において実行しうることとして伝えているので、聞

き手にとって望ましい、有益な活動が未来に存在する可能性を伝えていて、譲歩しているの

である。したがって、ここでの do 文の対象的な内容も、《聞き手にとって望ましい、有益な

内容＝活動》である。 

 

C)《方法》についてたずねる疑問詞たずね文と結びつく do 文 

161) B：uja     nuguʃi    pʼa   munuja.   uja. 

    それは どうやって 切る ものなの？  それは。 

A：ɴda     ubugi      ubugi      nai    mununu  uɴtuɴ  bagaranunai. 

   あなた それぐらい それぐらいに なった ものが それも 分からないのか。  

B：anu  naibagiɴ   uː    nuguʃi     pʼaɴdi  bagaranuɴ. 

  私  今まで   それ どのように 切るか 分からない。 

A：eː  nuɴgara  unu   kutuʃi   ɴduru  baija  ututitʼi,   eː  kuduɴti   natigaranu 

    何か    その ことで  出た  芽は 置いといて、  去年に  なってからの 

baija  ɸurubai  ɸurubaidu  pʼaʃi  pʼaʃitigarani,  kunu  haː  judaja  tʼutuguruɴki 

芽は 古芽  古芽を    切って 切ってから、この  葉  枝は   一か所に 

duːʃi,  kunu   nibariɴki   rippani   duʃi     katadzukikiː  utugu  kutudoː. 

寄せて、この  根っこに  上手に 寄せて   片づけして  おく ことだよ。 

B：oː. 

はい。【A】 

 

この例の、do 文の用いられる場面は、聞き手 B が木の剪定のし方で困っていることに対

して、その方法を話し手 A が教えている場面である。 
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この場面において、疑問詞たずね文「uja nuguʃi pʼa munuja.それはどうやって切るものな

の？」が do 文に先行していて、《出来事＝動作（切る）》を実現させる《方法》が未知であ

り、知りたいということを表現している。そのことは、後続するものがたり文「nuguʃi  pʼaɴdi 

bagaranuɴ どのように切るか分からない。」にも、明示されている。 

そして、その文に応じて、そのたずねに対する答え、すなわち、具体的な《方法》を伝え

る do 文（実線下線部）が、後続する。そのため、do 文は、たずね手＝B の知りたいという

欲求を満たすところの内容を、伝えている。したがって、この用例における do 文の対象的

な内容も、《聞き手にとって望ましい、有益な内容＝動作・活動》である。 

 

小括 

do 文は、話しあいの構造の中で、A から C までのような《文と文のむすびつき》を持っ

ている。do 文は、A では、依頼文との関係の中で、依頼文の内容＝依頼主にとって実行し

てほしい、望ましい活動を伝えている。B でも、依頼文との関係の中で、依頼を限定付きで

否定し、依頼された《活動》を今すぐではない未来に実行できることについて伝えていて、

聞き手にとって望ましい活動を伝えている。C では、たずね文との関係の中で、たずね文の

内容＝たずね手の知りたい活動とその方法を(知ることが望ましい活動とその方法)、伝えて

いる。 

 do 文が A~C に代表される文と文の結びつきのタイプを持っていることから、do 文の内

容が《聞き手にとって望ましい内容、有益な内容》について伝えているということを、取り

だすことができる。つまり、do 文の対象的な内容は、《聞き手にとって望ましい内容＝有益

な内容》である。do をもつ文は、その文の対象的な内容に条件づけられて、〈聞き手利益へ

の配慮のあること〉を表す。 

 

◆dja をもつ文 

dja を持つ文は、《聞き手の欲求や要求に反する内容》、《話し手の要求を達成するための

内容》を対象的な内容にしていて、〈聞き手利益への配慮のないこと(話し手の動機・目的を

実現させるために意味のあること)〉を表している。そのことの根拠には、D)話し手の依頼

が正当であることの理由・根拠を伝える dja 文、E)依頼文、必要の判断の文による聞き手か

らの働きかけを、ただ否定する dja 文、F)たずね文の話し手の前提を否定する dja 文が、あ

げられる。 

 

D) 話し手の依頼が正当であることの理由・根拠を伝える dja 文 

162)  

B：itʼa   atʼagara    josaɴ  tsimuiː   itigaradu,  maː  iʃi    çirarirjaː, 

じゃ  明日から 予算  見積もり やってから、   やって いけるから、 
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ma  uɴni      iʃi      kutʼaja,   nidi     turaʃi  çirijuː. 

そのように やって  来るまでは、我慢して くださいよ。 

A：ɴdadu     tʒimanu  ujaɴdjaː.   tʒimanu  ujaʃi  m   nuɴdi  arubaɴ,   

  あなたは  島の   親なんだぞ。島の  親で     どうにかしてでも 

nuguʃi  arubaɴ,  itʼaː   u    ʤuːmiɴja  banuja  ikaʃiɴnagi、   iʃi    turaʃi  wari. 

どうであっても、じゃ  それ 住民は   私達は 生かすように、やって ください。【A】 

 

この dja 文の用いられた場面は、do 文の B)と同じ場面で、話し手 A が、聞き手 B に依頼

しに来た場面である。この場面において、A が依頼をするために来たということについて伝

えるものがたり文「iʃi  turaʃi  wariɴdi ɴdi tʼsariruɴdidu aigu 溝を一つは作ってくださっ

て、やってくださいと言って申し上げようと来た」が先に与えられていて、それに対して、

B が「nidi  turaʃi  çirijuː.我慢してくださいよ。」として応じる依頼文が、続く。つまり、そ

の依頼は一時的に断っているのである。 

そして、その文に応じて、聞き手のもつ《質》についての話し手の《評価的な判断》を伝

える dja 文「ɴdadu  tʒimanu  uja あなたは島の親なんだ」が、後続する。dja 文の中にある

「uja 親」という単語は、「agami 子」との関係において、面倒を見たりする、責任をもった

社会的な存在であることをうつしだしているだろう。この dja 文によって、依頼の根拠を述

べている。そして、一度断られた依頼をもう一度伝えている依頼文「banuja  ikaʃiɴnagi iʃi 

turaʃi  wari.私達は生かすように、やってください。」が、後続する。つまり、話し手は自ら

の要求を主張し続けているのである。そして、「あなたは島の親なんだ」という dja 文の内

容を伝えることによって、話し手にとって望ましい出来事(聞き手 B が溝を作ってくれるこ

と)が実現されるように、聞き手が実行する責任のある人物であることの自覚を促している

のである。ここで利益を受け取るのは、話し手である。したがって、dja 文の対象的な内容

は、《話し手の要求を達成するための内容》である。そこでは、話し手は、文の内容が聞き

手にとって望ましいか、有益であるかには無関心なのである。  

 

E)依頼文、必要の判断の文による聞き手からの働きかけを、ただ否定する dja 文 

163)  

A：agamiɴtʼaŋa  maŋuɴtʼaŋa  kuː   munuja  tami    ɴdaŋa   bagaːru    munuja 

   子供達が  孫達が   来る ものは 教えて あなたが 分かる   ものは 

buru   tami   turaʃi  wari. 

全部 教えて ください。 

B：aŋadoː, 

だけど、 

A：m. 

  うん。 



 

136 

 

B：ma  naibagiɴdu  naru.   naigaraja   naidaɴginu. 

        今までは  できる。これからは  できなそう。 

A：eːi. 

  えー。 

B：tukurudukuru   batʒidu  kiru... 

  所々       忘れる… 

A：iʃeː.   maˑ.                                    

  そうね。 

B：soːtidu  arujuɴgara, 

    わけだから、 

A：eːi. 

  えー 

B：ɴdaninu      tʼuɴtagadu    nagara   ubuitʼi   tuitʼiː, 

  あなたのような  人達が    今から   覚えて 取って、 

A：mː. 

うん。 

B：              iranutu    naranuɴ. 

   [子供達に方言を教えることを]やらないと いけない。 

A：jaː  amja  kitsuatsunu  nuppa  naitʼiju,     nuɴ   nuɴ   naranuɴdja. [笑い声] 

       私は 血圧が     変に  なってね、 何も  何も  できないんだぞ。 

nuɴ  naranujuɴgara, nuɴ   naranuɴgara,   ɴdakʼa   tʒiɴŋi.   anuː. 

何も できないから、何も できないから、 あなたより 悪い。 私。 

B：aːi  nuwa. 

    何を。【A】 

 

この例の dja 文の用いられる場面は、A が方言を子供達に教えるよう、B が依頼している

場面である。この場面において、依頼文「ɴdaŋa  bagaːru munuja buru tami turaʃi wari.あな

たが分かるものは全部教えてください。」と必要の判断の文「ɴdaninu  tʼuɴtʼagadu  nagara 

ubuitʼi  tuitʼiː, iranutu naranuɴ.あなたのような人達が今から  覚えて取って、やらないといけ

ない。」が dja 文に先行していて、A が《活動（教える）》を実行するように、B が働きかけ

ていることが表現されている。 

そして、その文に応じて、「kitsuatsunu  nuppa  naitʼiju,nuɴ  nuɴ  naranuɴ 血圧が変になっ

てね、何も何もできない」という判断を伝える dja 文が、後続する。ここでの dja 文は、《極

限のとりたて形》をとる「nuɴ 何も」単語を構成に持っていて、その活動が全く実行できな

いということを伝えている。つまり、ここでの dja 文も、話し相手が求めるところの、相手

にとって望ましい運動の実現の可能性が存在しないことを、表現しているのである。したが
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って、ここでの dja 文も、話し相手＝B の《要求に反する内容》を伝えている。つまり、聞

き手にとって望ましい、有益な内容ではないのである。 

 

F) たずね文の話し手の前提を否定する dja 文 

164) A：nunu     kutujaː.  amaːtiʃitaruɴdjaː.  tʼunu  maiʃiɴ  ɴnuɴsujaː   

       どういう ことか？  急だぞ。   人の   死   死んだのは 

nuː  mː  nuː    aibi,        uɴni     ma   maiʃi        minuɴga.     dugujaː. 

何    何が あったから、そのように    亡くなって  しまったのか？  毒か？ 

B：tʼsanuɴdja.  nu   nuɴdi   minuɴkidu, tʼaː amatitʒuɴni  çiruɴdjaː. 

  知らないぞ。 何 何と  なしで、     急に    逝くんだぞ。 

naɴki  wari. 

中に  いらっしゃい。 

A：oː. 

はい。【A】 

 

この、dja 文の用いられた場面は、B の妻が亡くなったので、A が、B の家に訪ねて来て

いる場面である。この場面において、疑問詞たずね文「nuː aibi,uɴni ma maiʃi minuɴga.何

があったから、そのように亡くなってしまったのか？」が dja 文に先行していて、B の妻が

死んだ《原因・理由》を知りたくて、たずねていることが表現されている。 

そして、その文に応じて、B の《認識状態（知らない）》を伝える do 文が、後続する。話

し手 B の答えは、相手 A の前提(話し手 B が知っている)とは反対の内容(「tʼsanuɴ 知らな

い」)なのである。つまり、話し手 B は、相手 A の知りたい内容を持っていないことについ

て伝えているのである。そのため、dja 文は、《聞き手の知りたいという欲求に反する、ある

いはその欲求を満たさない内容》について伝えているのである。その内容は、聞き手にとっ

て望ましい、有益な内容ではないのである。 

 

小括 

 dja 文は、話しあいの構造の中で、D から F までの《文と文のむすびつき》を持っている。

dja 文は、D では、依頼文との関係から、話し手にとって望ましい運動を聞き手が実現する

こと、つまり、依頼が成立することの根拠＝理由を伝えている。E では、聞き手の求める運

動が何もできないということを伝えていて、聞き手にとって望ましい運動が実現される可

能性のないことを伝えている。F では、疑問詞たずね文の内容＝質問者が知りたい内容を求

めているのに対して、その知りたい内容を伝えていない。 

 dja 文が D~F に代表される文と文のむすびつきのタイプを持っていることから、dja 文の

対象的な内容が、《聞き手の欲求や要求に反する内容》、《話し手の要求を達成するための内

容》について伝えているということを、取りだすことができる。つまり、dja 文の対象的な
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内容は、《聞き手にとって望ましくない内容》、《話し手の要求を満たす内容》である。dja を

もつ文は、その文の対象的な内容に条件づけられて、〈聞き手利益への配慮のないこと(話し

手の動機・目的を実現させるために意味のあること)〉を表す。 

 

第２項 〈情動・感情的な評価〉 

 人間は、ある時代における社会・歴史の発展の水準にしたがって、現実のものごとを認識

し、そのものごとに対する情動・感情を呼び起こされる。情動・感情を呼び起こすものごと

は、つねに、人間の欲求と関わるものである。情動・感情は、その欲求を満たす活動によっ

て、活動の結果によって呼び起こされるのである。情動・感情とは、現実世界のものごとに

たいする、受動的な主観的体験である。 

 情動と感情は、欲求とむすびつき、その欲求の対象にしたがって、それぞれの本質を規定

されている。 

情動とは、呼吸、食べ物、飲み水、本能的に自己を他の外敵から守って生きることなどの、

有機的欲求を満たす活動の結果とむすびつくところの、単純な主観的体験である。情動は、

状況的なものであり、一時的なものである。 

感情とは、人類の社会・歴史的発展の中で、社会生活の中で生まれた欲求を満たす活動の

結果とむすびつくところの体験である。感情は、状況的・一時的なものもあるが、持続的に

存在しうるものであり、情動の一般化した結果である。 

与那国方言には、情動と感情を表現している文がある。このような文には、「ŋaje をもつ

文」、「suja をもつ文」、「baɴja をもつ文」がある。これらの文は、《情動・感情的な評価》を

表現することで統一している。しかし、それぞれの文は、どのような情動・感情とむすびつ

いて表現されているのか、話しあいの構造の中でどのような機能を実現させているかとい

った点で、異なっている。以下では、「ŋaje をもつ文」、「suja をもつ文」、「baɴja をもつ文」

について、順に記述している。 

 

◆ŋaje をもつ文 

 「ŋaje12」をもつ文は、現実世界の出来事・特徴を何らかの感情をともなって評価するも

のとして取り込んでいることを、表現している。ŋaje をもつ文は、同意をもとめたり、相手

を誉めたりする文として働く場合がある。いずれにしても、このとき、相手に何らかの行動

をもとめることは前提にない。 

 

165) [ごはんを食べた後に] 

maɴŋajeː. 

おいしいねえ。【B】 
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166) suˑɴ    attsaɴŋajeː. 

きょうも 暑いねえ。【B】 

 

167)  iː  waʃiki   naitʼi,  ɴsataɴŋajeː. 

良い 天気に なって、  良かったねえ。【B】 

 

168)  [久しぶりに来た孫をみて] 

hanako,  niguratʼa  abjaru    ɴnani   tʒiː   buŋaje.  aragu   abjaɴdoː. 

ハナコ、とても  きれいな 服を  着て いるなあ。とても かわいいよ。【B】 

[2014 年 11 月 29 日うちはら] 

 次にあげる用例は、いくつかの認識過程を経て、現実世界のものごとの本質的な特徴を発

見した後に、何らかの感情をともなって評価している。 

 

169) [ヒステリックになっておかしくなっていると噂されていたことについての話] 

çisutoi     çisutori     bjoˑkidu  uguri    buruɴdidu. 

ヒストリー ヒストリーの   病気   起こって  いると。 

aŋa   bjoˑkija  bagaranuɴkiju.   aŋadu  buru  nai  〇〇〇〇     〇〇〇tʼaɴ 

私の 病気は 分からないでね。私が  皆   今  〇〇〇(人名 a) 〇〇〇(人名 b)達も 

uɴnidu         ndi    butarutiˑ.  〇〇〇        〇〇〇tʼaɴ           buru    ɸuː   

そのように   言って いたわけ。〇〇〇(人名 c)  〇〇〇(人名 d)達も  みんな   

ɴdi    butaŋadu, naː  aŋa   bjoːkidu  bagaranuŋajeːɴdi.   

言って いたが、   私の 病気     分からないんだなあと。【A】 

 

170) anu   bagarununa, bagarunaɴdi    ɴdu  butuɴdjaː.    uɴkara   umuɴdaʃitʼidu, 

「私  分かるか？ 分かるか？」と 言う わけなんだぞ。それから 思い出して、 

aː  naibagiɴ japaː   nutʼinu  atabaː,    tubaruɴgajeːɴdi    hanaʃi  kitʼi,… 

「 今まで  やっぱ 命が   あったから、会うんだなあ」と  話を  して、…【A】 

 

◆suja をもつ文 

 「suja」をもつ文も、さまざまな感情をともなって評価していることを、表現している。

そして、その感情＝評価的な態度を表現することで、相手への働きかけや、その前提を示し

ている。suja をもつ文は、さまざまな感情をともなっていることを、表現している。 

 つぎにあげる用例は、suja をもつ文が驚きの感情をともなっている用例である。 

 

 

171) [昔の人たちの知恵のすごさについて話している] 
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A：uɴnjaː      kaɴnariɴdi  natʼija     iʃidu  itaruɴdja.  naija   aɴmari   kaɴnariɴ  

  その時には 雷って   なったら、   やったぞ。   今は  あんまり  雷  

naganuɴ. 

鳴らない。 

B：ujuː  nuɴdija.  nudaɴtittaː ujuː   kinu  ha:ʃi   jukuː bagaʃi   butaɴsuja. 

 それを どうして。野草など それを 木の 葉で よく 見分けて いたんだなあ。

【A】 

 

172) [赤ちゃんが歩けるようになったのを見て] 

agamitʼija  dujagu    aiti    buɴsuja. 

子どもは  ようやく 歩いて  いるなあ。【B】 

[2014 年 10 月 18 日くぶら] 

173) [食堂に食べに行くと、行列になっているので] 

maːʃiku    tʼu     buɴsuja. 

たくさん 人が  いるなあ。【B】 

 

174) [行列になるほど人気の食堂なのに] 

tunainu  tʼuja   katsudoɴ  tuɴ     hai      minuɴsuja.  

隣の  人は  カツ丼   全然   食べて ないなあ。【B】 

 

175) kuja     aragu    maɴsuja.     mabiɴ   hai  busaɴ.  

これは とても   おいしい！ もっと   食べたい！【B】 

 

次の用例は、suja 文が願いの感情をともなっている場合である。 

 

176) A：sunu      duija       kareːdu  arudo. 

きょうの 晩御飯は   カレーだよ。 

B：hajagu    hai  busaɴsujaː. 

はやく  食べたいなあ。【B】 

 

つぎにあげる用例は、suja 文が誉めたり、称賛したりする時に使用されている用例である。 

 

177) [ごはんを子ども達だけで作ったのか聞かれて] 

A：iʃidoː.     baŋadu   kʼwarudo:. 

そうだよ。私達が  作ったんだよ。 
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B：ubumaiɸunadu  aɴsuja. 

とてもお利口だね。【B】 

[2015 年 7 月 8 日うちはら] 

178) [自分の力だけで小屋を作ることができる人はほとんどいないという話をしている] 

aŋa   kiraidatʼiɴtʼa   aŋa   tʼaːɴ  kʼui   kurja, 

私が  機械小屋など 私が ずっと 作って きたら、 

na  nagara   tʒirumaru  tʼudu  aɴsuja.  uɴninu    maː   ɴdija   kiruŋadu 

「 今では 珍しい  人だなあ」と   そのように    言いは するんだけど、 

naɴ  uɴninu  munutʼiɴtʼataruɴdi  anuja  mata  tiːtʒi  gumakaʃitʼija   bui  buruti. 

「何も そんな ものぐらい」と  私は また      ごまかしては  いるわけ。【A】 

 

つぎにあげる用例は、suja 文が、悲しみの感情をともなっていることを表す場合である。 

 

179) [みんなでたくさんの時間をかけて作った砂の山を見て] 

kunu  ʧinaɴ    damaɴ  attamaɴguru   kadiʃi   buru    daɴdidu  buru. 

この 砂の  山も  明日あたり 台風で  ぜんぶ  壊れて   いる。 

sabitʼsadu  aɴsuja. 

さみいしいなあ。【B】 

[2014 年 12 月 2 日うちはら] 

 次にあげる用例では、suja をもつ文は、相手にたいする怒りや呆れの感情を押し出しなが

ら評価していることを、表現している。そして、この suja をもつ文は、相手に何らかの行動

をもとめている文とむすびつくという特性がある。このことは、ŋaje をもつ文と異なる特性

である。 

 

180) [相手が帰ろうとしているので] 

nuɴdi    nai  taigu  taiguɴdi    ɴdi  waruɴsuja.  sunatʼi. 

どうして 今  早く  早くと  おっしゃるんだ。 兄さん。 

uɴni     ɴdi  waranuɴki,  jukkuri   aɴbitʼi,  warjahai. 

そんなに  おっしゃらないで、ゆっくり 遊んで、お帰りなさいよ。【A】 

 

181) timunu  bariɴdi   ɴdjaː,    timunu  baranuɴki    aɴbi   buɴsuja. 

薪を  割れと 言ったら、薪を  割らないで 遊んで いるんだね。 

ʃitata   timunu  bari.   nuɴdi    baranuɴki    buɴsuja. 

はやく 薪を  割れ。どうして 割らないで  いるんだ。【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

182) [辺りが暗くなってきたのに、まだ外で遊んでいる子供がいたので、家に帰るよう言っ
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た。辺りが暗くなって一時間後、言ったにもかかわらず、まだ遊んでいたので、怒って] 

kisa    daɴki  çiriɴdi  ɴdjattaɴdo.  nuɴdi    umi   naibagiɴ  aɴbi    buɴsuja.  

さっき 家に 帰れと 言ったよ。どうして ここで 今まで 遊んで いるんだ。 

hajagu   daɴki  çiri.   ija,      abutʼaŋa     ʃiba  kiruɴdoː. 

はやく  家に   帰れ。お父さん、お母さんが   心配するよ。【B】 

[2015 年 7 月 7 日うちはら] 

183) [酒の飲みすぎで入院して、この間退院したばかりの友達が同窓会に来た。友達は酒を

飲もうと言い出したが、その友達の奥さんに「飲もうとしていたら、注意してね」と言

われていたので] 

ɴda    sagi   numuɴdi  ɴduɴsuja. 

あなた  酒を  飲むと   言うんだなあ。 

ɴda     tugaja   sagi  numuɴnaɴdidu  ɴdi    bui  aranutanai.  

あなたの  妻は  酒を 飲むなと    言って  いなかったか。 

tuɴ   ʃiba  kimiɴnajoː. 

妻を 心配させるなよ。【B】 

[2015 年 7 月 7 日うちはら] 

184) [大人になっても喧嘩をしたことを非難して] 

ɴdi,       ɸudutʼiɴ,        muɴdu  kiruɴsuja.  haɴka     minunaː.  

あなた達、大人になっても、喧嘩するんだなあ。 恥ずかしく ないの？【B】 

[2015 年 7 月 7 日うちはら] 

◆「baɴja」をもつ文 

 「baɴja」をもつ文は、現実世界の出来事・特徴を意外であるという感情を前面に出しな

がら評価したものとして文の対象的な内容にとりこんで、伝えている文である。baɴja をも

つ文は、そのような対象的な内容に条件づけられて、〈ミラティヴィティ〉を表現している。 

 はじめにあげる、いくつかの用例では、驚きの感情を前面に出している用例である。 

 

185) [B の孫が生まれたので、A がたずねてきた] 

B：ha   nu   uɴnibagiɴja     iʃi  waranu    ɴsadu  aru. 

   はあ 何も そんなにまで  なさらなくても いい。 

a  iti     itʼa,   maŋutʼiːnu  niɴki   iti,     maŋutʼi  datʼibi,  kari   ki   mata 

  行って、じゃ、 孫の    側に 行って、孫を  抱いて、あれ  して また 

karui  kʼi    turaʃi  wari. 

徳を つけて ください。 

A：ija  na  uɴni     ɴdararu   agamitʼija  ujaː   mattaku 

           そんなに かわいい 子供は  それは  まったく 
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ʤiʤitudu  ɴni   buribaɴja. 

爺さんと 似て いるんだあ。【A】 

 

186) waʃikiːɴ  hari.  agaiː,   iː  tiɴ tiɴki    naidu   buribaɴja. 

天気も  晴れ。あけて、良い   天気に なって  いるなあ。【A】 

 

つぎにあげる用例の場合は、偶然のきっかけによって話し手が予想外の事実として気づ

き、確認する場合である。 

 

187) [孫は、留学に行くと言っていたが、まだいると思っていたので] 

ma:   çuribaɴja. 

もう  行っているんだあ。【B】 

 

188) [お遣いに行っていたお父さんが帰ってきたので、レシートを受け取り、見て] 

ijaja      saːkattiɴkiˑ,   sagibagiɴ   kaidu    aribaɴja. 

お父さんは 自分勝手して、酒まで   買って あるんだあ。【B】 

[2014 年 12 月 16 日うちはら] 

189)  [昨日酔っぱらって、間違って隣の家に行っていたことを怒られて] 

anuja   sagi   numi,  biːtʼi ,   tunainu  daɴki  çutarubaɴja. 

私は  酒を 飲み、酔って、  隣の  家に 行っていたんだあ。【B】 

[2014 年 12 月 22 日うちはら] 

このほかにも、baɴja をもつ文は、意識的な確認活動が先行していて、意識的確認活動に

よって捉えた変化の結果の状態が発話時において事実であると確認している場合にも使用

されている。 

 

190) [痩せ細っている猫を見ていて、その猫がいつか死ぬのではないかと、友達と話してい

て、ある日その猫が死んでいるのを見つけて] 

ɴnurubaɴja.   tʒimurisanu. 

[やっぱり]死んだんだあ。かわいそうだな。【B】 

 

191) [テレビの衝撃映像で飛行機があやしい動きをしているのを見ていて、トイレに行き、

戻ってもう 1 度見ると、飛行機が墜落して炎上しているのを見て] 

uturubaɴja.  

[やっぱり]落ちたんだあ。【B】 

[2014 年 10 月 19 日まえふさと] 
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小括 

ŋaje をもつ文と suja をもつ文、baɴja をもつ文についてまとめる。これらは、〈情動・感情

的な評価〉を表現するという点で統一される。一方で、これらは、⑴どのような感情に焦点

をあてているのかいないか、⑵話しあいの中での機能において異なっている。 

 

◆ŋaje をもつ文 

⑴プラスな感情、マイナスな感情など、幅広い感情をもって現実世界の出来事を評価して文

の内容にとりこむ。 

⑵同意を求める文として働く。その点で聞き手めあて性はあるが、内言や独り言の中に現れ

てくることから、suja より聞き手めあて性は弱い。ŋaje 文の内容が、聞き手の利益になる場

合は見当たらないため、聞き手利益への配慮はない。 

 

◆suja をもつ文 

⑴さまざまな感情をともなって評価するという点では、ŋaje 文と共通するが、相手にたいす

る怒りや呆れの感情を押し出しながら評価して感情をもって現実世界の出来事を評価して

文の内容にとりこむという点で異なる。 

⑵内言や独り言の中に現れてくるという点では ŋaje 文と同じだが、相手に対する怒りや呆

れの感情をともなっているという点では、聞き手めあて性が ŋaje 文と baɴja 文より強い。ま

た、suja 文は、話し手の動機・目的を達成させるために、相手に何らかの行動をもとめてい

る文とむすびつくという点で、suja 文の内容に聞き手利益への配慮はない。 

 

◆baɴja をもつ文 

⑴意外であるという感情を前面に出しながら評価した現実世界の出来事・特徴を、文の対象

的な内容にとりこんで、伝えている点で、他の文より感情が焦点化されている。 

⑵内言や独り言の中に現れてくるという点では ŋaje 文と suja 文と同じだが、相手にたいす

る怒りや呆れの感情を押し出しながら評価したり、同意を求めたりしないという点で聞き

手めあて性が最も弱い。そして、baɴja 文は、話し手の認識の変化に関心がある点、聞き手

めあて性が最も弱いということから、baɴja 文の内容に聞き手利益への配慮はない。 

 

第５節 現実性・可能性・必然性 

ものがたり文は、現実世界の出来事・特徴を話し手の《確認》したこととして伝えている。

ものがたり文の対象的な内容、つまり、《確認》の対象的な内容は、その確認のし方の違い

にしたがって、さまざまである。さらに、その対象的な内容は、現実世界の出来事が現実的

なものであるのか、可能なものであるか、必然的なものであるかなどの側面にしたがっても、

とりこんでいる。現実世界の出来事が現実的なものであるかなどは、レアリゼーションとし

ての出来事のあり方のことを指している。 
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現実的なものとしての出来事は、「kiruɴ（する）」をもつ文によって表現される。可能なも

のとしての出来事は、「ki  tʼsuɴ・kirariruɴ（することができる）」をもつ文によって表現され

る。必然的なものとしての出来事は、「kirjadu  naru（しなければならない）」をもつ文によ

って表現される。 

本節は、現実世界の出来事が現実的なものであるか、可能なものであるか、必然的なもの

であるかといった、現実世界の出来事のレアリゼーションとしてのあり方にしたがってと

りこまれる文の対象的な内容と、それに条件づけられるところの様々なモダリティについ

て記述する。つまり、文の対象的な内容が現実的なものであるか、可能的なものであるか、

必然的なものであるかにしたがって異なり、《確認》というモーダルな意味につけくわえら

られるところのモダリティを、記述するのである。一般的にいって、現実的なものとしての

出来事は、断定の文で表現されているが、それと対立するところの、必然的なものとしての

出来事は、《確認》だけでなく、《判断》、《評価》の対象的な内容としてとりこまれていて、

その絡み合いのもとに独特なモダリティを表現している。 

第 1 項では可能な出来事をあらわす文（以下、可能表現の文）について記述する。第 2 項

では、必然的な出来事をあらわす文（以下、必然表現の文）について記述する。 

 

第１項 可能表現の文 

 可能なものとして文の対象的な内容にとりこまれた出来事は、その出来事を成り立たせ

るものが条件であるのか能力であるかのにしたがって、基本的に表現される形式が異なっ

ている。さらに、そのレアリティのあり方にしたがって、時間的限定性にしたがって、人称

にしたがって、さまざまなモダリティを表現している。 

与那国方言の可能表現の文には、「kirariruɴ」と「ki  tʼsuɴ」という、ふたつの代表的な形

式がある。「kirariruɴ」は、動詞の語幹に「-ariruɴ」という接尾辞がつなぎ合わさった形で表

現されている。「ki  tʼsuɴ」は、動詞の連用形「ki(して)」に動詞「tʼsuɴ おほす・おほせる」

が組み合わさって表現される。 

 これらの形式を含めて、与那国方言における可能表現文の体系について明らかにした研

究は、これまでにはない。そのため、本節では、奥田靖雄 1986b、1996 で記述されている可

能表現の文の研究を土台にして、与那国方言における可能表現の文について明らかにする。

奥田の一連の論考では、さまざまな形式によって表現される可能のタイプが、あげられてい

る。まとめると、《能力可能》、《条件可能》、《規範可能》、《意志可能》（許可可能、承諾可能、

提案可能）、《実現の可能性》、《実現》、6 つのタイプがある。 

 さらに、動作・活動は、何らかの要因に条件づけられて、可能であることが表現される。

動作・活動が可能であることを条件づける要因には、さまざまなものがある。これらの可能

のタイプには、動作・活動が外的な要因や、内的な要因に条件づけられているものがある。

《能力可能》か《条件可能》かは、基本的にこのことによって分けられている。そして、こ

の可能のタイプは、《時間的限定性》の観点からさらに下位に分類されていて、それぞれ《ア
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クチュアルな可能》と《ポテンシャルな可能》とに分かれている。《実現の可能性》は、主

に、《アクチュアルな可能》であって、《ポテンシャルな可能》である《能力可能》《条件可

能》から区別される。 

したがって、本節では、1）可能であることを条件づけている、さまざまな要因、2）時間

的限定性の有無(状況語の時間名詞の表す時間的な特徴、主語や補語にさしだされる《人、

もの》が個別であるか・類としての一般化されたものであるか、文のテンポラリティ等)の

観点をもとに記述していく。 

 一方で、言語学でも、《可能》というカテゴリーは、《現実性》《必然性》のカテゴリーと

相互に対立しながら、動作・活動のレアリティとして統一していることが明らかにされてい

る。そのため、それらを表現する形式の間に移行過程も当然存在する。 

 日本語の可能表現研究においては、とくに、《可能性》と《現実性》の移行過程、相互関

係が報告されている[奥田 1986b、工藤 2014]。そして、これらの研究において、《実現》とい

う意味が取り上げられている。 

 

じっさい、そこにさしだされる動作が、特定の時間を指定されている、い

ちいちの具体的なものであれば、することができるを述語にする可能表現

の文は、もちろん文脈や場面にもかかわっているのだが、／可能／という

よりも、むしろ／実現／をいいあらわしている。ところが、はっきりした

時間的な規定をうけとらず、これからのある時間にとにかくなりたつこと

があると、みなされる動作は、その可能性がとらえられている。[奥田 1986b：

p.221] 

 

 可能を表現する形式には〈実現〉〈非実現・不実行〉という文法的な意味がある。この文

法的な意味も本項では扱うことになる。そうすることの理由は、一般的な動向にもとづく調

査でもあるが、与那国方言の可能表現の文を記述するにあたっては、人の期待や意図とかか

わって現れて《現実性》とむすびついてくるところの、この〈実現〉を扱わなければ、可能

表現形式のさまざまな現象を説明することができない。 

 したがって、ここでは次のような構成で記述している。まず、「ki  tʼsuɴ」の能力可能と

「kirariruɴ」の条件可能について記述する。その後に、それぞれの可能表現形式が《実現》

をあらわす場合について記述する。おわりに、ものがたり文として働く「kirariruɴ」の可能

表現の文が、必然(必要)表現の文やまちのぞみ文(意志表示文)へ移行していることについて

記述する。 

 

◆「ki  tʼsuɴ」系の可能表現の文 

 「ki  tʼsuɴ」系の可能表現の文は、時間的限定性のない、ポテンシャルな可能であるとこ

ろの、人の意志的な運動や活動、すなわち、主体にとってコントロールすることのできる出
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来事を文の対象的な内容にとりこんで、伝えている。そのことは、状況語として働く単語、

あるいは、単語の組みあわせが、幅広い時間帯を表現していることに示されている。ki tʼ

suɴ 系の可能表現の文は、この対象的な内容に条件づけられて、〈能力可能〉を表現してい

る。 

 はじめにあげる用例は、「ki tʼsuɴ」系がもっとも典型的な能力可能を表している用例で

ある。さまざまな条件があっても、その条件の働きかけの影響を受けないで、能力がポテン

シャルに存在することを表現している。 

 

192) kanu  abuja     duːja  gumatatʼidu  buŋa,  iɴsaru  munutʼaɴ   katami  tʼsuɴdoː. 

あの おばさんは 体は      小さいが、  重い  ものなども 担げるよ。【B】 

 [内原 2018 年 7 月 20 日] 

193) duja  gumatatʼidu  buŋa,munu  katamaimirjaja, igubuginu  munu  ataɴtʼiɴ,  muti  tʼsuɴ. 

  体は   小さいが、   もの 担がせたら、 重い     ものであっても、持てる。 

【B】 

 [内原 2018 年 7 月 20 日] 

 次にあげる用例は、「ki tʼsuɴ」の過去形「ki tʼsutaɴ」が、過去の幅広い時間帯に能力が

あったことを表現している用例である。 

 

194) anuja  gumarutʼaja   amada       kʼatʼami  tʼsutaɴdo.    

私は 小さい頃は  サトウキビ   担げたよ。【B】 

[内原 2018 年 1 月 22 日] 

195) abuja     duja  gumatatʼidu  wataŋa,        iɴsaru  munutʼaɴ   

  おばさんは 体は 小さくて   いらっしゃったが、 重い ものなども 

maisaru  munutʼaɴ   muti  tʼsutaɴ. 

大きい ものなども   持てた。【B】 

[内原 2018 年 7 月 20 日] 

次にあげる用例は、「ki tʼsuɴ」の否定形「ki tʼsanuɴ」の用例である。「ki tʼsuanuɴ」の

文は、能力が存在しないことを表現している。 

 

196) kanu  tʼuja   mjaːgunu  tʼudu  aŋa,  sagi    numi  tʼsanuɴdi  ɴdudoː. 

   あの 人は  宮古の    人だが、  酒が  飲めないと    言うんだよ。【B】 

 [内原 2018 年 7 月 20 日] 

197) ɴdaja   duːtuʃija   damatubarunu  hagaɴkija   çiː tʼsanu  hadije. 

お前は 一人では 大和畑の    墓には     行けないだろうな[けなす感じで]。【B】 

 

 「ki tʼsanuɴ」の過去形「ki tʼsanutaɴ」の文は、過去の幅広い時間帯に能力がなかった
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ことを表現している。 

 

198) unu   tʼuja   ɴkʼaʧija  guːja    hai  tʼsanutaɴdoː.  naija tʼuːbai  hai  tʼsuɴdo:. 

   その 人は 昔は  ゴーヤー  食べれなかったよ。今は 人の倍 食べれるよ。【B】 

 [内原 2018 年 1 月 22 日] 

199) tunainu  agamija  duːtʼuiʃi  ɴnani  tʒiː  tʼsanutaɴ. 

  隣りの 子供は 一人で  服を 着れなかった。【B】 

[内原 2018 年 1 月 22 日] 

次にあげる用例は、能力から人の特性へと移行していることを示している用例である。そ

のため、kiruɴ をもつ現実表現の文で表現される場合もある。 

 

200) kanu  tʼuja   harataija    buɴŋa,  aigamigaraja,  

   あの 人は 太っては  いるが、走らせたら、 

haɴ   ɴnaninutʼa,  aiti  tʼsuɴdoː/aiguɴdoː. 

足が 見えないほど、走れるよ／走るよ。【B】 

 [内原 2018 年 1 月 22 日] 

201) agamija    haː    minutaɴtʼiɴ, tʒiːja  pʼui  tsuɴsai/pʼuruɴ. 

赤ちゃんは 歯が なくても、  乳を 吸えるんだよ／吸う。【B】 

[内原 2018 年 7 月 20 日] 

◆「kirariruɴ」系の可能表現の文 

つづいて、「kirariruɴ」系の可能表現の文について記述していく。「kirariruɴ」系の可能表

現の文は、時間的限定性のない、ポテンシャルな可能であるところの、何らかの条件に依存

して可能である、人の意志的な動作・活動・状態を文の対象的な内容にとりこんで、伝えて

いる。「kirariruɴ」系の可能表現の文は、この対象的な内容に条件づけられて、〈条件可能〉

を表現している。 

 

202) anuja  haɴ   damaʃitʼi, aiganinutaŋa,   rihabirikitaba,     naija  duɴni   aigariruɴ. 

私は 足を 痛めて、 歩けなかったが、リハビリしたから、今は 十分に 歩ける。

【B】 

[内原 2018 年 6 月 19 日][] 

203) dunu   hatagini   uɴtʼija   aɴsai.    maiɴ   aɴsai. 

自分の 畑に   芋は   あるんだよ。 米も  あるんだよ。 

maiɴ  duʃi    kʼurariruɴsai    maː. 

米も 自分で 作れるんだよね  もう。【A】 
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204) ɴdu,   aŋamitʼiɴtʼaɴki  anu  nu    hanaŋi  arubaɴ,  ɴŋibaɴ 

  まあ、 子供達に     私  何    冗談でも、   棘でも[皮肉でも] 

ɴditʼidu,  anu   jatʒimariruɴsai. 

言って、 私  安心することができるんだよ。【A】 

 

 次にあげる用例は、社会的な条件、規範的なものに条件づけられて動作・活動が可能であ

ることを kirariruɴ の文が表している例である。この場合、ki  tsuɴ をもつ文によって表現す

ることはできない。 

 

205) ɴkʼaʧija  neɴkiɴdu  ɴdu   munu  minujuɴgara,  ɸuː      munu  numimunuɴ 

昔は   年金と   言う もの ないから、   食べる もの、 飲み物も 

haninutaɴ.    numaninutaɴ.  naija  neɴkiɴdu  ɴdu   munu  arujuɴgara,  iguratʼiɴ   

食べれなかった。飲めなかった。今は 年金と  言う もの  あるから、 いくらでも 

hariruɴ.  numariruɴ. 

食べれる。 飲める。【B】 

[内原 2018 年 6 月 30 日] 

206) [沖縄のビーチについて] 

naija  diɴ   haribadu, aɴbariruɴ/uŋariruɴ. 

今は お金 払えば、 遊べる／泳げる。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

207) kanu  hamaja  taɴgaɴ   ugariruɴdoː/aɴbariruɴdoː. 

  あの 浜は  誰でも 泳げるよ／遊べるよ。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

208) diɴ    ataja,   nuɴ    kariruɴ. 

  お金が あったら、 何でも 買える。【B】 

[内原 2018 年 6 月 19 日] 

 また、次にあげる用例のように、「kirariruɴ」の過去形「kiraritaɴ」は、過去の幅

広い時間帯にある条件があったために動作・活動が可能であったことを、表現して

いる。 

 

209) batagutʒiʃidu  numiɴdi  kaiɴdi   çiraritaɴ. 

  へそくりで 飲みに  買いに  行けた。 【B】[内原 2018 年 6 月 30 日] 

 

210) [戦後の状況について話している] 

haikjudu  arjaː,  kuɴdi    ɴdu  basunija  maː  u   mo  tuiɴdi     ɴdi,   

「配給であるから、来い」と 言う 時には    それ    取りにと 言って、 
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tʒiŋuː   uɴnu    basudu   muraʤuːnu  tʼuja ɴnaritaru.  tʒira   ɴnaritaruŋa, 

もう  そんな 時こそ  村中の   人は 見れた。   顔を 見れたが、 

ma  ʤeɴʤeɴ   bagaranutaɴdoː. 

   全然    分からなかったよ。【A】[空襲の話 p8] 

 

次にあげる用例は、「kirariruɴ」の否定形「kiraninuɴ」の用例である。「kiraninuɴ」をもつ

文は、現在において、ある条件があるために、動作・活動が不可能であることを表現してい

る。次の 2 例は外的な条件(第三者の特性)に依存して動作・活動が不可能である。 

 

211) kariɴki        ɴdaninuɴdoː. tʼiː   kʼaradarudoː. 

  あいつに[悩みなどは]言えないよ。 口が 軽いよ。【B】 

 [内原 2018 年 6 月 30 日] 

212) kanu  tʼuja  tʒimu  aradujuɴgara, ɴdaninuɴ. 

あの 人は 気が 荒いから、  言えない。【B】 

 

 次にあげる用例は、社会的な条件、規範的なものに条件づけられて動作が不可能である場

合である。 

 

213) unu  agamija    madi  baga  agamitʼidu  arjaː,  sagi  tabakuja   kaninuɴdoː. 

  その 子どもは まだ 若い 子どもだから、   酒  タバコは  買えないよ。【B】 

 [内原 2018 年 6 月 8 日] 

次の例では、内的な条件に依存して動作・活動が不可能であることを、kiraninu の文が表

現している例である。 

 

214) kanu  tʼuja  iɴsaru  munuɴtʼa   agidudinu   tʼudu  aŋa, 

あの 人は 重い  ものなど  上げ上手の  人だが、 

ɴbutʒi  damaʃiɴdi,     naija   agiraninuɴ. 

膝を  痛めたと言って、 今は  あげられない。【B】 [内原 2018 年 7 月 20 日] 

 

215) ɴbutʒi  dami    burujuɴgara, aiganinuɴ. 

   膝を  痛めて いるから、 歩けない。【B】 

 

 次にあげる用例は、話し手の評価的な判断に、つまり、内的な要因に条件づけられて動作

が不可能であることを、kiraninu の文が表現している。 
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216) damija   nuːɴdi    ɴduŋa,  maː  ibija   duguibadu  naru. 

    病気は 治ったと 言うが、 もう 少しは 休まなければならない。 

hatagitʼaja  madi  çiraninuɴ. 

畑などは まだ 行けない。【B】 

[内原 2018 年 6 月 19 日] 

 つぎの用例では、「kiraninuɴ」の過去形、「kiraninutaɴ」が、過去のある時点、あるいは、

幅広い時間帯において、何らかの条件に依存して動作・活動が不可能であることを表現して

いる。 

 

217) ɴkʼaʧija  neɴkiɴdu  ɴdu   munu  minujuɴgara, ɸuː     munu  numimunuɴ 

昔は    年金と   言う もの ないから、 食べる もの、飲み物も 

haninutaɴ.    numaninutaɴ.  naija  neɴkiɴdu  ɴdu   munu  arujuɴgara,   

食べれなかった。飲めなかった。 今は 年金と  言う もの  あるから、 

iguratʼiɴ   hariruɴ.  numariruɴ. 

いくらでも  食べれる。飲める。【B】 

[内原 2018 年 6 月 30 日] 

218) anuja  haɴ   damaʃitʼi, aiganinutaŋa,    rihabiri   kitaba, 

私は 足を 痛めて、  歩けなかったが、  リハビリ したから、 

naija  duɴni   aigariruɴ. 

今は 十分に 歩ける。【B】 

 

 つぎの用例では、条件的に可能であるところの、人一般の動作・活動を kirariruɴ 系の文が

表現しているが、そこでは、もはや、人や物の特性を表現するようになっている。いずれの

用例も、ki  tʼsanuɴ の文では表現することができない。 

 

219) tʼuja   ijuɴnija     uɴnaganu   nagiɴ  uŋaninuɴ. 

  人は 魚のようには  海の    中  泳げない。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

220) tiŋutʼi  kija   haɴmanu     duiɴki  kʼariruɴ. 

硬い   木は ハンマーの 柄に   使える。【B】 

 

221) uɴtʼinu  katʒinu  kʼuɴja  miɴtu   maɴditʼi, 

芋の   滓の   粉は  水と  混ぜて、 

uɴki     çikinikuɴtʼa     iritʼi,    daɴgo  kʼuitʼi,   maːti  magu    hariruɴdo:. 

それに ひき肉などを  入れて、団子  作って、よく おいしく 食べれるよ。【B】 
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222) sananabanijaju   hariru   nabatu    haninu   nabaga    aɴ. 

キノコにはね 食べれる キノコと 食べれない キノコが ある。【B】 

 

223) unu   utʒi  uma  waja  tutʒi  tui      butaɴtʼiɴ, 

その 牛  馬  豚は 年を とって いたとしても、 

ʃokudoɴki  muti    ititʼi,   daʧiɴkija   kʼariruɴ. buːru    kʼatiraninuɴdoː. 

食堂に  持って 行って、ダシには  使える。  ぜんぶ  捨てれないよ。【B】 

 

224) asaɴguruki,   duɴgurukija    haɴmanu   duiɴki  kʼaninuɴ. 

  アサングル木、ドゥングル木は ハンマーの 柄に  使えない。【B】 

 

225) unu  kaːja  duŋuridu   burujuɴgara, uŋaninuɴdoː. 

  その 川は 汚れて  いるから、 泳げないよ。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

226) umaja    ʃibadu  arja,   munu  utuganinuɴ. 

そこは   狭いから、  物を  置けない。【B】 

 

つぎにあげる用例は、kirariruɴ を述語にもつ文が〈実現の可能性〉を表現する例である。

〈実現の可能性〉とは、人が期待したり、意図したりした動作や活動が、アクチュアルに実

現する可能性のことである。 そのため、〈実現の可能性〉をあらわす文は、時間的限定性の

ある動作・活動を対象的な内容にしている。また、〈実現の可能性〉は、とりまく状況、そ

の人の内的な状況が原因として、条件として存在していることによって支えられているた

め、与那国方言では、基本的に条件可能形式である kirariruɴ をもつ文によって表現される。 

 はじめにあげる用例は、実現する可能性が未来にあることを、kirariruɴ の文が伝えている。 

 

227) [あした泳ぎに行くかどうか予定を立てている] 

attaja   çirariruɴdoː/uŋariruɴdoː. 

明日は 行けるよ／泳げるよ。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

228) ata   tʼumuːtini  hajagu  isani       iti,       miɴtabu  agaraʃitʼidu, du 

明日 朝に    早く  医者の所に 行き、[詰まった]耳を   あけさせて、 

dwai     kiɴdi  çirariruɴdi  umui    burutaʃi, 

お祝いを しに  行けると  思って いると、(省略)【A】 

 

 次にあげる用例は、実現する可能性が現在あることを、kirariruɴ の文が伝えている。 
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229) [ごはんをたくさん食べた後に、まだお腹にご飯が入るかどうか確かめるために] 

A：maibi     hariruna. 

  もう少し 食べれる？ 

B：ugaratidu   hariru. 

    少しだけ 食べれる。【B】 

 

230) [歩き疲れて、休憩中に余力があるかどうか確かめるために] 

A：maibi    aigariruna. 

   もう少し  歩ける？ 

B：ugaratʼidu  aigariru. 

   少しだけ 歩ける。【B】 

 

231) anu   aɴmasadu  aŋa, basununaija   hariruɴ. 

  私は  気分悪いけど、バナナは  食べれる。【B】 

 

 はじめにあげる用例は、kiraninuɴ の文が、実現する可能性が未来にないことを伝えてい

る。 

 

232) A：attaja   udiɴdi   çiranunaː. 

    明日は 泳ぎに 行かないの？ 

B：kadidu   çiti      burujuɴgara, attaja   uŋaninuɴ. 

  風邪を 引いて  いるから、 明日は 泳げない。【B】 

 [内原 2018 年 6 月 8 日] 

233) A：ɴdaɴ    suː   aɴbiɴdi  çirariruna. 

     あなたも 今日 遊びに 行けるの？ 

B：aː suja    isugasadu  arujuɴgara,  suja     çiraniuɴ. 

       今日は    忙しいから、   今日は  行けない。【B】 

 

234) ɴnani   ɴŋaidu   burujuɴgara, haɴdi,     karaŋai. 

服が  濡れて  いるから、  脱いで、  乾かせ。 

uɴnitʼija        haninuɴdoː.    ɴŋai   munu   tʒi:garaja,  kadi   kʼuɴdoː. 

そんなでは [夕飯を]食べれないよ。濡れた ものを 着たら、  風邪  引くよ。【B】 

 

 つぎにあげる用例では、実現する可能性が未来にないかどうかを、kiraninuɴ をもつ《たず

ね文》で確かめている。この用例の kiraninuɴ の文は、形式的には《たずね文》ではあるが、

機能的には《はたらきかけ文》として働いていて、未来の望ましい動作・活動の実現、実行
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を求めているという点で、その文の表す意味は、未来の〈実現・実行〉の意味に非常に近く

なっている。 

 

235) A：itʼa,   waiɴnani  kiː  wataja,   itʼa,  taɴdi   aː  ɴnatʼiː  tuirubagainu 

    じゃ、いらっしゃるんだったら、じゃ、 お願い      縄を   十尋ぐらいの 

ɴnatʼiː  kaitʼi   turaʃi  waraninukajaː. 

縄を  買って くださらないかな？  

B：ɴsaɴ.   uja   aŋaː  dudu   kitʼiː,  kairini  aŋa   kai    muti    ʃi   ujaɴdoː. 

 良いよ。それは 私が  用事 して、 帰りに 私が 買って 持って 来て 差し上げるよ。 

A：itʼaː,  uː   ʃiɴiɴbagai   muti     waitʼi       iʃi  turaʃi  waɴnu. 

   じゃ、それ 千円だけ   持って  いらっしゃって    ください。【A】 

[場面設定会話、依頼 dt20973] 

 次にあげる用例は、実現する可能性が現在にないことを、kiraninuɴ の文が伝えている。 

 

236) kanu  tʼuja  uta   dudidu  aŋa,  suja    nudu  kaɴtsariɴdi     uta  kiraninuɴ. 

  あの 人は 歌が  上手だが、 今日は  喉が 悪いと言って 歌えない。【B】 

年 7 月 20 日] 

237) kanu  tʼuja   saginumjadu  aŋa, kadiɴdi       suja    numaninuɴdi  ɴduɴsai. 

  あの 人は    酒飲みだが、 風邪と言って  今日は 飲めないと  言うよ。【B】 

 [内原 2018 年 7 月 20 日] 

238) suja     nitʒikadidu  arja,  naɴganija    uŋaninuɴ. 

きょうは   北風だから、    ナンガ海では 泳げない。【B】 

 

 つぎの用例は、現在において動作・活動が実現する可能性のないことを、継続動詞「ki  buɴ

している相当形式」の可能・否定の形である「ki  buraninuɴ」を述語にもつ文が、表現し

ている用例である。発話時において、現在実現する可能性のあることを否定しているという

点では、発話時現在にレアルに存在する可能性がないということであり、〈非実現〉を表現

している場合に近づいている。 

 

239) [お金を貸してほしいと言われて] 

itʼaː,  ma dutʒiɴtʼadu  arujuɴgara,ma  tʼsanuɴdi     ɴdiɴ      buraninuː.   ma 

じゃ、     友達だから、     知らないって 言っても  いられない。 

attaɴki  nai  narubaja,  maː gumaɴeɴdi  ɴdu   nuɴgara  diɴja   maː  naranuŋa, 

明日に    なれば、    五万円と  いう 何か  お金は       できないが、 

maː ibita  ibi  arubaɴ maː  kaɴgaibiː,  aruɴnija      uɴnija     turaɴdoː. 

   少し  少しでも     考えて、  あるだけは そのように 貸すよ。【A】 
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次にあげる用例は、動作・活動の実現する可能性が過去になかったことを発話時において

判断し、その判断の正しさをたずねていることについて伝えているところの、「kirariruɴ」系

のたずね文の用例である。そのたずね文の述語は、否定動詞「kiranuɴ しない相当形式」の

継続・可能・否定の「kiranuɴki buraninuɴ」の形である。差し迫った生活状況の中で、継

続している動作・活動の不実行が不可能であるということを、この形が表現しているとすれ

ば、この場合、「kiranuɴki buraninuɴ」を述語にもつ文は、必然(必要)表現の文へ移行してい

るとも考えられる。 

 

240)    kuːjuɴgara,  anu  ma  ʤettai  çiranuɴdi    ɴditʼi   butaɴŋa, 

[戦闘機が]来るから、 私    絶対  行かないと 言って  いたけど、 

         çiranuɴki   buraninuɴsaː. 

[食料が必要なので]行かないで おれないだろ？【A】 

 

つぎにあげる用例は、kirariruɴ を述語にもつ文が〈実現〉を表現する場合である。〈実現〉

とは、人が期待したり、意図したりする、アクチュアルに可能である動作や活動が、レアル

に存在するようになるというモダリティである。レアルに存在する時は、基本的に過去と現

在である。そのため、〈実現〉をあらわす文は、時間的限定性のある動作・活動を対象的な

内容にしている。 

こういう事実から、〈実現〉としてとりこまれる現実世界の出来事は、現実性としての出

来事に近づく。与那国方言では、実現をあらわす場合は、現実表現の文によって表現される

こともある。しかし、〈実現〉は、基本的には、条件可能形式 kirariruɴ をもつ文によって表

現されているが、能力可能形式 ki  tʼsuɴ をもつ文によっても表現されている。条件可能形

式 kirariruɴ をもつ文によって表現される場合と、能力可能形式 ki  tʼsuɴ をもつ文によって

表現される場合とでは、そのあり方も変わってくる。 

 まず、kirariruɴ の文が〈実現〉をあらわす場合の用例をあげる。kirariruɴ の文が〈実現〉

をあらわす場合、何らかの条件がレアルに存在しているために、期待したり、意図したりす

る動作や活動がアクチュアルに可能であること、不可能であることを、表現している。 

はじめにあげる用例は、過去に動作・活動が実現したこと、すなわち〈実現〉を表現して

いる例である。 

 

241) A：ɴnuja   waʃikija  daɴdidu  butaŋa,   hatagiɴkija   çiraritanaː. 

    昨日は 天気が 壊れて  いたが、 畑には    行けたか？ 

B：ɴnuja    çiraritaɴ. 

  昨日は 行けた。【B】 

 [内原 2018 年 6 月 30 日] 
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242) suja     sunu  mutijuŋa   digi  butaba,  maːʃiku    pʼaritaɴ. 

きょうは  潮の 流れが  良かったから、 たくさん 釣れた。【B】 

 

243) A：karitanaː. 

     買えたか？ 

B：miʃija  aŋai     butaba,    karitaɴdoː. 

  店は  開いて いたから、買えたよ。【B】 

[内原 2018 年 6 月 8 日] 

 つぎにあげる用例は、kiraritaɴ を述語にもつ《反事実仮想文》の例である。反事実仮想文

なので、その文の中に取り込まれる現実世界の出来事は、非レアルなものであり、実際には

存在しない。現実では、「何かのことを思って、眠れなかった」のであり、非実現の出来事

なのである。とすれば、この例の《反事実仮想文》の述語であるところの、kiraritaɴ の表す

意味は、それとは反対の出来事を表す意味、すなわち、「眠れた」という〈実現〉である。 

 

244) [夜食べようと買っておいたプリンを食べられたので、怒って] 

ɴdaŋa    hanubaja,    sunu   duru  aŋa   buːru   haidu   attaru. 

あなたが 食べなければ、今日の 夜  私が ぜんぶ  食べて  あった。 

nuɴnu  kutu   umanuɴki,   nidaritarumuɴja. 

何の ことも 思わないで、ねむれたのにね？【B】 

[2014 年 12 月 22 日うちはら] 

つぎにあげる用例は、実現しなかったこと、すなわち、〈非実現〉を表現している例であ

る。 

 

245) [戦争の話を聞いた時のことを話している] 

ma  baɴtʼaja   uɴni      nai  ʤuːbuɴni  bataɴŋa   ɴtʼi    burujuɴgara, 

  私達は   そのように 今   十分に  腹が   満ちて いるから、 

uɴni      burujuː.  banubagiɴ uɴni      kariŋa  ɴdu  munu  kaʃiɴdi   

そのように いるね。 私達も  そのように 彼が   言う もの 嘘だと 

ɴdaninutaɴdoː. 

言えなかったよ。【A】 

 

246) ɸusaru  munu    kaiɴdi  çirja,      miʃijaja   ʃimaitʼi,    kaninutaɴ. 

欲しい ものを 買いに 行ったら、店は    閉まって、買えなかった。【B】 

 

247) kaiɴdi   çitaga,     buːru    uraritʼi,    kaninutaɴ. 

  買いに 行ったが、みんな 売られて、買えなかった。【B】 
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248) ɴnuja   udiɴdi   çitaŋa,   kuragegadu  buibi,   udubusanuɴdi   

  昨日は 泳ぎに  行ったが、クラゲが   いるから、 危ないと思って、 

uŋaninutaɴ. 

泳げなかった。【B】 

 

249) ɴnuja   aɴbiɴdi  çirjaː,   naɴŋa  tagadu  aibi, udubusarujuɴgara, uŋaninutaɴ. 

  昨日は  遊びに  行ったら、波が     高くて、 危ないから、   泳げなかった。【B】 

 

次にあげる用例は、現在において動作・活動が実現していないことを、kiraninuɴ の文が表

現している例である。この場合、実現していないことを支える条件は、動作・活動のし手に

とって、実行すること、実行しないことを、強制するものであり、実行するかどうかの選択

の余地を与えないものである。 

 

250) kunu  basunu     naija   tʼsaridu  burujuɴgara,   maː   haninuɴ. 

   この バナナの  実は 腐れて  いるから、  もう 食べれない。 

kʼattiri.   mjakuɴki   iriri. 

捨てろ。 ごみへ   入れろ。【B】 

 

251) kunu  tumatuja   madi  bagadu  arujuɴgara,  turaninuɴ. 

   この トマトは まだ    若いから、      取れない。【B】 

 

252) aɴda  katʒimitaba,  tiːja  nurunuru  kibi, munu   tʒimiraninuɴ. 

  油  触ったから、手は ヌルヌルして、もの   つかめない。【B】 

 

 つぎにあげていく、一連の用例は、ki tʼsuɴ の文が〈実現〉を表している例である。ki  t

ʼsuɴ の文が〈実現〉をあらわす場合も、何らかの条件がレアルに存在しているために、期待

したり、意図したりする、アクチュアルに可能である動作や活動が、レアルに存在するよう

になることを表現している。 

この場合の動作・活動には、ある動作・活動を実現する条件がレアルに存在するにも関わ

らず、ある条件を良くないものや悪いものとして評価していて、あえて実行する、あえて実

行しない、あるいは、実現するように、実現しないように努めたりするといった、〈動作・

活動の実行・実現にたいする、そのし手の努力〉というモダリティがつけくわえられて表現

されている。ある条件は、動作・活動のし手にとって、実現すること実現しないことや、実

行すること実行しないことを、強制するものではなく、実現するか、実行するかどうかの選

択の余地を与えるものである。 
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 次の、はじめにあげる用例は、能力発揮の非実現、あるいは、意図している動作の不敢行

を表現している例である。あとの用例は、意図していた動作の不敢行を表現している例であ

る。 

 

253) kanu  tʼuja  munudumjadu  aŋa, kanu  tʼuga       burujuɴgara, 

あの 人は おしゃべりだが、 あの 人[嫌いな人]が いるから、  

munui  tʼsanuɴsai. 

話せないんだよ（話さないんだよ）。【B】 

 

254) ibi    tagabi,   kai  tʼsanutaɴ. 

少し 高いから、買えなかった（買わなかった）。【B】 

 

 おわりに、可能表現の文が必要(必然)表現の文、まちのぞみ文(意志表示的な文)へ移行し

ている用例についてあげておく。kirariruɴ の du とりたての形である、「kidu  kirariru」13を

もつ文は、現実世界の出来事・特徴が必要なものとして、あるいは、必然的なものとして存

在していることを表現している。このことは、必要(必然)表現の文へ移行している kidu  

kirariru の文のほとんどの用例が、一人称文であることにあらわれていて、他の必然表現の

文との違いになっている。 

 はじめにあげる用例は、社会的な状況が動作・活動のし手にさしせまるところの、選択の

余地のない必然的な出来事であると判断している。一般人称の時間的限定性のない出来事

を伝えている。コントロールすることのできない出来事という、対象的な内容の意味的なタ

イプの一つであって、必然的にあらわれてくる出来事をさしだしている。 

 

255) [戦時中の食料事情について話している] 

A：bata  daːsagarajajo,     naranuɴdi. 

   お腹 ひもじかったらね、どうしようもないって。 

B：m   m. 

   うん うん。 

A：ma   uɴmi   miː    guruguri      butaɴtʼiɴ,    maː  

   まあ そこで  目が ギラギラして  いたとしても、 

tʼuŋa   hai     buru  munu  ataɴtʼiɴ,     bagai,   haidu  kirariruɴdi. 

人が  食べて いる ものであったとしても、奪って、食べなければならないって。【A】 

 

 次にあげる用例は、商売の価格設定のきまりにしたがって現実世界の物の特徴が必然で

あること、必要であることを表現している例である。 
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256) A：iguratibagaiː  kiruɴŋa.   kani  oː. 

     いくらぐらい するの？ カニ。 

B：u   tʼaiɴtʼunu  ɴmu  tʼaiɴtʼunuː u   ɴmu  kutsudu  arujuɴgara, 

   それ 二人の  履く 二人の  それ 履く  靴だから、 

a  uja    maː  niʃeɴja     kiduː maː kirariruɴdidu   

  それは    二千円は     いるって 

ma  ɴsataja,      tui      turaʃi  wai  çiri. 

  良かったら、もらって   行って下さい。【A】 

 

 つぎにあげる用例は、社会的な要請から必要である出来事・特徴と判断していることを表

現している。一人称のし手の時間的限定性のない活動を伝えている。 

 

257) dunaɴtʒimanu  kutunu  kutuba  nuguʃidu  kirariru. 

与那国島の ことの 言葉   残さなければならない。 

daiʤina  kutubataru  minuɴki    naʃigaraja   naranuɴdi    ɴdu 

大事な 言葉など  なくなって  しまったら  いけないと 言う 

nagagaradu  wai       surujuɴgara, 

中で    いらして 来ているから、（省略）【A】 

 

258) [方言を残すために] 

tamanija   ujaɴtʼanu   suba  maibi  ujaɴtʼanu   umugutu  muiʃidu  kirariruɴdidu 

たまには  老人方の 側      老人方の 知恵を   頂かなければならないと 

kaɴgai  burujuɴgara,  ataɴki  tuɴdi  ʃibi,  m uŋamidu  kirarirusa          ujaː. 

考えて いるから、 明日  出て 来て、    挨拶しなければならないでしょ？ それは。 

idi   ɴdi   warijoː. 

元気 出て くださいね。【A】 

 

次にあげる用例は、倫理的に必要な出来事・特徴であると判断していることを表現してい

る。一人称のし手の時間的限定性のある活動を伝えている。 

 

259) ketsuatsuʃi  turidu  buɴdi   ɴdubaja,  ɴnidu  kirariruɴdi   

血圧で  倒れて いると 言うから、見舞いしなければならないって 

ɴmi    burukajaɴdi  sabatirja, 

どこに いるかなと 訪ねていったら、（省略）【A】 

 

 次にあげる、一連の用例は、kidu  kirariru や kirariruɴ をもつ文が、一人称・未来の、時間
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的限定性のある動作・活動を必要であるという判断のもとに、話し手の意志を伝えている用

例である。この場合、まちのぞみ文（意志表示的なモダリティ）に近づいている。いずれの

用例も、動作・活動がレアルに存在するよう、話し手が目指していて、〈実現・実行〉の意

味的なコンポーネントを含んでいる。 

はじめにあげる用例は、kidu  kirariru の形ではなく、kirariruɴ の形であるが、kirariruɴ を

述語にもつ文が、申し出として働くところの、話し手の意志を伝えている。しかし、ここで

は、見舞いが終わったという条件のもとに、動作・活動が可能になっているという意味はま

だ保たれている。 

 

260) [見舞いが終わって、来てくれた人に感謝している] 

A：a  ɸugarasa   kadzo:. 

   ありがとう カゾー。 

B：itʼa,  iti   kurariru. 

  じゃ、行って くる。【A】 

 

次にあげる用例では、《欲望を伝える―承諾する》（あるいは、《頼んでいる―承諾する》）

という話しあいの構造があって、kidu  kirariru をもつ文は、承諾として働く意志を伝えてい

る。 

 

261)  ɴkʼaʧi  hanaʃidu  saja   kʼu  tʼi  busadu  aru. ʤiʤiɴdi      ɴdibiː, 

「昔の  話を  自分は 聞く  聞きたい。   おじいさん」と 言うから、 

eː   itʼaː,      kidu  kirariru.    kiː   tamidu  kiruːɴdi 

  「  じゃ、[昔話を] しよう。   [話を]して  教える」と言って（省略）【A】 

 

 つぎにあげる用例では、実現に向けての話し手のつよい意志をいいあらわす陳述副詞

「diçi ぜひ」や、ある望ましい結果へとつながる動作の試みをあらわす「ki  ɴnuɴ して み

る」を文の対象的な内容の構成にもちこんでいて、まちのぞみ文へ移行しつつあることを示

している。いずれの用例も、後世のために、社会の利益のために話し手が必要であると判断

したところの動作・活動を実行するという、強い欲望、覚悟をあらわしている。 

 

262) ʃiɴʃiŋadu   waː     ʃitʼidu,  iroiro  hanaʃi   dunaɴnu  kutubaʃijuː      

先生が  いらして  来て、  色々  話    与那国の 言葉でね 

hanaʃi   dunaɴnu  kutubaʃi  hanaʃiɴtʼa  diçi   tʼiːdu  kirariruɴdi    

話  「 与那国の 言葉で  話など   ぜひ  聞きたい」と言って  

wai     ʃibidujuː, 

いらして 来ているからね、（省略）【A】 



 

161 

 

 

263) ʃiɴʃiːŋa   diçi  dunaɴnu    kutuba   keɴkjuːkibi, 

先生が 「ぜひ 与那国の  言葉を  研究して、 

matʒidaimadi  nuguʃi  ɴnidu  kirariruɴdi 

末代まで   残さなければならない」と言って（省略）【A】 

 

小括 

 与那国方言の可能表現の文は、kirariruɴ の文と ki  tʼsuɴ の文が相互に対立しながら統一

することで成り立っている。この二つの文は、次のような特徴を持っている。 

 

A）kirariruɴ の文は、〈条件可能〉をあらわすことができる。 

B）kirariruɴ の文は、〈実現の可能性〉〈実現〉を表現することができる。このときの〈実現

の可能性〉〈実現〉は、〈条件に依存する実現の可能性・不可能性〉〈条件に依存する実

現・非実現〉をあらわす。 

C）kirariruɴ の文は、コントロールすることのできない出来事や社会的な要請などから見て

必要な出来事を対象的な内容にしている場合、必然(必要)表現の文に近づいている。 

D）kirariruɴ の文は、必然(必要)表現の文に近づいている一方で、まちのぞみ文として働くよ

うになっている。 

 

E）ki  tʼsuɴ の文は、〈能力可能〉をあらわすことができる。 

F）ki  tʼsuɴ の文は、〈実現〉をあらわすことができる。この場合、ki  tsuɴ の文は、〈動作・

活動の実現・実行にたいする、そのし手の努力〉というモダリティがつけくわえられて

表現されている。 

 

第２項 必然表現の文 

 与那国方言の必然表現の文は、「kirjadu  naru しなければならない」を述語にもつ文であ

る。kirjadu  naru は、動詞の条件形「kirja」にとりたての接尾辞 du の後接した「kirjadu」と

動詞「naru なる、できる」とが組み合わさってできた分析的な形式である。 

 代表的な形は kirjadu  naru を述語にもつ文であるが、必然表現の文の体系に入り込んで

きている、いくつかの文法形式がある。その形式は、動詞の否定形「kiranuɴ」に形態素 tu が

後接した「kiranutu」と動詞「naru」の否定形「naranuɴ」とが組み合わさってできた分析的な

形式「kiranutu  naranuɴ しないといけない」と、本節第 1 項で記述した「kidu  kirariru

しなければならない」である。この二つの形式は、〈必要であるという判断〉を表す形式で

あって、基本的に、必然表現の文として存在しているわけではない。そのため、必然表現の

文の体系に位置づけないで分析することも可能である。 

 しかし、kirjadu  naru を述語にもつ文も、これと同じように、〈必要であるという判断〉
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を表している場合がある。とすれば、必然表現の文の代表的な形式である kirjadu  naru を

述語にもつ文の特殊性を明らかにするためにも、kiranutu  naranuɴ と kidu  kirariru との関

係は、切り捨てるわけにはいかない。とくに、ある人称をもつ傾向、話しあいの構造のなか

での働きなどから、異なる特徴を示しているのである。そのため、本項では、「kirjadu  naru」

との本質的な特徴を明らかにするためにも、「kiranutu  naranuɴ」と「kidu  kirariru」との関

係についても触れることになる。 

 

◆kirjadu  naru を述語にもつ文 

「kirjadu  naru しなければならない」を述語にもつ文は、必然的なものとしての、出来

事、特徴を対象的な内容にしている。kirjadu  naru を述語に持つ文は、その対象的な内容に

条件づけられて、出来事の実現・実行、特徴の存在が必然であるという判断、すなわち、〈必

然性の判断〉を表している。 

 以下にあげる、一連の用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文が、一般人称の、時間的限

定性のない出来事を対象的な内容にとりこんでいる。はじめにあげる用例では、kirjadu  

naru を述語にもつ文の対象的な内容は、法に定められているところの動作・活動である。多

くの人間にとって、その実行を選択しないことを許さないところの動作・活動である。 

 

264) ʃiɴgoŋa   aka  nataja,   tumarjadu  naru. 

信号が 赤になったら、 止まらなければならない。【B】 

 

265) kumaja  joɴʤukkiroʃi  aigjadu  naru. 

ここは 40 キロで   走らなければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、社会一般の慣習

として知られているところの動作・活動である。おわりの例は、慣習であり、共同体の計画

としての動作・活動でもある。ここの用例でも、動作・活動の主体の選択は許されない、コ

ントロールしえないものである。 

 

266) ɴkʼaʧi buːru    hatagi   muti    burjadu  nataru. 

昔は  みんな 畑を   持って いなければならなかった。【B】 

 

267) ɴkʼaʧija  buːru   hatagiʃikama  kirjadu  nataru. 

昔は みんな 畑仕事を     しなければならなかった。【B】 

 

268) itʒibaɴ atuni    naru  tʼuja   dagara   tuɴdiru  basuni 

一番  最後に  なる 人は    家から 出る  時に 
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hagara     dadu  ʃimirjadu  naru. 

きちんと 戸を 閉めなければならない。【B】 

 

269) tugatidaija    daːniɴduʃi      dwai  kirjadu  naru. 

トーカチは 家族みんなで 祝わなければならない。【B】 

 

270) taː  biru   mainija,  duitiŋati  duniɴŋatʒi 

田を 植える 前には、 11 月、  12 月    

taːɴmikiː                    burjadu  naru. 

ターンミして[牛・馬に土を踏ませることをして] いなければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、常識的な、固定

化された技術としての動作・活動である。このような動作・活動を実行しない場合、その動

作・活動によってつくりだされる、望ましい結果は、与えられない。そのため、多くの人間

にとって必然的に取らざるを得ない動作・活動である。 

 

271) paɴkoja   atugaraɴki  bikirjadu  naru. 

パン粉は 最後に  付けなければならない。【B】 

 

272) saɴmainikujka  satatu    sujuʃi        potopoto   nirjadu  naru. 

三枚肉は      砂糖と しょうゆで コトコト   煮なければならない。【B】 

 

273) koɴjasaija  satinai     nirjadu  naru. 

根野菜は はじめに 煮なければならない。【B】 

 

 以下にあげる、一連の用例からは、kirjadu  naru を述語にもつ文は、三人称の人や物の、

時間的限定性のない出来事を対象的な内容にとりこんでいる。はじめにあげる用例では、

kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、法に定められているところの、公的な機関

から通達されるところの、三人称の人一般の時間限定のない動作・活動である。このような

動作・活動の不実行を選ぶことは、多くの人間にとって許されない。 

 

274) agamitʼiɴtʼaja  gakkuɴki  çirjadu  naru. 

子どもは   学校に   行かなければならない。【B】 

 

 

275) [政府の疎開の勧告があったので] 
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haterumaɴtʼuja   irimutuɴki  buːru   çirjadu  nataru. 

波照間の人たちは 西表に  みんな 行かなければならなかった。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、社会の慣習とし

て知られているところの動作・活動である。 

 

276) ɴkʼaʧija  agamiɴtʼaŋadu   timunusaiɴdi   çirjadu  nataru. 

昔は   子ども達が    薪取りに    行かなければならなかった【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、のっぴきならな

い生活状況のなかで、生きていくために不可避的な、習慣的な動作・活動である。 

 

277) ikusanu  baːni   abutʼaɴtʼaja    kaguritʼi  uɴtʼi ɸuiɴdi   çirjadu  nataru. 

戦争の 時に お母さん達は  隠れて  芋を 取りに 行かなければならなかった。

【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、倫理的な観点か

ら評価されているところの、常識的に知られている、三人称の人一般の特性である。 

 

278) ʃiɴʃija   hagararjadu  naru. 

先生は 真面目でなければならない。【B】 

 

279) sunatʼija        daragiːdaragi   burjadu  naru. 

お兄ちゃんは  やさしくなければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、物の本質的な特

徴であるところの、三人称の物一般の特性である。 

 

280) guːjaːja      swarjadu  naru. 

ゴーヤーは 苦くなければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、公的な機関から

通達されるところの、三人称の物一般の特性である。 

 

281) minugaagamiɴtʼanu  raɴdoseruja    ɴnubututibagiɴja   agaɴtai  burjadu  nataru. 

女の子の          ランドセルは、この間まで     赤でなければならなかった。【B】 
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つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文は、ある社会の一般的な慣習にした

がって行われる動作・活動で使用するところの、主語にさしだされる物＝材料が、ドゥチン

ギという物であること、そのことが必然であったことを表現している。 

 

282) ʃirunija   timunuja   dutʒiɴgikidu  arjadu  nataru. 

お産には 薪は   ドゥチンギでなければならなかった。【B】 

 

 これまであげた、kirjadu  naru を述語にもつ文は、発話時において必然的な出来事、特徴

があることや、過去にあったことを伝えている。kirjadu  naru を述語にもつ文は、存在論的

に、必然的な出来事、特徴のあることを表現しているのである。このような場合の kirjadu  

naru を述語にもつ文の対象的な内容は、レアルに存在するものである。このことと関わっ

て、必然的に起こってくる出来事は、現実性としての出来事を表現する「kiruɴ する相当形

式」の文によって伝えられる場合もある。 

 

283) tʼuja   ittʒarubaɴja  ɴniruɴ. 

人は  いつかは  死ぬ。【B】 

 

284) kuruma  itʒiɴgara   daɴdiruɴdoː. 

車    いつかは 壊れるよ。【B】 

 

 つぎにあげる、以下の用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、常識や、

日常的な経験の一般化をとおして得た知恵、法則的な関係の認識をなかだちにして捉えた、

必然的に起こってくる出来事である。このことは、kirjadu  naru を述語にもつ文が条件的な

つきそい・あわせ文のいいおわり文としてあらわれていることに、示されている。このよう

な kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、認識論的に、必然的な出来事を伝えて

いるのである。そして、その述語動詞は、変化動詞「gatʒikiruɴ 餓死する」、状態動詞「kutʒisa  

kiruɴ 苦しむ」、社会的な態度活動をあらわす慣用句「bati  kaɴduɴ 罰を 受ける」であって、

無意志的な意味特徴を含みもっている。つまり、これらの動詞は、コントロールすることの

できない出来事である。 

 

285) ɸuː   munu   minuɴŋaʃija,   gatʒikirjadu  naru. 

食べる ものが なければ、   餓死しなければならない。【B】 

 

286) usaiɴŋaʃija,   itʒika   kutʒisa  kirjadu  naru. 

いじめれば、 いつか 苦しまなければならない。【B】 
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287) dana   kutu   kiɴŋaʃija,  karija     bati   kaɴdjadu  naru. 

ダメな ことを したのなら、あいつは 罪を 受けなければならない。【B】 

 

 まえにあげたような、kirjadu  naru を述語にもつ文が伝える出来事も、現実表現の文によ

って表現される場合がある。 

 

288) kaʃimunu   kiɴŋaʃija,  bati   kaɴduɴdoː. 

うそを  ついたら、罰が 当たるよ。【B】 

 

 これまであげたように、kirjadu  naru を述語にもつ文は、必然的に起こってくる出来事、

必然的な特性を表すが、それだけでなく、必要であるところの出来事、特性を表現している

場合もある。 

 以下にあげる、一連の用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文は、一般人称の、時間的限

定性のない出来事を対象的な内容にとりこんでいる。はじめにあげる用例では、kirjadu  

naru を述語にもつ文の対象的な内容は、社会一般の慣習として知られているところの動作・

活動である。 

この場合、kirjadu  naru を述語にもつ文にさしだされる動作・活動のほかに、白のシャツ

などを着るなどの選択肢も与えられている。そのため、kirjadu  naru を述語にもつ文は、い

ずれかを選ぶ必要があるところの動作・活動を表現している。 

 

289) soːʃikinija  kurunu  ɸuku  tʒadu  naru. 

葬式には 黒の  服を 着なければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、技術として求め

られるところの動作・活動である。 

 

290) nikuja   çippaitʼi  tʒadu  naru. 

お肉は 引いて 切らなければならない。【B】 

 

291) dasaija   uʃikitʼi   tʒadu  naru. 

野菜は おして  切らなければならない。【B】 

 

292) boːruja    ʃikʼatʼu   ɴnitʼi,  utjadu  naru. 

ボールは しっかり  見て、  打たなければならない。【B】 
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293) ijupʼaʃiɴdi  çitaja,     tʼumutigara  çirjadu  naru. 

魚釣りに 行くのなら、 早朝から   行かなければならない。【B】 

 

つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文の対象的な内容は、常識的な、倫理

的に求められる規範としての動作・活動である。 

 

294) kaʃimunu  kiru   munuja  naranuɴdoː. maːmuninu  kutu    ɴdjadu  naru.  

うそを  つく  人は   ダメだよ。本当の     ことを 言わなければならない。【B】 

  

 つぎにあげる用例は、kirjadu  naru を述語にもつ文は、三人称の特定の人の、時間的限定

性のある動作・活動を対象的な内容にとりこんでいる。その動作・活動は、計画の中にあり、

必要とされるところの動作・活動である。 

 

295) A：karija     suja     kununaː. 

あいつは きょう 来ないの？ 

B：agamitu   sudaɴkjaɴdi     ɴduŋa, 

息子と   約束したって 言うから、 

karija     agamitu  maduɴ  ijupʼaʃiɴdi çirjadu  naru.  

あいつは 息子と 一緒に 魚釣りに 行かなければならない。【B】 

 

296) A：naɴʤibagiɴʃi  ʃikuɴki    utuguba  ɴsaɴŋaː. 

何時までに  準備して  おけば いい？ 

B：hatʒiʤihaɴni  mukaiɴdi           kujuɴgara, 

8 時半に    迎えに  [介護施設の人が] 来るから、 

abuja            hatʒiʤinija  ɴnani  kainaʃi   utugjadu  naru.    taɴdidoː. 

おばあちゃんは 8 時には  服を 着替えて おかなければならない。お願いね！ 

【B】 

 

 つぎにあげる用例では、kirjadu  naru を述語にもつ文は、三人称の物一般の、時間的限定

性のない特徴を対象的な内容にとりこんでいる。その特徴は、ある目的のために必要とされ

るところの特徴である。そのことは、kirjadu  naru を述語にもつ文が、目的的なつきそい・

あわせ文のいいおわり文としてあらわれていることからも明らかである。 

 

297) nagaraku  kuraɴdija,    daːja    susarjadu  naru. 

長く    暮らすためには、家は   強くなければならない。【B】 
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298) uruɴdija,           dattsarjadu  naru. 

売るためには、[商品は]安くなければならない。【B】 

 

299) maːgu    numuɴdija,      biːruja    çitʒiɴtairjadu  naru. 

おいしく 飲むためには、ビールは 冷たくなければならない。【B】 

 

以下にあげる、一連の用例からは、kirjadu  naru を述語にもつ文は、一人称の特定の人の、

時間的限定性のある出来事を対象的な内容にとりこんでいる。はじめにあげる、いくつかの

用例は、さしせまった状況のなかで、他の行動をとりのぞいて実行することを余儀なくさせ

るところの、必要のある動作・活動である。 

 

300) A：deɴwakirujeː. 

電話きるね。 

B：nuː kibija. 

どうしたの？ 

A：ɴkʼutʼiŋa     natidu    burujuɴgara,  miruku     numamirjadu  naru. 

赤ちゃんが   泣いて  いるから、  ミルクを  飲ませなければならないんだ。【B】 

 

301) A：uɴni       abati     buɴsuja    nuː aibija. 

そんなに あわてて  いるのは  どうしての？ 

B：abutʼaŋa     kutʒi  taɴŋaʃiɴdi  ɴdujuɴgara, tʼsumani  ɴniɴdi  çirjadu  naru. 

お母さんが ぎっくり腰って 言うから、 昼に   見に   行かなければならない。 

【B】 

 

302) A：nai  ɴmiba   buɴŋaː.    rokuʤimaɴguruja  kaiʃi     kurarirunaː.  

今  どこに いるの？  6 時には        帰って 来れる？ 

B：kaiʃi   kuraninu  hadidoː.  kjuːni  ʃikama  hai      burujuɴgara, 

帰って 来れないと思うよ。急に  仕事が 入って  いるから、 

mabiɴ     kaiʃani   burjadu  naru. 

もう少し   会社に いなければならない。【B】 

 

 つぎにあげる用例では、話しあいの構造の中で、相手が何らかの動作・活動を求めていた

り、望んでいたりしているのにたいして、話し手は、必要であるところのさまざまな動作・

活動を kirjadu  naru の文で伝えている。この場合、kirjadu  naru の文は、決心、提案などの

意味あいをもっている。 
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◆決心 

303) A：attaɴ   datʒimisa.    di,  maibitʼatʼi  maduɴ numiɴdaɴgi. 

あしたも 休みだろ？ さあ、もう少し  一緒に 飲もう。 

B：atta    hajagugara   maŋunu  uɴdokaiɴdi   ɴdujuɴgara, maː   çirjadu  naru. 

あした 朝早くから 孫の  運動会って 言うから、もう 帰らなければならない。

【B】 

 

304) A：maibitatʼi   numiɴdaɴgi. 

もう少し   飲もう。 

B：maŋuŋa  daɴki  kuɴdi    ɴdujuɴgara,  suja       hajagu  çirjadu  naru. 

孫が    家に   来ると 言うから、  きょうは  早く   帰らなければならない。【B】 

 

305) [子どもの運動会がある] 

A：ɴdaŋadu  çirunaː. 

お前が  行くの？ 

B：atʼiŋa      isugasadu  arujuɴgara, ʃikama   kirjadu  narujuɴgara, 

お姉ちゃんが   忙しいから、   仕事を しなければならないから、 

aŋa    atta     ɴni    çirjadu  naru. 

私が あした 見に  行かなければならない。【B】 

 

◆提案 

306) [ものづくりをしているときに、B が困っている] 

A：kuja     aŋa      kʼurjadu  naru. 

これは おれが 作らなければならないな。 

B：uɴni   ɴdi    turataja,  tasukaru.  taɴdi    kʼui   turai. 

そう  言って くれたら、 助かる。どうか  作って ください。【B】 

 

307) A：ɴdaŋa   çiː butaja,        sui      çirjadu  naru. 

お前が 行きたいなら、[遊びに]連れて 行かなければならない。 

B：çiː  busaɴ.  taɴdi. 

行きたい。 お願い。【B】 

 

308) [息子 B が学芸会をする] 

A：ɴdaŋa   uɴni       gihai      burujuɴgara,  ɴniɴdi   çirjadu  naru. 

お前が そんなに 頑張って いるから、   見に   行かなければならない。 
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B：ɴniɴdi  ʃiː  turaijoː. 

見に  来て ちょうだいね。【B】 

 

 一人称の動作・活動が必要であることを伝える場合、kidu  kirariru 文によっても表現する

ことができる。しかし、kidu  kirariru の文が、二人称の動作・活動を対象的な内容にして、

必要であるという判断を表現する場合はない。反対に、つぎにあげる用例のように、《たず

ねる―答える》の話しあいの構造の中で、kirjadu  naru をもつ文は、二人称の動作・活動を

対象的な内容にして、必要であるという判断を表現することができる。 

 

309) A：anuja  attta     tʼumutʼi  goʤi  rokuʤinija  ugirjadu       narunaː. 

    私は  あした  朝      5 時 6 時には   起きなければならないの？ 

B：mabiɴ    hajagu  ugirjadu  narudoː. 

  もう少し 早く  起きなければならないよ。 

A：je, uɴni       hajaguja   ugiraninuɴdoː. 

   そんなに はやくは 起きられないよ。【B】 

 

310) A：anubagiɴ  attaja  ɴdatu   maduɴ   çirjadu     naru. 

    私も   明日 あなたと 一緒に 行かなければならないの？ 

B：danu   kutudarja,  ɴdabagiɴ  maduɴ  warjadu  narudo. 

  家の ことだから、あなたも  一緒に  いらっしゃらなければなりませんよ。【B】 

 

◆kiranutu  naranu を述語にもつ文 

kirjadu  naru を述語にもつ文は、二人称の動作・活動が必要であるという判断を伝えてい

る。一方で、「kiranutu  naranu しないと いけない」を述語にもつ文も、二人称の動作・

活動が必要であるという判断を伝えている。しかし、kiranutu  naranu を述語にもつ文は、

勧告、忠告として働いて、はたらきかけ文へ近づいている場合がある。 

 

311) isaɴki    çi  irurjaː, ɴdaja    tʒinukaːdi  ma  ketsuatsunu  tʼsuri 

医者に  行くと、  あなたは  毎日     血圧の    薬を 

hanutu     naranuɴdidu  isaŋa   ɴdi  warusuːtiɴdjaː. 

食べないと いけないと     医者が おっしゃるんだぞ。【A】 

 

312) A：ɴdaninu      tʼuɴtagadu  nagara   ubuitʼi   tuitʼiː, 

     あなたのような  人達が   今から  覚えて 取って、 

B：mː. 

うん。 
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A：               iranutu    naranuɴ. 

    [子供たちに方言を教えることを]やらないと いけない。 

B：jaː  amja  kitsuatsunu  nuppa  naitʼiju,   nuɴ   nuɴ   naranuɴdja. [笑い声] 

       私は 血圧が     変に  なってね、何も 何も  できないんだぞ。【A】 

 

313) A：ɴkʼaʧikutuni   taiʃitija    ɴdiŋa 

   昔のことに  対しては   あなた達が 

banututaki  bagaranuɴdoˑɴdi  ɴdi     tʼamibiː,  naraʃi     utugaɴtuja    naranuɴdjaˑ. 

私達ほど 分からないよと 言って  教えて、習わせて  おかないと いけないぞ。 

B：m.    naranurja.     

うん。いけないから。【A】 

 

314) A：atʼija            nibitikjarujuɴgara,  tʒikaiutʒini   

お姉ちゃんは    結婚したから、  近いうちに 

aitinu    daniɴdutu   tubaranutu  naranu  hadija. 

相手の  家族と  会わなければならないだろうなあ。 

B：tʼugutu  aranuɴdoː.   ɴdaɴ      hajagu   nibitikiranuɴtu  naranuɴdoː. 

他人事ではないよ。あんたも はやく  結婚しないと いけないよ。 

A：itʒiɴgara   nibitikiruɴdoː. 

いつか  結婚するよ。【B】 

 

 しかし、kiranutu  naranu を述語にもつ文は、はたらきかけ文ではなく、ものがたり文で

ある。つぎにあげる用例のように、kiranutu  naranu は、〈推量〉を表す hadi ものがたり文に

あらわれている。 

 

315) A：attaja     numaninuɴjeː. 

あしたは 飲めないね。 

B：attaja      ubukadiɴdi   ɴdujuɴgara, ɴdaɴ  atta     daːni  buranutu  naranu  hadi. 

あしたは 台風って  言うから、お前も あした 家に いないといけないだろう。

【B】 

 

 つぎにあげる用例は、kiranutu  naranu を述語にもつ文が、三人称の人の動作・活動、物

の存在を対象的な内容にしている場合である。 

 

316) atʼija           nibitikjarujuɴgara,  tʒikaiutʒini   

お姉ちゃんは   結婚したから、  近いうちに 
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aitinu    daniɴdutu  tubaranutu   naranu  hadija. 

相手の  家族と  会わないと いけないだろうなあ。【B】 

 

317) iː    haitʼi,   atuja,    ututʼuja   magaiɴtʼa  aranutu    naranuɴ. 

ごはんを 食べて、あとは、弟は     皿を     洗わないと いけない。【B】 

 

318) A：suː   kari     toːkjoːɴki   çirarirukajaː. 

きょう あいつ  東京に  行けるかな？ 

B：karada  barasataɴtʼiɴ, ʃikamadu arujuɴgara, karija    çiranutu   naranu  hadi. 

体調  わるくても、  仕事だから、    あいつは 行かないと いけないだろう。【B】 

 

319) A：karija    saikiɴ  numiɴdi  kunuŋa,       nuː kibikajaː. 

あいつ  最近  飲みに 来ないけど、 どうしたの？ 

B：ʃimikiriga    arujuɴgara, karija      niɴgwatʒiʃi   ʃorui    kaganutu  naranuɴdoː. 

締め切りが あるから、あいつは 2 月までに 書類を 書かないといけないんだよ。

【B】 

 

320) [島の大事な知恵や考えをなくすことはダメと話している] 

mata  tʒimanu  aru   ai   kutubadi  ɴdu   munuja  minuɴtu  naranu. 

また 島の   ある   言葉と  いう ものは ないと  いけない。【A】 

 

 つぎにあげる用例は、kiranutu  naranu を述語にもつ文が、一人称の特定の人の動作・活

動を対象的な内容にしている場合である。 

 

321) [退勤時間になっても、残っている同僚を見て] 

A：unu  munuja  suː     iranutu      naranunaː. 

それは    きょう やらないと いけないの？ 

B：ʃikamadu  arujuɴgara,  datʒimi  ataɴtʼiɴ, 

仕事なのだから、    休みであっても、 

attabagiɴʃi    kʼuranutu     naranuɴsai. 

明日までに 作らないと   いけないんだぞ。【B】 

 

322) [おしゃべりをしていると、B が立ち上がったので] 

A：maː  çiruɴdinaː. 

もう  帰るの？ 
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B：maː  duru   nai      aigujuɴgara,  taigu    çiranutu  naranuɴ. 

もう 夜に  なって  きたから、  早く   帰らないと いけない。【B】 

 

小括 

 おわりに、分析して記述してきた、「kirjadu  naru」を述語にもつ文のさまざまな特徴、お

よび、「kiranutu  naranu」と「kidu  kirairu」との関係を総合して、kirjadu  naru を述語にも

つ文を一般化する。 

kirjadu  naru を述語にもつ文は、存在論的にも、認識論的にも、ある出来事の実現・実行、

あるいは、特徴の存在が必然であるという判断を表現する。あるいは、出来事の実現・実行、

あるいは、特徴の存在が必要であるという判断を表現する。さらに、話しあいの構造の中で、

意志表示的なものとして働く用例もあって多機能的である。しかし、過去形をもっていて、

過去・非過去のテンスの対立を認めることができる点で、ものがたり文的な特徴を強くもっ

ている。 

kiranutu  naranu を述語にもつ文は、ある出来事の実現・実行が必要であることを表現す

る。このことから、kiranutu  naranuを述語にもつ文は、kirjadu  naruをもつ文と kidu  kirariru

を述語にもつ文とむすびついている。しかし、kiranutu  naranu を述語にもつ文は、話しあ

いの構造の中で、はたらきかけ文の働きを強くもって存在している点で、二つの形式とは異

なっている。過去形の用例も確認されていない。一方で、kidu  kirariru は、一人称の文で意

志表示的なものとして働くものにとどまっている。二人称文の用例は確認されていない。 

 以上のことから、与那国方言の代表的な必然表現の文は、kirjadu  naru を述語にもつ文で

あると一般化する。 

 
1 現実世界の出来事がこれから現実化するという意味でレアルという場合もある。このよう

な場合は、予定、計画としての出来事などがそうである。 

レアルと対立するのは、ポテンシャル、非レアル（反レアル）である。ポテンシャルは、

起こりうる出来事、潜在的に存在している出来事をさしている。非レアル（反レアル）は、

空想や夢想などのように現実化しない、あるいは、現実化しえない出来事をさしている。レ

アル、ポテンシャル、非レアルが相互に対立しながら、出来事が現実のものなのかどうかと

いう点で統一している。レアリティは、出来事が現実化しているものなのかどうかという出

来事のあり方をさしているのである。 

時間的限定性は、出来事・特徴が個別のもの（アクチュアル）としてあらわれているのか

（時間的限定性があるのか）、一般的なものとしてあらわれているのか（時間的限定性がな

いのか）という、出来事・特徴のあり方をさしている。時間的限定性は、temporality ととも

に文の時間性を構成する要素である。時間的限定性と深くかかわっているのは、テンス・ア

スペクトという言語的なカテゴリーや、定・不定（ここで・どこでも/こいつ・誰でも/きょ

う・いつも）などの言語的なカテゴリー、一回、多回、反復、習慣、法則などの時間・量的
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な言語的なカテゴリーなどである。 

ここで注意しておかなければならないこととして、レアリティと時間的限定性は、相互に

むすびついていて、互いに一致するが、相対的に独立してもいるということである。 

たとえば、「酒を毎日飲んでいる」という出来事は、習慣という意味では、時間的限定性

のない出来事である。また、発話時以降の幅広い時間帯にも続いていき、これから起こりう

るという意味でポテンシャルである。酒を飲んでいるということが現実化していなければ、

ポテンシャルなものは認識できない。そういう意味でも、レアリティと時間的限定性は、相

対的にむすびついて、同じように見える。 

しかし、「昔は酒を毎日飲んでいた」という出来事の場合では、二つは相対的に独立して

いる。「昔は酒を毎日飲んでいた」という出来事は、発話時以前のある幅広い時間帯のなか

で存在していた習慣という意味で、時間的限定性のない出来事である。しかし、発話時以前

に現実化したものであるという意味や、発話時現在、発話後において起こりうる習慣ではな

いという意味では、レアルである。つまり、このことは、二つのカテゴリーを区別する必要

があることを示していると言えるのである。 

しかし、発話時以降に存在しないという意味では、一般的なものではないので、時間的限

定性がないとは言えず、二つのカテゴリーを表現する言語的な内容が、より複雑な運動過程

をもっていて、それらのカテゴリーの間にさまざまなむすびつきのあることを教えてくれ

る。 

相対的にむすびついている場合や独立している場合のさまざまな事実は、反事実仮想を

表現する文やまちのぞみ文の過去形、評価をあらわす文のあれこれの場合、可能と実現を区

別する場合にも確認することができる。用語の正確化は、今後の課題である。 

2 動詞のアスペクト・テンス形式、および、アスペクト・テンス・ムード体系については、

目差 2014 を参照されたい。 

3 先行・後続の関係を表すところの、つづけ文の代表的な述語動詞の形式は、「kitʼi して」

である。そのため、この形式を第 1 中止形とする。第 2 中止形「ki して」も、先行・後続の

関係を表すことができるが、ほとんどが文法的な形つくりの手続きとして用いられる。「ki

して」は、シアリ中止形である。詳しくは、目差 2014 を参照。 

4 動詞のパーフェクト形式、および、パーフェクトとムードとの関係については、目差 2014

を参照。 

5 ここで言う《判断》という用語は、奥田 1990 を参考にしている。とくに、奥田 1990：p.181

を参照。 

6 tira は終助辞である。聞き手利益への配慮、聞き手めあて性はない。 

7 「つけたし的な説明」と「ひきだし的な説明」は、奥田 1990：pp.181-182、pp.193、奥田

1992：pp.200-204 にもとづいている。 

8 nai は終助辞である。nai は、補足しているということから、比較的に聞き手利益への配慮、

聞き手めあて性がある。 

9 sai は終助辞である。相手の認識に気づかせて訂正させたり、前提を提出したり、投げ出
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したりするという点で、聞き手めあて性がある。しかし、自らの意見を通すために認識を訂

正している例があることから、聞き手利益への配慮はない。 

10 《評価》の規定については、樋口 2001：p.43、奥田 1996a：p.262 を参考にしている。 

11 評価のモダリティを《確認》というモーダルな意味の下位タイプに位置づける、同じよう

な立場は、高梨 2010：pp.216-217 がある。 

12 音声的には、「ga」であることもあるが、「ŋa」で代表させている。 

13 kidu  kirariru は、動詞の第 2 中止形「ki して」に〈特立〉を表す du が後接した単語形式

と、代動詞「kiruɴ する」の条件可能形式「kirariruɴ」とが組み合わさって出来る分析的な形

式である。 
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第３章 たずね文 

 

人間は、意識によって現実のものごとを捉えて、生活の中でうまれてくる動機におうじて

現実をつくりかえていく。このつくりかえのためには、人間は、現実のものごとの本質的な

特徴と法則を認識していなければならない。その認識は、感覚、知覚、記憶・経験、判断、

評価、想像・思考などによって成り立っている。 

人間は、現実のものごとの特徴を、別のものごとの特徴と比べて、共通する特徴や異なる

特徴など、さまざまな特徴を分析して取りだし、それらを総合して、それぞれのものごとの

本質を一般化して、体系化していく。そして、それらの認識をもとに、論理的に、歴史的に

具体化して、現実のものごとをありのままに、完全な形で捉えていく。人間は、一般化し体

系化して具体的に得た、ありのままの姿の現実のものごとと、その本質的な特徴、客観的な

法則にしたがいながら、現実のつくりかえと、別の人間との交通を行う。現実のものごとの

ありのままの姿と、その本質的な特徴と客観的な法則を正確にとらえることは、人間の意識

的な活動を実現させるための、重要な条件である。それゆえに、人間は、動機・目的を実現

させる意識的な活動を実行する前に、自ら認識した現実のものごとそのもの、そして、その

本質的な特徴と客観的な法則を正確にとらえているか、別の人間にたずねて、答えてもらう

という目的・課題が出てくる。 

また、人間は、さまざまな動機・目的を実現させるためにはどうすればいいのか、何が必

要であるのかという課題を生活のなかで与えられて、その課題を認識する。人間は、動機を

実現させるために、その課題を解決しなければならない。したがって、その課題を解決する

上で必要なものごとを、別の人間にたずねて、答えてもらう目的もあるのである。 

このように、さまざまな動機を実現させるために、みずから認識した現実のものごとを正

確に捉えているか、あるいは、与えられた課題を解決する上で必要なものごとが何であるか、

知りたかったり、確かめたかったりして話し手が相手にたずねて、答えてもらうという目的

のために方向づけられている文が、たずね文である。たずね文は、これらの目的の実現のた

めの手段として一定の使命を与えられていて、みずからの文法的な機能を一般的に表現す

る。 

たずね文は、話し手の知りたい、確かめたい現実世界の出来事・特徴をたずねて、相手に

答えをもとめる、という文法的な機能をもっている文である。たずね文は、《問いかけ》と

いうモーダルな意味をもっている。《問いかけ》は、現実世界の出来事・特徴を話し手の知

りたいものとして、確かめたいものとしてみとめて、文の対象的な内容にとりこむ、話し手

の積極的な態度（かまえ）である。 

言語学は、一般的に、たずね文をふたつの下位タイプに分けている。「誰が」「何が」など

の疑問詞を文の対象的な内容の構成に持っていて、その疑問詞の内容に対応する答えをも

とめる文（いわゆる疑問たずね文）と、「はい」「いいえ」の答えをもとめる文（いわゆる肯
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否たずね文）とに分けているのである。 

 

1. 疑問詞たずね文  

2. 肯否たずね文  

 

 与那国方言のたずね文の下位体系も、疑問詞たずね文と肯否たずね文で構成されている。

そして、それらの文に属する、いくつかの文法形式があって、さまざまなモダリティを表現

している。第 3 章では、たずね文をあらわす文法形式とそのさまざまなモダリティについて

記述する。1 節では、疑問詞たずね文について記述している。2 節では、肯否たずね文につ

いて記述している。 
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第１節 疑問詞たずね文 

 

疑問詞たずね文とは、文の内容にある、話し手にとって不明な情報について相手にたずね

て、答えをもとめる文である。このとき、文の内容のうちの不明な情報は、主語、補語、状

況語などの文の部分の内容であったり、出来事を起こした原因や理由などの文全体の内容

であったりする。与那国方言の疑問詞たずね文は、ŋa1をもつたずね文(以下、ŋa たずね文)と

ja をもつたずね文(以下、ja たずね文)によって表現されている。 

ŋa 文は、動詞・形容詞述語文に現れる。ŋa たずね文の部分が不明な情報である場合、文

の部分＝主語、補語、状況語に「taŋa(誰が)」「ɴmaɴki(どこへ)」「ɴmi(どこに)」「itʒi(いつ)」

などの疑問詞を文の構成にもちこんでいる。文の内容にさしだされる出来事を起こした原

因や理由が不明な情報である場合は、「nuɴdi(どうして)」を文の構成にもちこんでいる。疑

問詞は、義務的ではないが、ほとんどの場合、接尾辞「-ba」を後ろにくっつけている。そし

て、ものがたり文のいいおわりの述語「nutaɴ(縫った)」「maisaɴ(大きい)」の語尾「-ɴ」が「-

ŋa」に変わり、「nuta-ŋa(縫ったか)」「maisa-ŋa(大きいか)」となって表現される。疑問詞は波

線部と太字で、ŋa の形をとる述語は二重下線部を引いて、ŋa はその二重下線部に太字で示

している。 

主語が不明な場合、疑問詞「taŋa(誰が)」「ɴma(どこ)」を文の構成にもっている。 

 

323) A：kunu   ɴnanija  taŋa  nutaŋa. 

この   服は    誰が  縫ったのか？ 

B：uja     kudu   hanakogadu  nuwaru. 

それは  去年   ハナコが     縫った。【B】 

 

324) ɴmaː   kiɴsuː   maisaguɴŋaɴdi    ɴdjaː,   bagaranuɴdoː. 

  どこが      大きいか？と    言うと、 分からないよ。【A】 

[子供達の方言 p58-60] 

補語が不明な場合、疑問詞「ɴmaɴki(どこへ)」「ɴmadi(どこから)」「nu(何)」を文の構成に

もっている。 

 

325) [遊びに来たが、お姉さんがいないので] 

A：atʼija        nai   dani   buranuŋa,   ɴmaɴki   çuŋa. 

お姉さんは   今   家に  いないが、 どこへ     行ったのか？ 

B：atʼija         ɴnubututi   toːkjoːɴki   çuru. 

   お姉さんは   先日       東京へ   行った。【B】 

[2014 年 12 月 18 日うちはら] 
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326) ɴmadinu    ɴmadi    uɴni     tʼitaɴga     uɴnu  basuni  njuːsu. 

    どこからの どこから そのように 聞いたのか？ その 時の   ニュース。【A】 

[空襲の話 p39] 

327) A：nunu  natʒiɴdi    nunu   maŋu  munuja   hatʼamunu   nu     ɴduŋa. 

      布    ナチって   布  巻く   ものは  織物     何と  言うのか？ 

B：uja     nuɴdi  ɴtʼakaja.      maːtaɴdiru   ɴdu. 

それは   何と 行ったかな。 マータと  言う。【A】 

[dt20966 織物の話 p27-28] 

状況語が不明な場合、疑問詞「ɴmi(どこに)」「itʒi(いつ)」「naɴki(何期)」を文の構成にも

つ。 

 

328) A：ɴmi     〇〇〇        buŋaː. 

     どこに   〇〇〇(人名 1) いるのか？ 

B：ɴnuɴsai.  

死んでいるよ。【B】 

 [空襲の話 p44-5] 

329) A：itʒiba      çuŋa. 

いつ  [比川に] 行ったのか？ 

B：saɴnitimainija    abutʼaja      ɴdimuraɴki   çuɴdoː. 

3 日前には     お母さんは    比川に    行ったよ。【B】 

 

330) [徴兵した時期について話している] 

A：ɴda    naɴki   wataɴgaː. 

  あなた  何期に  お行きになりましたか？ 

B：naɴkiniba   çitakajaː. 

  何期に    行ったかな。【A】 

 [空襲の話 p27] 

連用修飾語が不明な場合、疑問詞「nuɴni(どのように)」「nuguʃi(どうやって)」を文の構成

にもっている。 

 

331) A：ɴda    nuɴniba    kaɴgai  waruŋa. 

       あなた どのように 考えて いらっしゃるのか？ 

B：aː  anu   uɴnidu    kaɴgai   buru.  nai. 

   私   そのように 考えて いる。 今。【A】 

子供達の方言 p74-5] 
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332) [建築材料の石をどのように掘り起こしたかについて話している] 

unuga    tija  unu   itʒibuguja  nuguʃi     ugitaŋa.      ɴkʼaʧija 

そうだが、   その 石は   どうやって  起こしたか？  昔は 

buruɴ       aː    guriɴ     minu.  

ブルドーザーも     クレーンも ない。【B】 

[子供達の方言 p56-7] 

述語が不明な場合、上にあげてきた疑問詞とはちがって、補語の疑問詞「nu(何を)」と代

動詞「kiru-ɴŋa(するのか)」が組み合わさった分析的な形式で表現される。 

 

333) A：aː, kjuːnu  suŋatʼije.  ʃiwasu  hatinija     nuːba    kiruɴŋa.    abutʼa. 

旧の   正月ね。  師走の  終わりには 何を     するのか？  おばさん。 

B：naː,  ɸurimai   ɴːna     maŋaʃi,  hai      naija. 

ご馳走  それぞれ  作って、 食べて 今は。【A】 

[dt20966-67 年中行事 p10 

文の内容にさしだされる出来事を起こした原因や理由が不明な場合、「nuɴdi(どうして)」

を文の構成にもっている。 

 

334) naranujuɴgaradu,  ɴkʼaʧi  gaɴko    gaɴko   ɴdjaː,   mattaku   itʼa 

いけないから、   昔     頑固   頑固  言うと、 全く   じゃ 

ɴkʼaʧi  daja  nuɴdiba   maisaɴgaɴdi  aŋa   maː aː  ɴdjaˑ,    uɴ    bagaranuɴsaː. 

昔の  家は どうして 大きいか？と 私が     言うと、それも 分からないだろ？

【A】 

[子供達の方言 p58-60] 

 文中に疑問詞「nuɴi(どのように)」「nuː(なに)」「nuɴdi(なぜ)」があり、いいおわりの述語

が「tʒidi(わけ)」という補助的な単語によって組みたてられた合成述語の場合や、「nuguʃi(ど

のように)」が文中にあり、動詞の条件形を表す形式「kiruba すれば」と「matʒi(よい)」とい

う形容詞によって組み立てられた合成述語「kiruba  matʒi すればいい」の場合などでは、ŋa

たずね文ではなく、ja たずね文によって表現されている。 

 

335) [服の材料をどのようにして昔作っていたのかについて話している] 

dunaɴnijuː   ɴnani  kiruɴsuja   buːru   biːtʼiju,    uɴkaradu   tuiruɴsai. 

与那国でね  着物  作るのは  麻   植えてね、 それから   とるだろ。 

nuɴni     tiba   iru     tʒidijaː. 

どのように       やる   わけ？【A】 

 [dt20966 織物の話 p23] 
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336) buː    umuɴsai.   umitʼi,    buː    sati,  buː    umu.   umi     waitʼidu, 

   麻    紡ぐだろ。  植えて、 麻を   裂き、 麻を  紡ぐ。紡いで いらして、 

mata   uɴkaraja     nuː    ki    wata             tʒidija. 

また、それからは    何を  して  いらっしゃった  わけなの？【A】 

 [dt20966 織物の話 p23 

337) mataː    duŋa   bagaranu    dugaruja  nuː   nuguʃi       kiruba matʒija. 

また   「自分が 分からない 所は     何  どうやって  すれば いいの？ 

budasa      ɴdjaː,   a  aŋa   bagaranu    dugaruja  nuː   kiruba matʒija. 

叔父さん」と 言ったら、 「私が  分からない 所は     何   すれば いいの？ 

kamaduɴdi    uɴnidu     hanaʃiɴ  ki   butaŋa, 

カマドゥ」と  そのように 話も  して いたが、（省略）【A】 

[dt20927 挨拶 p3] 

 うえにあげた、一連の用例では、ja たずね文は、指示代名詞でさしだされる《物》がどの

ような属性＝《質》、《名称》を持っているのか、ある動作・活動を実行する場合どのような

《方法》で、《様態》で行なわれるのかという情報が不明である。その不明な情報が知りた

くて、文の対象的な内容にとりこみ、その不明な情報を伝える文の部分を疑問詞で表現して、

話し手は相手にたずね、答えをもとめている。 

 また、疑問詞たずね文で、ja たずね文が用いられるのは、名詞述語文で、述語が不明な場

合である。このとき、述語には疑問詞「nu(何)」が用いられる。 

 

338) [結婚する手続きを昔はどのように執り行っていたかについて話している] 

A：ujaː     sagutʒituka    haganu   kaɴkei  aranutakajoː.   

   それは   サグチトゥカ   ハガの 関係ではなかったかな。 

B：aranuɴ. 

ちがう。 

A：uja     nuːja.  abutʼa.       

それは 何か？  おばさん。【A】 

 [昔の生活と婚礼 1978/12/21 dt20938] 

第２節 肯否たずね文  

肯否たずね文は、疑問詞たずね文とはちがって、文の内容に疑問詞をもっていない。肯否

たずね文は、話し手の知りたい、確かめたい出来事・特徴がそうであるのか、そうではない

のかについて相手にたずねて、答えをもとめる文である。与那国方言の肯否たずね文は、話

し手の見込みの質のちがい、確かめたい内容のちがいによって、下位に分かれている。以下

では、肯否たずね文を表現する文について記述している。第 1 項で na たずね文、第 2 項 ja

たずね文では、第 3 項で sa たずね文、第 4 項で saja たずね文、第 5 項で、確認要求文とし

ての sa 文と saja 文について記述している。 
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第１項 naたずね文  

na をもつたずね文は(以下、na たずね文)、現実世界の出来事が、事実であるかどうかを相

手にたずねて、答えをもとめる文である。na たずね文は、基本的に、話し手の正しいとする

見込みをもたず、中立的な立場で、たずねに対する答えを相手にゆだねていることを表現す

る。たずねる内容が事実であるとする、正しいとする見込みをともなわないという点でモダ

リティが複雑ではなく、与那国方言のたずね文として土台となる文である。 

 

339) A：kokakora    anaː. 

    コカコーラ  あるか？ 

B：aɴdoː. 

あるよ。【B】 

[2016 年 11 月 22 日] 

340) maibi,  mata   umutʼsaru  hanaʃi   minunaː. 

    マイビ、また   面白い  話    ないか？【A】 

 [空襲の話 38：50～] 

341) A：daːjanu   subani   daː     kʼui,   taɴsuɴtʼa    dajaɴki   iriː, 

    洞窟の  そばに  家を  作り、タンスなど   洞窟へ 入れて、 

iʃitʼi     maː  unu   kaɴsaikiɴdi    ɴtʼaruna. 

そうして      その  艦載機と   言ったか？ 

B：mː. 

  うん。【A】 

dt20951 空襲の話 p1-5] 

用例 339 から 341 では、話し手は、そのたずねる内容がなりたっているかどうか知りた

くて、na たずね文を用いて、その内容が事実であるかどうかをたずねている。これらの用

例では、話し手の見込みがなく、話し手の知りたい出来事が文の対象的な内容としてとりこ

まれている。 

 次にあげる用例 342 から 344 でも、話し手の見込みはないが、話し手は、話しあいの中で

与えられた情報をもとに、事実のすり合わせ(342)、推論(343,344)など、何らかの思考を働か

せた上で、知りたい出来事をたずねている。話し手の思考過程をもつという点では、話し手

の判断内容をたずねていることにも近いが、話し手の判断内容にとらえられた出来事が、事

実であるかどうかを中立的にたずねている点では、まえにあげた用例と同じである。 

 

342) [昔の服装について話している] 

A：basu     ɴnaniɴtʼadu  tʒitʼija,   hai   butaru. 

  芭蕉の   着物など   着ては、  食べて いた。 
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B：basu   ɴnaniɴtuɴ. 

  芭蕉の 着物でさえ。 

C：uja     ɸujuɴ   unidu       butaruna.    abutʼa.      aranu. 

それは 冬も  そのように いたのか？  おばさん。 ちがう。 

ɸujuɴ  unu   basu     ɴnani    tʒitʼi    butaruna.   abutʼa. 

冬も  その 芭蕉の 着物を   着て  いたのか？  おばさん。 

A：iʃi.    

そう。【A】 

[昔の生活と婚礼 1978/12/21 dt20938] 

343) [昔あったお祝いの行事の日にちについて話している] 

A：ujaː    kjuːnu   naɴgatʒikaja. 

   それは 旧の  何月かな？ 

B：kjuːnu   dutʒiɴgatʒinu  duitiniti  aranunaː.  abuː.      duːniɴgatʒinu  duitinitinaː. 

   旧の   12 月の       11 日ではないか？  おばさん。12 月の    11 日か？ 

A：duːniɴgatʒidu  hadija. 

     12 月だろうね。 

C：duːniɴgatʒi  hadi. 

     12 月だろう。【A】 

[dt2096667 年中行事 p12-13] 

344) [任せていた仕事ができていなかったので] 

A：kari     iriɴdi    ɴtʼaɴsu     iʃi     minutana. 

   あれを  しろと  言ったこと  やって  なかったのか？ 

B：baʧidu   butaɴsuja. 

   忘れて  いたなあ。【面接調査】 

[2015 年 7 月 8 日うちはら] 

 また、na たずね文は、選択たずね文にも用いられている。選択たずね文は、話し手のたず

ねようとしている内容が、一つではなく、いくつかあることが《前提》にある。選択たずね

文は、そのいくつかのうち一つを話し手が決めつけることができず、事実確認していると想

定される相手に、たずねる内容のうちどれが事実であるかどうかをたずねている。はじめの

例は動作の主体を、ふたつめの例は動作の客体を、みっつめの例は動作の実行を決めつける

ことができていない。 

 

345) A：ɴdaŋadu  ɴtʼaruna.    kariŋadu   ɴtarunaː. 

     あなたが  言ったか？  あいつが 言ったか？ 

B：anu   ɴdanutaɴdoː. 

  私    言わなかったよ。【B】 
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[2015 年 7 月 8 日うちはら] 

346) A：ɴdaja    sagidu   numuna.  biru      numuna. 

   あなたは  泡盛  飲むか？   ビール   飲むか？ 

B：bajanu    abutʼaŋa   numunaɴdidu  ɴtʼarjaː,    suja   numaninuɴ. 

 我が家の 嫁が     飲むなと    言ったから、今日は 飲めない。【B】 

[2016 年 4 月 20 日うちはら] 

347) [誰かが冷蔵庫に入れておいたケーキを食べたので、そのことを一人一人にたずねて] 

A：ɴdaŋa     tui      hatana.     hanutanaː. 

   あなたが  取って  食べたか？ 食べなかったか？ 

B：iː   anu    hanutaɴdoː. 

私    食べなかったよ。【B】 

[2015 年 7 月 8 日うちはら] 

次にあげる用例からは、話し手が、相手の何らかの意志をたずねたうえで、はたらきかけ

ている例をあげている。つまり、以下の用例では、話し手は相手に意志があるかどうかをた

ずねていて、これまでの用例とは違っている。さらに、ここでの用例では、話し手の知りた

い内容をただ相手にたずねているわけではなく、そのたずね文の内容にとりこまれた何ら

かの動作の実行も、求めている。そういうことで、本来のたずね文から派生した、二次的な

たずね文である。 

以下にその用例をあげる。ひとつは、話し手が実行してほしい動作の実行を承諾し、実行

するという意志が、相手にあるかどうかについてたずねながら、依頼したり、勧誘している。

またひとつは、話し手の許容する動作を実行する意志が、相手にあるかどうかについてたず

ねながら、すすめている。いずれも、話し手は相手の意志にゆだねて、たずねている。その

点では、これまでの用例と同じく、事実であるとする、正しいとする話し手の見込みを前提

にしない出来事を対象的な内容にしている。 

 

【依頼的なたずね文】 

348) [買い物をしすぎて、持ってもらいたいので] 

A：kunu   munu  duːtʼuiʃija   mutaninurjaː,   uː       muti    turaninunaː. 

この   物     一人では   持てないから、これを   持って  くれないか？ 

B：ɴsaɴdoː.  aŋa  mutuɴ.                           

  良いよ。私が  持つ。【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

【勧誘的なたずね文】 

349) [話をしていると、気が合ったので] 

A：anutu  maduɴ   ʃikama   kiraninunaː.  

  私と   一緒に  仕事を  することができないか？ 
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B：aː,    ɴsaɴdoː.  duːtʼuiʃi   ʃikama   kirjaː,    biɴdidu   kiru. 

あー、良いよ。 一人で   仕事を  すれば、   飽きる。【B】[2015 年 7 月 13 日うちは

ら] 

【すすめ的なたずね文】 

350) [子供がずっとお土産を見ているので] 

A：uː     ɴda     ɸusadu  arunaː.  hai     ɴnuna. 

  それ  あなた    ほしいのか？   食べて  みるか？ 

B：uɴ,   ɸusaɴdoː.   

  うん、ほしいよ。【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

さらに、次の用例でも、話し手の申し出た動作の実行を承諾する意志が、相手にあるかど

うかをたずねながら、申し出ている。話し手の意志的な動作が真か偽かをたずねているわけ

ではない。 

 

【申し出的なたずね文】 

351) [赤ちゃんを抱いている時に、トイレに行きたくなったので] 

A：tarubaɴ   ɴsarjaː,    kunu  agamitʼi   dati      turaninuna. 

誰でも   良いから、この  子供を    抱いて  くれないか？ 

B：aŋa   dagunaː.  dati     ɴsaɴdoː. 

  私が  抱くか？  抱いて  いいよ。 

A：je,  taɴdi    taɴdi.    unu    agamitʼi   dati     turai. 

    頼んだ  頼んだ。 この  子供を    抱いて  くれ。 【B】 

 [2015 年 7 月 15 日うちはら] 

 以上、相手の何らかの意志があるかどうかについてたずねている用例をあげてきた。これ

らの用例において、たずねる内容にとりこまれた動作・活動は、まだ現実には存在せず、現

実に起こったこととして、事実であるかどうかをたずねているとは言えないだろう。 

しかし、その動作の実現が相手の意志によってまかされているとすれば、たずねる内容に

とりこまれた動作が事実であるかどうかは、相手の意志があるかどうか、相手の意志の存在

が事実であるかどうかであるともいえる。そういう点では、na たずね文の一般的な意味は、

失われていない。 

 

これまで、基本的な肯否たずね文から、選択たずね文、二次的なたずね文を記述してきた。

これらの文の一般的な意味をまとめると、na 文は、話し手の見込みを通さない現実世界の

出来事が、事実であるかどうかを相手にたずねる文である。 

しかし、次にあげられる用例のように、話し手の見込みを表現する文に現れている

「aranu(じゃない相当)／ki aranu(するんじゃない・しない相当)」の形式をとる述語が、na た
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ずね文の構成にとりこまれている場合もある。 

   

352) [B がヒステリックになっておかしくなっていると噂されていたことについての話] 

A：iʃeː.   aŋaja  ʃiɴdzoːɴdidu  ɴdaɴki    ɴdi     butaɴsaja. 

そうね。私は  心臓と      あなたに 言って   いたよね？ 

ɴdaja    ʃiɴdzo. nuːɴ   aru.   ɴda      munumui  ki    tuɴna. 

あなたは 心臓。  何か  あるか。あなた   物思いを して 通すな。 

garu  na   ɴnitaba,   munumui  kidu,  inamuɴdi  kaɴŋaitigaradu, 

ガル      死んだから、物思い  して、 残念と  考えてから、 

ʃiɴdzudu  aranuna.  kamado, kamadoɴdi  aŋa    tʼaː   ʃitʼi,  ɴdi     burarunai. 

心臓ではないか？ カマド、  カマドと  私が  ずっと 来て、言って いたんだよ。 

B：m.  uja    ma  kitsuatsuʃiduju, 

それは     血圧でね、（省略）【A】 

[dt20927 挨拶 p34-36] 

353) A：○○○ŋa       agami   naʃitʼi,  umi    çittainu   agami  naʃitʼijoː, 

    ○○○(人名 a)が  子供を 産んで、そこで  兵隊の 子供を 産んでね、 

çittainu  agamidu  atarusaː. 

兵隊の 子供だっただろ？ 

B：çaŋaː  karajanu  ○○○nu         agami.  ○○○... 

         ○○○(人名 b)の  子供。 ○○○(人名 b)… 

A：○○○          agami  aibina.  inamunatijaː  uɴkaraɴkidu 

○○○(人名 b)の  子供であるか？        それから 

○○○       agamija  araɴ. ○○○           agamiɴ  tunikaku   

○○○(人名 b)の  子供ではない。○○○(人名 b)の  子供も とにかく 

çittainu   agami  bui  aranunaː. 

兵隊の  子供  いるんじゃないか？ 

B：tʼsanu. 

知らない。【A】 

[空襲の話 p32-3] 

354) [任せていた仕事を見てみると、うまくいってなかった。小さい声でやさしい口調で] 

taro ,  ɴmaɴki   ʃi    ɴni.   uː     ɴnini.    bappaidu  bui  aranunaː. 

太郎、ここに  来て  みろ。ここ  見てみろ。間違い あるんじゃない？【B】 

[2015 年 7 月 8 日うちはら] 

 しかし、次の例にあげられるように、「aranu／ki aranu」の形をとる述語が、話し手の疑い

を表現する「kaja (かな相当)」をもつ文の構成として存在している。疑いを表す文は、一般

的に、話し手の見込みを持たず、判断が成立していないことを前提にもつ文である。このこ
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とから、「aranu／ki aranu」の na たずね文は、話し手の判断を表現し、何らかの見込みをも

っているとしても、正しいとする話し手の見込みをもっている文ではない。したがって、話

し手の判断内容の正しさについてたずねている文ではない。 

 

355) A：u     kagaba  kuɴdiʃiki  ʃikiɴdi   ɴdi    budi 

      それ      婚礼式  式って  言って いるの  

ʃuːseɴgo  araɴtakaja.      ija      oː 

終戦後じゃなかったかな？  父さん。 

B：ʃuːseɴgo. 

終戦後。【A】 

[昔の生活と婚礼式 p43] 

 最後に、動詞のつづけ文や原因的なつきそい・あわせ文のつきそい文の述語に現れる

「kibi(して・するから相当)」の形が終止の位置に来て、それに na がくっついて現れる場合

がある。この場合、na 文の述語 kibi は肯定の形をとっているが、話し手は、実際には、肯

定形によってさしだされている出来事とは反対の出来事が事実であることを、見込んでい

る。したがって、「kibina」を述語にもつ文は、話し手の否定的な見込みをともなった、話し

手の判断内容がさしだされる文である。 

 

356) [戦争中、外に戦闘機が飛んでいるので] 

ma  anuja  uɴni      dajaɴtʼaɴki   haju   çima  aibina.  dzeɴdzeɴ  minutaɴdjaː. 

   私は そのように 洞窟などへ 入る   ひま あるか？全然  なかったんだぞ。【A】 

[空襲の話 p44-5] 

357) A：araˑgu    dimaɴɸpanaʃi  kitaba,   idimiruɴdoˑ.   nainu   agamiɴtʼaŋa. 

      たくさん 自慢話を   したから、 いじめるよ。 今の   子供達が。 

B：aːha  nuː   idimi.  nuː   uɴtʼatʼigara  magiː   magibina. 

    何   いじめ。何  それ達に    負け  負けるか？  

bagamunuɴtʼa   magiranuɴ. 

若者達は   負けない。【A】 

子供達の方言 p65-6] 

358) [戦時中の話] 

A：igutaiɴtʼu  ataɴga  ɴnitaɴsuja. 

何人だったか？  死んだのは。    

B：tʒaː  ibitʼatʼi  atakaja. na  igutaitʼuɴdi  bagaibinaː. 

    少しだったかな。  何人って  分かるか？【A】 

 [空襲の話 p21] 

 ほとんどが反語的な、否定的な態度をとっているが、次にあげる用例のように、中立的な
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立場で相手と関わっている用例も、見られる。話し手は、kibina たずね文を用いているが、

それに後続する相手の反対意見がさしだされていても、その意見にさらに反対することも

なく、相手の意見にあるように、寒ければ、何かしらのもので暖めていることを述べていて、

今の暮らしと同じ出来事についてさしだしている。したがって、kibina たずね文は、反語的

な、否定的な態度を相手に示しながらも、あくまで、中立的な立場で、答えについて相手に

ゆだねていることを表現する文である2。 

 

359) [昔の服装と生活について話している] 

A： ɴkʼaʧitu  naitu  diːɴ   naija  nuːɴ  çiːsa  diːɴ  aibina. 

  昔と   今と    今は 何も 寒さ   あるか？ 

C：naija  kotatsuɴtʼaɴ  nuɴ    tuɴdi  kurjaː.    unitʼiɴ,   çisanuɴ,çisanuɴdi   ɴdudoː. 

   今は 炬燵なども 何でも 出て くるから、それでも、寒い  寒いって 言うよ。 

A：ɴkʼaʧija  çisarjaː,  kamadutʒini  tʒiː    hakkiː,  nugumitʼija, iʃi    iʃidu   

   昔は   寒いと、かまどに   火を  かけて、暖めては、 やって やって 

iʃi     butaru. 

やって いた。【A】 

[昔の生活と婚礼 p30-1 1978/12/21 dt20938] 

kibina 文が、たずね性をもっていることの一つの根拠として、ものがたり的なたずね文の

反語が nai 文によって表現されているということが、あげられる。 

 

360) nai           imi    tadaiɴdi  ɴduba,  bagarunai.  bagaranubi. 

今[与那国のことわざの]意味を 正せと 言えば、分かるか。 分からないから。【A】 

 

nai 文は、本論第 2 章第 3 節第 2 項で記述したように、ものがたり文として働く形式であ

る。このことから、反語的な表現にも、与那国方言においては、たずねという態度をもって

いる kibina たずね文と、たずね性が限りなく薄れている nai たずね文とに分かれている可能

性がある。 

 以上、na たずね文のさまざまを見てきた。na たずね文は、話し手の正しいとする見込み

を持たず、中立的な立場で、相手に答えをゆだねる《肯否たずね文》であるということがで

きる。 

 

第２項 jaたずね文  

 肯否たずね文として現われる ja 文は、話しあいの中に与えられた情報をきっかけに、話

し手が判断や思い起こしを行ない、その判断内容や思い起こしの内容が事実であるかどう

かについて、相手に同意を求める文である3。基本的に、前提として、ja たずね文にとりこ

まれる対象的な内容が事実であるとする判断に、正しいという話し手の見込みはない。した
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がって、ja 文は、聞き手に答えをゆだねながら、たずねる文である。Ja たずね文は、相手が

同意するという話し手の見込みがある。 

なお、ja たずね文は、三人称と二人称、一般人称の例が見られ、一人称の用例は得られて

いない。 

 

三人称 

 ja たずね文の内容が第三者についての内容である場合、ja たずね文は、話しあいの中に与

えられた情報をきっかけに、話し手が判断や思い起こしを行ない、その判断内容や思い起こ

しの内容を相手に伝え、それが事実であることについて、相手にたずねて、同意を求める文

である。相手が同意するという見込みをもっている。そのような ja たずね文の内容は、話

し相手が伝えた情報であったり、話し相手自身に関わる出来事であったりして、そのたずね

に相手が同意して答えることができる内容である。 

 

361) A：ɴdatʼija.      ɴdatʼija,     iginu,   aŋa   guruːpunu   kaiʧoːni    naitʼi, 

あいつ達ね。 あいつ達は、つまり、私が グループの 会長に  なって、 

ʃiɴseːkatsuuɴdo, uɴdo  saiʃogara    jobikakjaɴsaja.   toˑ,   uɴnu  basugara  jeːɴdiʃija   

新生活運動、   運動 最初から  呼びかけただろ？ そう、その  時から    

mura  gumaruɴgara, tettei   kitʼi,   iʃidu,    baɴŋa    katʒi  katʒi   uɴtʼatʼi 

村   小さいから、徹底 して、 やって、私達が   勝ち  勝ち  この人達 

ibai       butaruɴgaraju. kamaja    goneɴbagai  hadimagara,  iʃi      buɴju. 

いばって いたからね。あそこは 5 年ぐらい 始ってから、やって いるよ。（中略） 

B：ittaː,    kekkjoku  ʃiɴki    naɴsuja      seːkatsunu  goːrikaja. 

じゃあ、結局    新暦に なったのは 生活の   合理化なんだね？ 

A：soː   soː   soː. 

そう そう  そう。【A】 

[dt20966-67 年中行事 p9] 

 はじめの用例で、相手 A に比べて若く、与那国島での生活の移り変わりを把握していな

い話し手 B は、ある出来事(暦に新暦が導入された)を引き起こした原因が分からないでいた

のであるが、与那国島で自分より長く暮らしている相手 A から、与那国での生活様式がど

のように変わってきたのかの経緯について伝えられている。話し手と相手とには、はなしの

対象に対する知識の量と質に差がある。 

話し手 B は、A の話をきっかけに、新暦が導入されたのは生活の合理化が原因であると

いう話し手の判断によってとらえられた《運動》を、《同一認定》＝《本質的な特徴づけ》

として働く名詞述語文で相手 A にたずねている4。そのことは、何らかの情報を受けて、論

理的な態度をもっていることを表現する陳述副詞(あるいは、接続詞)「ittaː(じゃあ)」が、話

し手 B の文にあることからも、示される。話し手 B は、その文の内容に示される情報を始
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めから知っていたわけではなく、相手 A の話をもとに判断しているわけであり、正しいと

いう見込みをもっておらず、答えを相手にゆだねている。 

 

362) [昔あったお祝いの行事の日について話している] 

A：ujaː    kjuːnu   naɴgatʒikaja. 

   それは 旧の  何月かな？ 

B：kjuːnu   dutʒiɴgatʒinu  duitiniti  aranunaː.  abuː      duːniɴgatʒinu   duitinitinaː. 

   旧の   12 月の       11 日ではないか？ おばさん。12 月      11 日か？ 

A：duːniɴgatʒidu  hadija. 

    12 月だろう？ 

C：duːniɴgatʒi  hadi. 

    12 月だろう。【A】 

 [dt2096667 年中行事 p12-13] 

 この用例では、B が、自ら持っている知識を A に教えている場面である。そして、話しあ

いの中で B の知識があいまいになって、教えることが中断されている場面である。知識を

教えるうちの一人である B が、自分より年配の C に「abuːおばさん」と呼びかけ、たずねて

いる場面である。この場面における知識の伝達の最終的な決定は、C にゆだねられている。 

話し手 A は、相手 B の情報の一部分を受けて、「ヒルグミ」という行事が行なわれるのは

12 月であるという見込みをもって、それが事実であるかどうかについて C にたずねている。

このことは、話し手 A の話す文「du:niɴgatʒidu  hadi(12 月だろう)」に、〈推量〉を表す hadi

があることからも明らかである。 

 上にあげた用例は、ja たずね文の話し手が判断を行ない、その判断内容が事実であるかど

うかについて、相手にたずねる場合である。一方で、以下にあげる用例のように、ja たずね

文の話し手が、過去の出来事を思い起こし、その思い起こしの内容が事実であるかどうかに

ついて、相手にたずねる場合もある。 

 

323) [終戦後、生活が豊かになったことについて話している] 

A：hanaʃirokuːʧuːʃiɴʃiŋa  maː  nuda   utuʃi,      hanaʃi   ki:   wataɴja. 

   ハナシロ校長先生が    涙  落として、 話を   して  いらっしゃったよね？ 

B：sakijama    sakijamaʃiɴʃiɴtʼabagiɴdu  arunai. 

   サキヤマ  サキヤマ先生などもなんだよ。 

A：iʃeː.   eibiʃiɴʃiɴtʼaɴjoː. 

  そうね。エイビ先生などもね。【A】 

[空襲の話 p14] 

この例では A が、「hanaʃi kiː wataɴ 話をしていらっしゃった」ことを思い起こして、それ

が事実であるかどうかについて、相手にたずねている。ここでも、これまでの用例と同じく、
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話し手と相手との間には知識の程度の差があるか、あるいは、話し手の知識がはっきりして

いない。 

B は、二人の間には共通の情報であることを前提にしていて、不足の情報があることにつ

いて伝える nai 文を用いて、ja 文の話し手 A に伝えている。つまり、nai 文の話し手 B は、

ja たずね文の話し手 A に対して、そのたずねる内容、その前提としての話し手の判断の中

に取り込まれた出来事が、事実であると肯定しながら、その内容に不足の情報があると判断

して伝えているのである。したがって、ja たずね文のあとに続く nai 文の存在は、ja たずね

文の対象的な内容が思い起こしたところの事実であるということを示している。 

次にあげる用例では、ja たずね文の話し手が、思い起こしてもいるし、判断してもいると

考えられる用例である。はじめにあげる例では、文の構成要素である述語名詞が、過去形を

とっていて〈想起〉を表現している。 

 

363) A：kuːʃu:  baɴtʼaŋa  ksuːʃuː  ittihadimi     itaru    basuja 

      空襲  私達が  空襲   一番始めに やった 時は   

oːmisokanu   tʒidu  attaruja. 

大晦日の   日だったね？ 

B：m mː  ʤuːgatsunu    ʤuːsaɴnitʒidu  ataru.  tʒoːdo    imagorodatta.  

         10 月の        13 日だった。 ちょうど 今頃だった。 

A：oːmisokanu  basuni   itiɴ   naja  baɴtʼa   tsumanasuɴki   

  大晦日の  時に   一番      私達   ツマナス(地名)に 

naːbiɴtʼa  katami   tʒiːŋu  çitaɴsuja    uɴnu   basunija. 

鍋など  担いで もう  行ったのは その  時には。【A】 

 [dt20951 p1] 

364) [昔の生活について話している] 

A：duː   buːru    duraidu  attaru. 

   自分 皆   寄り合いだった。 

B：kiːjaʃiʃi,  duraikiːjo. 

      寄り合いしてね。 

A：durai      kitʼi,  mata  waːɴdi  ɴduɴsuɴ   kuruʃitʼi,  ui  aranuɴki, 

  寄り合い  して、また 豚と  言うのも 殺して、 売るのではなく、 

buru   muitu   kʼitʼi,   bagidu buru,  buitjarunai.  ɴkʼaʧijuː. 

皆  基準を  作って、 分けて いる, いたんだよ。昔ね。 

ɴkʼaʧiɴdi   ɴduɴsukʼaja   aŋaː   maː   nuɴgara  arubaɴ,    tsurutabajuː, 

昔と   言うよりは  私が もう   何かが あっても、物心ついたからね、 

uɴnidu     iʃitaru. 

そのように やった。 
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C：ʃuːseɴtoːʤibagiɴja. 

終戦当時までだよね？ 

B：soː,  soː, soː. 

そう、そう、そう。【A】 

[dt2096667 年中行事 p18] 

これらの例は、《事実のすり合わせ》といった、《同定》のような思考過程＝判断を伝えて

いる名詞述語文の用例である。そのため、話し手が、思い起こしてもいるし、判断もしてい

る。思い起こしの内容でも判断内容でもあるので、ふたつは分けられない。とすれば、思い

起こしと判断をまとめて《認識》と一般化する必要もある。ja たずね文は、話し手が判断や

思い起こしを行ない、その認識内容が事実であるかどうかについて、相手にたずねる文なの

である。 

三人称の jaたずね文にとりこまれる現実世界の出来事は、話し手の直接確認していない、

話し相手自らが与えた第三者の情報に関わる出来事であったり、話し相手が経験してきて

いると思われる生活としての出来事や、話し手相手の家族など、話し相手自身に関わる出来

事であったりして、相手がそのたずねに同意しうる出来事である。 

 

一般人称 

 ja たずね文の内容が人一般についての内容である場合、ja たずね文は、話し手が判断を行

ない、その判断内容が事実であるかどうかについて、相手にたずねる文である。また、一般

人称の ja たずね文にとりこまれる、現実世界の出来事は、話し手の直接確認していない、

話し相手が伝えた人一般の出来事であったり、相手が経験してきていると思われる生活で

の出来事であったりして、相手がそのたずねに同意しうる出来事である。 

  

365) [昔あった生活改善運動について話している。] 

A：de:... koɴro.   sekijukoɴro.    maː    maisaru  nabija   niraninuɴdi    ɴdu 

コンロ。石油コンロ。  もう  大きい  鍋は   煮れないと   いう 

kutuʃi    irutaʃidu,   unu   aidani  joːtoɴ   waː   kʼanuɴsuja  tʼa      minuɴki  

ことで やるうちに、その 間に  養豚の 豚   飼うのは ずっと なくなって 

naɴsaja.      narujuɴgara, nainu   gasukoɴroɴki    kirikaekitaɴtʼiɴ, 

なっただろ？ なったから、今の   ガスコンロに  切り替えしたとしても、 

tuɴ    sasai  minuɴki      nai,   iʃi       buru anoː    kuraʃi     burutuːti. 

全く 支障 なくなって  なり、やって いる あのー 暮らして いるわけ。   

B：iruba,     itʼa,   suŋatʼija  niʤuːneɴ   sukuraɴdi  kaɴgaitaru  ɴsaru tʒidija.  

とすれば、じゃあ、正月は  20 年    そこらと  考えて  いい わけなんだ？ 

C：seɴsoː,  ɴsaru.   ʃiɴnu   ʃoːgatsu  kitʼi,  niʤuːneɴja   naranu  hadi.       

          大丈夫。 新の  正月    して、20 年は    ならないだろう。【A】 
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[dt20966-67 年中行事 p7] 

366) [昔の生活について話している] 

A：mata  kanari   tubutu   tiɴpuratuja   ujaː    niː.  baɴtʼaŋa  uri    kʼuru   baɴ 

   また      豆腐と  天ぷらとは  それは 根。私達が  折詰を 作る   時も 

kanari  tʼaraɴkija   tubutu  tiɴpuratudu   niː    kitʼidu,  uɴkara   uiɴki... 

       下には  豆腐と  天ぷらと   根に  して、 それから 上に 

B：u:    kaɴgarjadu, waɴtʼa    irugigaru   iʃi  gurisaruja.   oː. 

   それ  考えたら、 豚肉など  色づけが やりにくいよね？ 

ɴkʼaʧi   tʼuɴtʼagadu ɸuɴtoka  bagaranuɴja. 

昔の  人達が    本当か  分からないよね？ 

A：itaŋadu,     naija    unidu     itaŋadu,      naija  aŋa  baʃini  ɴdamitʼi, 

   やったけど、今は  そのように やったけど、今は 私の 時に  刻んで、 

unumama  irugitʼidu,  iʃi    butaru. 

そのまま 色づけて、やって いた。【A】 

[昔の生活と婚礼式 p48-9] 

一般人称文は、三人称文の場合とはちがって、思い起こしの内容が事実であるかどうかに

ついてたずねる場合はなく、判断内容が事実であるかどうかについてたずねる場合のみ見

られた。このことは、時間的限定性のない、一般的なものごとが、人間の思考＝《判断》を

とおしてしか捉えられないことにもよっているのだろう。 

 

二人称 

 ja たずね文の内容が相手についての内容である場合、ja たずね文は、話し手が思い起こし

を行ない、その思い起こしの内容が事実であるかどうかについて、相手にたずねる文である。

思い起こしであることは、述語名詞が過去形をとって文の構成の中に存在していることか

らも明らかである。その思い起こしの内容は、相手のことであり、相手が同意しうる内容で

ある。 

 

367) [生活運動の話をしている] 

A：ʃiɴ... ʃiɴseːkatsuuɴdoɴdi  ɴtʼabadu,    umuiɴdaɴŋa,      ʃodaikaiʧoːdu  aitarujaː. 

新… 新生活運動と   言ったから、思い出したが、[あなた]初代会長だったよね？ 

B：iʃi.    anu  ʃodaikaiʧoː.    

そう。私  初代会長。【A】 

[dt20966-67 年中行事 p5] 

B が、自らの経験をもとに生活改善運動が起こった当時の出来事について(第三者が「guru

ːpuŋa  hadimaigara,ʃiɴki  suŋatʼi  kiri,kiriɴdi 生活改善グループが始まってから、新暦に正月

をやれ、やれと」言っていたこと)述べているのを、A が聞いている。そして、その述べら
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れた出来事をきっかけに、ja 文の話し手 A は B が初代会長であったことを思い起こして、

その思い起こしの内容が事実であるかどうかについて、B にたずねている。与那国島の生活

を変えた運動の初代会長は、与那国島で生まれた人にとって知られていることである。B は、

話し手 A にたずねられた内容が自身に関わることなので、それに答えることができる。 

 二人称の用例は、判断内容が事実であるかどうかについてたずねている用例はなく、思い

起こしの内容が事実であるかについてたずねる用例のみであった。 

 

 人称ごとに分けて記述した ja たずね文の特徴をまとめると、次のようになる。肯否たず

ね文としての ja たずね文は、判断内容と思い起こしの内容が事実であるのかどうかについ

てたずねている文である。三人称文の場合は判断内容と思い起こしの内容、一般人称文の場

合は判断内容、二人称文の場合は思い起こしの内容が事実であるかどうかについて、たずね

ている文である。また、話し手は、その認識内容が正しいという見込みがない場合も、ある

場合もあって、認識内容に対する正しさへの見込みについては中立的であるが、相手が同意

するという見込みをもっている。 

以上のことをもとに、肯否たずねとしての ja たずね文を一般化すると、つぎのようにな

る。肯否たずねの ja 文は、話しあいの中に与えられた情報をきっかけに、話し手が判断や

思い起こしを行ない、その認識内容が事実であるかどうかについて、相手にたずねる文であ

る。そして、話し手は、その認識内容を相手が同意するという見込みをもっている。 

 

第３項 saたずね文  

 sa をもつたずね文(以下、sa たずね文)は、何らかの点で不確かさをもっている、話し手の

判断内容の正しさの是非について、相手にたずねることを表現する5。na たずね文とは、事

実であるかどうかではなく、話し手の判断内容の正しさについてたずねている点、また、sa

たずね文の対象的な内容としてとりこまれる出来事は、話し手にとって事実である、正しい

という見込みがある点で異なっている。 

sa たずね文は、本章第 5 項で記述しているように、いわゆる標準語の《確認要求》を表現

する文（だろ？）に相当する。sa たずね文の詳しい記述は、第 5 項にまとめてある。以下で

は、人称ごとに分けて、sa たずね文の用例をあげておく。 

 

三人称 

 sa たずね文の内容が第三者についての内容である場合、sa たずね文の対象的な内容は、

《現実性》としての、人の《思考活動》や《認識状態》、《特性》や《質》、《可能性》として

の《思考活動》である。いずれも、話し手が直接確認＝知覚することのできない《出来事》、

《特徴》であり、話し手の間接的な認識によって捉えられるところの内容である。したがっ

て、三人称の場合は、話し手は、話し手の判断内容の是非についてたずねている。 
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368) [昔の人達がどのように家を作っていたのか、今の子ども達には分からないし、自分達

の力で作ることができないということについて話している] 

A：ɴkʼaʧi  gaɴko   gaɴko          ɴdjaː,    mattaku   itʼa, 

  昔     頑固  頑固と[今の子供達が] 言ったら、全く   「じゃ 

ɴkʼaʧi  daja  nuɴdiba    maisaɴgaɴdi  aŋa   maː aː  ɴdjaˑ,    uɴ    bagaranuɴsaː. 

昔の  家は どうして 大きいか？と 私が     言うと、それも 分からないだろ？ 

B：uɴ. 

うん。 

A：ɴmaː   kiɴsuː  maisaguɴŋaɴdi  ɴdjaː,         bagaranuɴdoː. 

  どこか     大きいか？と  言うと、[今の子供達は]分からないよ。【A】 

[子供達の方言 p58-60] 

369) [方言は、知っている人に尋ねなければ分からないということについて話している] 

A：mata   tami...   kʼanuŋaʃija,   tamiru   tʼuɴ  waranuɴsai. 

  また  教え…   聞かないなら、教える 人も  いらっしゃらないんだよ。 

B：iʃe. 

そうね。 

A：waranujuɴgaradu,       uitʼidu,  nainu  aŋamiɴtʼaja  gakumuɴja  susaŋa, 

   いらっしゃらないからこそ、そうして、今の 子供達は  学問は   強いが、 

ɴkʼaʧitʼukʼa aɴraku  ʃi     buitʼi,  buitʼi,  reigisaɸuɴ    bagaranuɴsaː. 

昔の人より 楽   来て  いて、 いて、 礼儀作法も 分からないだろ？【A】 

 [dt20927 子供達の方言 p49] 

370) [ブルドーザーもない時代、昔の人達が知恵をもって石などを運んでいたのに対して、

今の子供達は運ぶことができない、その方法を考えることもできないと話している] 

B：unuga    tija  unu   itʒibuguja  nuguʃi     ugitaŋa.    ɴkʼaʧija 

そうだが、  その 石は    どうやって 起こしたか？  昔は 

buruɴ        aː  guriɴ      minu.  unu  ʤidaini  unu   itʒibuguja 

ブルドーザーも     クレーンも ない。 その 時代に その  石は 

nuŋuʃi     ugitaɴdi   ɴdaɴtʼa   ɴdi     kaɴgariɴdijuː.   kaɴŋai  tʼsanusaː.   

どうやって 起こしたと お前など あなた達 考えろってよ。 考えれないだろ？ 

A：ikkaɴ  kaɴgai  tʼsanujuˑ. 

  絶対  考えれないよ。 

B：kaɴgai  tʼsanubi,   ɴdiɴni        munuɴtʼanu  bakaɴdi   aŋa   ɴdu. 

考えれないから、  あなた達のような 者達の   バカと  私が 言う。 

no:miso   taranu     munuɴtʼaɴdiˑ. 

脳みそ  足りない  者達と。【A】 

[子供達の方言 p56-7] 
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371) [今の子供達は自力で家を作ることができないと話している] 

A：a:   karijaju   maː  maɴtʼaŋa   kʼutaruɴni      nai   nainu   bagamunuɴtʼaŋa 

       あれはね       私達が   作ったように   今  今の  若者達が 

nai  uɴkija    kitʼi,  kʼuriɴdi  ɴdubaja,  ʤettai   kʼui  tʼsanuɴ. 

今 それには して、 作れと  言えば、 絶対   作れない。 

B：ikkaɴ  kʼui  tʼsanuɴ. 

  絶対  作れない。 

A：kaja   igugara      hajuɴdi  tʼsanuɴsaː. 

  茅  どのくらい  入ると  知らないだろ？ 

B：iʃe. 

そうね。 

A：hajuɴdi   tʼsanuɴ.  mata   ki  naɴboɴ  kiɴni  naɴboɴ  hajuɴdi  tʼsanuɴsaː. 

  入ると  知らない。   木 何本   間に  何本  入ると 知らないだろ？ 

B：iʃe. 

そうね。【A】 

 [子供達の方言 p69-70] 

372) [亡くなったと思っていた人と会った時の話をしている] 

A：uʤi,  uʤi  anu   bagarunaɴdi    ɴdibidujoː    ma    bagadi   kuna:nu 

   おじ、おじ  私  分かるか？と 言うからね、        分からない 

miɴtama   ɴniɴ  kiranuɴdi  aŋa    ɴditʼi   buija   kitaŋa,  bui   ataga,... 

目玉を   見も しない    私が 言って  いては したが、いて あったが、… 

B：ɴda…ɴtʼa    anukʼa  bagaɴdi   ita  mitʒatate. 

   あなた…達  私より   若いと       見分けたわけだ。 

A：maː  nuɴnitʼiɴ,      agamitʼidu  aɴsaː.    agamitʼidu  arujuɴgara, 

    どんなでも、 子供であるだろ？    子供であるから、 

ɴdatu     budasatuiɴdi   ɴdigara,   niɴdu,  saɴdunu  ma  sa    tʒigaidu  kiru. 

あなたと  おじさん   言ってから、 20、  30 の      差     違う。【A】 

[dt20927 挨拶 p5-6] 

二人称 

 sa たずね文の内容が相手についての内容である場合、sa たずね文の対象的な内容は、《現

実性》としての、相手の《思考活動》である。 

 

373) [A が病気で倒れた時のことを B が話している] 

A：m. uja    ma   kitsuatsuʃiduju  naɸani   itʒijo  tururujuɴŋara,   tururujuɴŋara, 

それは     血圧でね     那覇で 一応  倒れているから、倒れているから、 
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ma  iʃitʼi    irutaʃidu,   uɴkaraɴki   pʼaɴmiŋai       aŋaitʼi,  uɴkaraɴki   uma 

  やって  やるとき、それから  ドンドン    [血圧が]上って、それから   ここ 

dukiduki    kitʼi,  maː  hahahaːɴdi  inamunu. inamunuɴdi     kaɴŋaɴsaː. 

ドキドキ して、         残念。  残念と  [あなた]考えただろ？ 

E：m. 

うん。【A】 

 

一人称 

 saたずね文の内容が話し手＝一人称についての内容である場合、sa文の対象的な内容は、

話し手を性格づけるところの《質》である。 

 

374) A：saɴmainiku  kai    kuɴdi    eː  kai    ʃitʼi,  ʃita    

三枚肉    買って  来いと     買って 来て、 すぐ  

niriɴdi.                    itiɴ    haidamadu   aɴsaː.   

煮ろと[子ども達に言って]  一番  食いしん坊だろ？ 

E：uɴ.   haha.  

うん。[笑う]【A】 

 [dt20927 挨拶 p31-32] 

 sa たずね文は、基本的に、時間的限定のある、一人称の出来事を対象的な内容にすること

はない。それは、sa たずね文の本質と関わっている。そのことについては、本節第 5 項につ

いて記述している。 

 

一般人称 

 sa たずね文の内容が人一般についての内容である場合、sa 文の対象的な内容は、《現実性》

としての、人の《心理的な状態》、《必要なこと》としての、人の《言語活動》である。 

 

375) [祀りごとの話のある部分を忘れてしまったことを思い出して、聞きに来た人に話そう

とした話] 

A： nai   mata  tʼumuti  uɴki                       unu  hanaʃi  na   

   今   また 朝   これに[話を聞きに来た人に] その  話 

ibitʼatjarjaː,    kitaŋado,  saigono  hanaʃidu  arujuɴgara, 

少し あるから、したけど、 最後の   話だから、 

mata   iranugaraja,      nuɴ  umutʼsa  minuɴsaː. 

また やらなかったら、 何も 面白く ないだろ？ 

B：iʃeː.   umutʼsa  minuɴ. 

   そうね。 面白く ない。【A】 
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[dt20927 挨拶 p14-16 

376) [子ども達に方言を教えようとしても、受け入れない第三者がいることを話している] 

A：tʼudu barajugaradu, 

    人  嫌にさせるからこそ、 

B：tamitaɴ.  tamiruɴdi    umutaɴtʼiɴ,  tamiraninu   suːtidu  arunai. 

   教えた。 教えようと 思っても、  教えられない わけなんだよ。 

A：iʃiɴdjanai. 

そうなんだよ。 

B：uɴni      ɴdujugara,  bariː. 

   そのように  言うから、嫌だ。 

A：uɴ.   bari.  ma   bariju.  uɴtʼatʼiɴki  uoː  maː   makitaɴdi   

うん。嫌だ。もう 嫌だね。それ達に    もう 負けたと 

ɴditʼi   maː  buidu  kirariruɴsa.        uɴtʼatʼiɴkija. 

言って    いなければならないよね？   それ達には 

B：iʃeː. 

そうね。【A】 

[子供達の方言 p63] 

 人称ごとに分けて記述した sa たずね文の特徴をまとめると、次のようになる。三人称の

場合、sa たずね文の対象的な内容は、《現実性》としての、人の《思考活動》や《認識状態》、

《特性》や《質》、《可能性》としての《思考活動》である。いずれも、話し手が直接確認＝

知覚することのできない《出来事》、《特徴》である。二人称の場合、sa たずね文の対象的な

内容は、《現実性》としての、相手の《思考活動》である。一人称の場合、sa たずね文の対

象的な内容は、話し手を性格づけるところの《質》である。一般人称の場合、sa たずね文の

対象的な内容は、《現実性》としての《心理的な状態》、ないし、《必要なこと》としての《言

語活動》、《特徴》である。 

sa たずね文の対象的な内容は、人の内的な状態、質、必要だとされる言語活動など、思

考、判断によって捉えることのできるものである。したがって、sa たずね文は、その内容を

捉えるところの話し手の判断内容を前提にもっている。sa たずね文は、話し手の判断内容

をたずねていると言えるのである。 

ここで、どのような判断内容をたずねているのか、さらに詳しく記述しなければならない

が、その内容は、本節第 5 項で記述してある。そうしているのは、sa たずね文が、確認要求

というモダリティを表現しているからであり、他の通達的なタイプの文に属するところの、

別のモダリティ形式と関係しているため、与那国方言のモダリティ体系の中に位置づけて

記述する必要があるからである。結論をここで述べておくと、sa たずね文は、何らかの点で

不確かさをもっている、話し手の判断内容の正しさの是非について、相手にたずねることを

表現する。 
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第４項 sajaたずね文  

saja をもつたずね文は(以下、saja たずね文)、肯否たずね文を表現する文末形式 sa に、た

ずね文を表現する文末形式 ja がくっついて出来ている文である6。saja たずね文は、何らか

の点で不確かさをもっている話し手の判断内容や思い起こしの内容の正しさについて、相

手にたずねる文である。saja たずね文は、三人称と一人称、一般人称の例が見られる。二人

称の例は得られていない。 

 

三人称 

 saja 文の内容が第三者についての内容である場合、現実のこととしてとらえられた出来事

や、不可能なこととしてとらえられた出来事が対象的な内容である。このとき、saja 文は、

話し手の判断内容や思い起こしの内容を対象的な内容にしている。なお、saja 文の述語のア

スペクト・テンス形式は、完成相非過去 kiruɴ(する相当形式)によってさしだされている用例

が多い。 

 

377) A：nainu  agamiɴtʼa   tʒimurisaja  aidu  aidu  buija  kirudoˑ.  hoɴtuni.  

      今の  子供達         かわいそうではあるよ。           本当に 

B：iʃe. 

そうね。 

A：dunaɴkutuba   bagaranuɴsaja. 

  与那国言葉    分からないだろ？ 

B：uɴ. 

うん。 

A：asaɴtʼa      abuɴtʼaŋa     nuˑ    tui      ku         ɴdjaː,   

  おじいさん達  おばさんたちが 何々  取って  来いって [方言で]言ったら、 

aː    aɴdidu       ɴduɴsai. 

「アン？」と  言うんだよ。【A】 

 [dt20927 子供達の方言 p39] 

378) [昔の人達は知恵を絞って自力で木材を運んでいたことについて話している] 

A：uː   uɴtʼa    nainu  agamiɴtʼaŋaru  kiːgaʃibagaidu      iruɴdi   kaɴŋaru. 

  それ それなど 今の  子供達が   機械でだけ  [運搬を]やると  考える。 

tʼuːʃiɴdija     iʃi  tʒibija. 

人の手で   やれるか？やれない。 

B：mata  uɴni    uɴninu    amitʼigara  uɴni     suːtʒi      ʃi  tʼsanusajaː. 

  また  そのように そのような 道から  そのように 引っ張って 来れないだろ？

【A】 
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[子供達の方言 p58-60] 

 はじめの用例は、話し手 A は、今の子供達とのやりとりを思い出し、そのやりとりの中

での方言が今の子供達に通じなかったことから、第三者(今の子供達)の内的な運動＝《認識

状態》、すなわち、「分からない」という、現実のこととしての出来事を判断(推論)し、その

判断内容の正しさを相手 B にたずねている。次の用例では、話し手 B は、家を作るとき、

機械ではなく、手作業で木材を運んでいたことについて、今の子供達に教えていて、今の子

供達がそのことに驚いたということを、相手 A に伝えている。そして、話し手 B は、その

驚いたことや「今の子供達が機械ばかりで考える」といった考えを根拠に、今の子供達が木

材を手作業で「引っ張って来れない」という不可能なこととしての出来事を判断(想像)し、

その判断内容の正しさについて相手 A にたずねている。 

 saja 文のこのふたつの例は、sa たずね文が、現実のこととしての出来事と可能なこととし

ての出来事を話し手の判断によってとらえ、その判断内容の正しさについて聞き手にたず

ねる場合とほとんど同じである。話し手は、自らが事実確認した出来事をもとに、判断を行

ない、その判断内容を相手にたずねている。そして、その判断内容は、確かな根拠をもとに

した、正しいという見込みがあるものである。その点で、三人称の saja たずね文は sa たず

ね文を土台としていると言える。saja は、その形態素の「sa」の意味的なコンポーネントを

保存していると言えるのである。 

 一方で、saja は、その形態素「ja」の意味的なコンポーネントも受け継いでいる。三人称

の saja たずね文は、ja たずね文のように、話し手が直接確認したと思われる、現実のことと

しての出来事を思い起こし、その思い起こしの内容が事実であるかどうかを聞き手にたず

ねている例もあるからである。 

 

379)    kuːjuɴgara,  anu  ma  ʤettai  çiranuɴdi    ɴditʼi   butaɴŋa, 

[戦闘機が]来るから、 私    絶対  行かないと 言って  いたが、 

çiranuɴki     buraninusaː.   buraninurja,   maː   tamaja   

行かないで  いれないだろ？ いれないから、      タマは 

agamisuitʼudu arujuɴgaraː,  agamisuitʼubagiɴ   tatiduː,   iː    hamai   magai, 

  子供連れだから、   子供連れまでも  働いて、 ご飯 食糧を  賄い、 

haritagara,    ɸuɴna    ɸuɴnaɴdi    ijaŋa   ɴduɴsajaː. 

食べられたら、食べるな 食べるなと  父が   言うんだよね？【A】 

 [空襲の話 p35] 

380) A：a  utitaɴtʼiɴjoː,  seɴdaɴ   kamiː    itaɴtʼiɴ,  muratiŋa  gumarujuɴgara, 

     撃ってもね、船団    あそこで やっても、村が   小さいから、 

dunu   ujabinibagaːidu  tubi    buruɴni   buruɴdjaː. 

自分の 上でだけ   飛んで いるようなんだぞ。 
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B：iʃe.   maː  unu  biˑniʤuˑku. 

  そうね。   その B29。 

A：ubu  ubugutʼinu    dugurutʼidu  maː   unuː  miːguitʼija,  utuɴsajaː. 

    それぐらいの  ところ      その 巡っては、 撃つんだよね？ 

tʒiŋuː  kamadiː    kamanuː   muinumadiga   kuba,    ɸuːɴdi      ʃitʼi, 

もう あそこから あそこの 小山から   来るから、 ヒューって  来て、 

tʒiŋu  uɴni      dibai   kitʼijoː,   tʼaraɴki  teikoːkitigarani, 

もう そのように 地這い してね、 下へ    低空飛行して、 

tʒiŋu  seɴdaɴki   pa...paraparaɴdi    utuɴsajaː.     dunu   ujabinibagaːidu   

もう 船団へ  パ…パラパラって  撃つんだよね？ 自分の 上でだけ 

iʃi      buruɴni    buruju.    

そのように いるようなんだよ。【A】 

[空襲の話 p34-5] 

 これらの用例は、いずれも、話し手の体験した空襲の時の話である。話し手は、言語活動

動詞(ɴduɴ 言う)とふれあい動詞(utuɴ 撃つ)によって表現される、自ら経験した出来事を思い

起こし、その思い起こしの内容が事実であったかどうかについて聞き手にたずねている。こ

の場合、話し手の不確かさは限りなく退いている。 

三人称の saja たずね文は、sa たずね文と ja たずね文の特徴を合わせ持っていると考えら

れる。しかし、三人称の sa たずね文が人の《内的な運動》や、評価や判断によってとらえ

られる《特性》や《質》を対象的な内容にとりこむのに対して、三人称の saja たずね文は、

それに加えて、《外的な運動》(「iru  kʼaranuɴ 色がつかない」「minuɴki  naɴ なくなった」)

や《態度》(「koːsaɴkiru 降参する」「dimaɴkiruɴ 自慢する」)、《言語活動》(「ʃitsumoɴkiruɴ 質

問する」)、《社会現象》(「tsuːjoːkiranu 通用しない」)までとりこんでいる点では異なってい

る。 

 

一人称 

 saja 文の内容が話し手自身についての内容である場合、現実のこととして捉えられた出来

事や、不可能なこととして捉えられた出来事が対象的な内容である。このとき、saja 文は、

話し手の思い起こしの内容や判断内容を対象的な内容にしている。一人称の場合、思い起こ

しの内容をたずねる場合が多い。このとき、再確認するようなニュアンスがある。 

 

【思い起こし】 

381) B：ɴdatʼija.      ɴdatʼija,    iginu,    aŋa   guruːpunu   kaiʧoːni   naitʼi, 

あいつ達ね。あいつ達は、たとえば、私が グループの 会長に  なって、 

ʃiɴseːkatsuuɴdo, uɴdo  saiʃogara    jobikakjaɴsaja.     

新生活運動、   運動 最初から  呼びかけただろ？   
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 [dt20966-67 年中行事 p9] 

382) [B がヒステリックになっておかしくなっていると噂されていたことについての話] 

A：m.  çisutoi     çisutori     bjoˑkidu  uguri     buruɴdidu. 

ヒストリー ヒストリーの   病気    起こって  いると。 

aŋa    bjoˑkija  bagaranuɴkiju.   aŋadu  buru  nai  〇〇〇〇     〇〇〇tʼaɴ 

私の 病気は  分からないでね。私が  皆   今  〇〇〇(人名 1) 〇〇〇(人名 2)達も 

uɴnidu         ndi    butarutiˑ.  〇〇〇        〇〇〇tʼaɴ           buru    ɸuː   

そのように   言って いたわけ。〇〇〇(人名 3)  〇〇〇(人名 4)達も  みんな   

ɴdi    butaŋadu,  naː  aŋa   bjoːkidu  bagaranuŋajeːɴdi.   

言って いたが、     私の 病気    分からないんだなあと。 

B：iʃeː.  aŋaja    ʃiɴdzoːɴdidu  ɴdaɴki   ɴdi    butaɴsaja. 

そうね。私は  「心臓。」と あなたに 言って いたよね？ 

ɴdaja    ʃiɴdzo. nuːɴ   aru.   ɴda     munumui   ki    tuɴna. 

あなたは 心臓。  何か   あるか。あなた  物思いを して 通すな。 

〇〇〇         na  ɴnitaba,    munumui  kidu,  inamuɴdi  kaɴŋaitigaradu, 

〇〇〇(人名 5)     死んだから、物思い   して、残念と  考えてから、 

ʃiɴdzudu  aranuna.  kamado,  kamadoɴdi  aŋa   tʼaː    ʃitʼi,  ɴdi    burarunai. 

心臓ではないか？  カマド、カマドと  私が  ずっと 来て、言って いたんだよ。【A】 

 [dt20927 挨拶 p34-36] 

【判断】 

383) A：naija   nai ataɴtʼiɴ,   itʒiɴ   ɴdimuraja  juˑʃoˑ   ki   buɴsai 

今は   今でも、 「いつも 比川は  優勝  して いるじゃないか」って 

ɴdjaŋa,     uɴdunu  itʒibaɴ  uniti  tumaimura  tʼuɴtʼaŋa    ɴdimuraɴtʼaja   

言ったけど、運動の  一番        祖納村の  人達が     比川村の人達は 

ɸurimunuɴtʼaɴdi  daː   kʼuruɴsukʼaja   ɴdimurani   kʼui   ititʼi    ɴni. 

馬鹿者達と   家   作るよりは   比川に     作って  行って   みろ。 

uɴnibi;,     aŋa   mata  uɴtʼatʼija   ukkikimiruɴsaja.   budasaː. 

そんなだから、私が また それ達は  降参させるだろ？ おじさん。 

B：uɴ. 

うん。 

A：buɴkano   haʤimarijaˑ  dokokaɴdi   aŋa   ma  ɴdi     busai. 

  文化の   始まりは  どこかと  私が      言って いるんだよ。 

B：uɴ.  uɴ. 

うん。うん。【A】 

 

 一人称の sa たずね文の内容が質(食いしん坊)のみであったのに対し、一人称の saja たず
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ね文の内容は、《言語活動》(「jobikakjaɴ 呼びかけた」「ɴdi butaɴ 言っていた」)、《態度》

(「ukkikimiruɴ 降参させる」)、《さまがわり》(「ɴmaninutaɴ 履けなかった」)などをとりこん

でいる点で異なっている。 

 また、一人称の saja たずね文は、話し手自身だけでなく、聞き手を含んだり、含まなかっ

たりするところの、一人称・複数を構成にもつ場合もあって、sa たずね文の場合とは異なっ

ている。 

 

384) [終戦後の生活について話している] 

A：tonikaku  nihoɴnu  baɴtʼaː  ʃuːseɴ   naitʼija, soːtoˑ  karidu  ataɴsaː. 

とにかく 日本の  私達  終戦に なって、 相当 あれだっただろ？ 

nihoɴnoː   juːjajoː  kaikjuːʃidu   ɴnani  tʼsubaɴ,   nuː   haimunu     kirubaɴ 

日本の  世はね 階級で   服を  着るのも、何か  食べるものに するのも 

kaikjuːʃidu  itaɴsaː.    nu  baɴtʼaˑ   amagutsuɴninu   munuɴtʼa    

階級で   やっただろ？ 何 私達  雨靴のような   ものなど 

baɴtʼaŋa   ɴmaninutaɴsajaː. 

私達が    履けなかったよね？ 

B：iʃe. 

そうね。【A】 

[空襲の話 p49] 

385) [戦時中の食生活について話している] 

I：banuja   iː    maga  tʼudu  aɴsaja.  geɴmaiduː  kubbuginu     nabini  maː 

  私達は ご飯を 賄う   人だろ？  玄米を   これぐらいの   鍋に 

ubuginu     ibiraninu  ɸuːtiɴkinu  munuʃi   kiraʃija,    ni   niru  tʒidiɴdjaː. 

これぐらいの 杓文字の 大きな  もので  かき混ぜては、煮  煮る わけなんだぞ。

【A】 

[空襲の話 p24] 

一般人称 

 Saja たずね文の内容が人一般についての内容である場合、その内容は、《現実性》として

の、あるいは、《可能性》としての出来事である。このとき、saja たずね文は、話し手の思

い起こしの内容や判断内容を対象的な内容にしている。一般的な知識をたずねているので、

このときも、再確認するようなニュアンスがある。 

 

386) [服を作る過程で、繊維をどのように取り出していたかについて話している] 

uɴninu     naːsanu   munu  aɴsai.    tʒippi  kaːbu  nitʼi,   haŋuɴsa. 

そのような  長さの   もの  あるだろ。           煮て、剥ぐだろ？ 
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miɴni  ɸukuɴkaʃitʼi,    mata  uɴni      bata     ɴgurusaja. 

水に  含みこまして、 また そのように  腹の部分を こそぐだろ？ 

uŋuitʼi,  mata   komeno  konaʃi  nuɴka   ki     buɴsai. 

返して、また  米の   粉で  何か  して  いるんだよ。【A】 

 [dt20966 織物の話 p23] 

387) [機織り機の各部品の名称について話している] 

A：ɴʃeː.   maːtaɴkidu. 

そうね。マータに。 

B：matitʼi, hatʼamunuɴki  nuʃitʼi,   hadimi   uruɴsaja. 

巻いて、織物に    乗せて、 はじめ  織るよね？ 

nunu  tatibataɴdidu   ɴdusa.    tatibataɴde. 

布  タティバタと 言うだろ？ タティバタって。【A】 

 

以上、saja たずね文を人称ごとに分けて記述した。saja たずね文は、sa たずね文と ja たず

ね文との特徴が合わさって表現されている。sa たずね文からは、話し手の判断内容の正し

さを相手にたずねるという意味的なコンポーネントを、ja たずね文からは、話し手の思い起

こしの内容を相手にたずねるといった意味的なコンポーネントを受け継いでいる。それら

を受け継いで、saja たずね文は、何らかの点で不確かさをもっている話し手の判断内容や思

い起こしの内容の正しさについて、相手にたずねる文であると規定できる。 

 一方で、saja たずね文は、sa たずね文と ja たずね文には見られない特徴がある。saja たず

ね文が、sa たずね文と ja たずね文とちがう点は、外的な運動や活動までを対象的な内容と

してとりこんでいる点、さらに、一人称・複数などの、一人称の内容をもつという点があげ

られる。 

 これらの点は、本節第 5 項で触れるように、sa たずね文が、直接確認できる目の前の存在

を対象的な内容にとりこむことができず、基本的に、話し手の間接確認＝判断によって捉え

た出来事・特徴を確認の対象とする一方で、一人称の主体が体験した運動や活動を事実であ

ると判断し、その判断の内容が正しいのか、その是非を相手にたずねる場合、そのことをど

のように表現すればいいのかという問題と関わっている。 

その問題の解決は、話し手の一度経験した出来事があいまいになっていて、その出来事を

思い起こし、その内容を相手にたずねる ja 文の意味的なコンポーネントを、saja たずね文

が持っていることにある。saja たずね文は、ja たずね文にある、思い起こしの内容をたずね

るという意味にある、経験性という意味的なコンポーネントを引き継いで、一人称の出来事

を事実確認したことまで対象的な内容にすることができると考えられる。つまり、saja たず

ね文は、sa たずね文が対象的な内容にもつことのできないところの、一人称主体の体験し

た動作や活動を対象的な内容にして、それらの内容が事実であると判断して、その判断の内

容が正しいのか、その是非を相手にたずねる領域にまで使用されていると考えられるので
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ある。これらのことは、次の項で取り上げる確認要求と文の通達的なタイプへの位置づけに

も関わっている。  

 

第５項 確認要求のモダリティと文の通達的なタイプ  

 宮崎和人他 2002 の『新日本語文法選書 4 モダリティ』と、日本語記述文法学会 2003 の

『現代日本語文法 4 第 8 部モダリティ』にまとめられている、現代日本語学のモダリティ

研究は、「確認要求」を「質問文」「疑問文」のモダリティとして認めている。「確認要求」

は、このふたつの記述いずれにおいても、たずね文に位置づけられているのである[宮崎他

2002：p.177、日本語記述文法学会 2003：p.20、p.39]。 

現代日本語学において、たずね文に位置づけられている「確認要求」のモダリティの記述

については、宮崎他 2002、日本記述文法 2003 に詳しいが、まとめると、以下のようになっ

ている。 

 

1） 確認要求は、質問を成立させる条件のうちの、情報が不明である点と、判断が成立して

いないという要素が欠ける質問文である。 

2） 基本的に、確認の対象は話し手の認識内容であると記述されているが、聞き手の認識内

容も確認の対象であると記述する立場もある。 

3） 確認要求を表す場合のそれぞれの形式の記述に、問いかけ性といった、本来の質問文の

特徴から、気づかせるといった、質問文の本来の特徴ではない記述まで見られる。 

 

 3 つに基本的にまとめられるのだが、重要なのは、現代日本語における、確認要求という

モダリティをもつ文の、文の通達的なタイプへの位置づけである。すでに見たように、現代

日本語学では、基本的に、確認要求の文をたずね文に位置づけている。ただ、現代の日本語

学は、確認要求を表す形式は、単に質問文の特徴をもっているだけでなく、本来の質問文的

ではない特徴も持っていると記述している。 

そのような場合の「確認要求」は、話し手の認識内容は確かであるが、聞き手の認識内容

が不確かであり、「命題内容の真偽の確認ではなく、その事柄の存在を聞き手にその場で意

識化させることを目的としている」場合や、「眼前に存在している状況について聞き手の注

意を喚起したり」、「相手が気づいていないといった状況で」「聞き手に想起させたり、気づ

かせたりする」場合である。しかし、それらの場合の文を確認要求の文であるとし、質問文

に位置づけているのである。このことが、現代日本語学におけるモダリティ体系の記述の特

徴である7。 

 与那国方言において、基本的に確認要求を表すのは、sa を持つ文（以下、sa 文）である。

それは、「確認要求」であることの条件を sa 文が満たしているからである。現代日本語学は、

その条件に、1）情報が不明であること、2）判断が成立していないことが欠けるという特性

がとりあげられていて、その特性のあることを、1）’疑問詞質問文として働かないこと、2）’
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「認識のモダリティ」を表す形式を持つことができることをあげて説明している[宮崎他

2002：p.176-177、日本語記述文法学会 2003：p.21、pp.38-39]。 

確認要求の文であることを証明するところの、この二つの点を sa 文にあてはめてみて調

査すると、以下のようになる。まず、疑問詞たずね文として働くかどうか面接調査すると、

sa 文は、疑問詞たずね文として働かなかった。さらに、sa たずね文の述語は、必要があると

いう話し手の判断を表現する文に現れる「kidu  kirariru しなければならない」の形をとって

いる[本論第 2 章第 5 節第 1 項]。つまり、話し手の判断が成立していることを表現している

のである。 

 

388) A：uɴ.   bari.  ma   bariju.   uɴtʼatʼiɴki  uoː  maː   makitaɴdi   

うん。嫌だ。もう 嫌だね。 それ達に     もう 負けたと 

ɴditʼi   maː  buidu  kirariruɴsa          uɴtʼatʼiɴkija. 

言って    いなければならないだろ？  それ達には 

B：iʃeː. 

そうね。【A】 

 

さらに、sa 文が選択たずね文として表現されないという点も、話し手の判断や見込みが

何らかの形で成立していることを示す重要な根拠である。選択たずね文には、話し手のたず

ねようとしている内容が、一つではなく、いくつかあり、そのいくつかの内のどれが事実で

あるかを話し手が決めつけること、判断することができないという前提、選択たずね文は、

そのたずねる内容の内どれが事実であるか、一つを話し相手に選んで答えてもらうという

働きがある[日本語記述文法学会 2003：p.25]。選択たずね文の内容の内どれが事実であるか

は、話し相手に完全にゆだねられているのである。 

選択たずね文として働くのは、与那国方言の場合、中立的な立場で聞き手に答えをゆだね

て求める na たずね文である。反対に、次の例に示すように、sa 文は選択たずね文として働

くことができない。 

 

389) A：attaja   numikai  aidu  burunaː  minunaː. {＊aidu burusa,minusa.} 

   明日は 飲み会  あるか？   ないか？ 

B：aː  minuɴdoː. 

ないよ。  

A：minuɴsai.    di,    itʼaja ,    tʼaiɴtʼu  numiɴdaɴgi. 

 ないんだよ。ほら、それじゃ、2 人  飲もう。【B】 

[2016 年 4 月 20 日うちはら] 

 

390) [赤ちゃんだった時の話をしている] 
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A：anuja   anisaɴkʼa   hajagu   aititana      aiganutana.   {＊aititasa, aiganutasa.} 

 私は   兄より  早く    歩いたか？ 歩かなかったか？ 

B：iː,  ɴdaja    mjagu  kigaradu,     aititaɴdoː. 

    あなたは  長い時間を経てから、 歩いたんだよ。【B】 

[2016 年 4 月 20 日うちはら] 

上にあげた、選択たずね文の用例は、肯定か否定か、事実であるか事実ではないか、極端

な答えを求めている選択たずね文の用例である。このような選択たずね文として sa 文が働

くことができないとすれば、sa たずね文の前提には、たずねる内容が事実である、正しいと

思うところの、話し手の見込みや判断が成立している可能性がある。なぜなら、sa 文は、選

択肢の内から一つを取り出して決めて、その一つだけを相手にたずねるからである。 

また、sa たずね文の内容に話し手の見込みや判断が成立しているという前提のあること

を示すものとして、二次的な働きをもつ《たずね文》のように、話し手が相手の何らかの意

志をたずねたうえで、さそいかけている場合、sa 文で表現することは不適切であるという

点もあげられる。依頼的なたずね文、勧誘的なたずね文、すすめ的なたずね文では、たずね

る内容が事実ではないということは、答える相手によってありうることとして表現されて

いる。事実ではないと相手が答えることができるということは、依頼的なたずね文、勧誘的

なたずね文、すすめ的なたずね文の話し手からのはたらきかけを断る権利、決定権が与えら

れていることなのである。 

依頼的なたずね文、勧誘的なたずね文、すすめ的なたずね文を sa 文で表現することは、

不適切である。たとえば、はじめの用例が、もし、sa 文で表現されれば、「持ってくれない」

という否定的な出来事の存在が事実であると決めつけていて、聞き手が実行するというこ

とを諦めてしまっていることになるという回答が話者から得られた。つまり、「持ってくれ」

の〈依頼〉は表現されないのである。この不適切性は、sa たずね文で表現することが、たず

ねる内容が事実であるという見込み(判断)をもってたずねることになるので、そのことを相

手に通達して、相手の意志を決めつけてしまうことになり、sa 文が相手に実行の決定権を

ゆだねる依頼、勧誘、すすめ、申し出とは相容れないことに起因しているのである。 

 

【依頼的なたずね文】 

391) [買い物をしすぎて、持ってもらいたいので] 

A：kunu  munu   duːtʼuiʃija   mutaninurjaː,    uː      muti    turaninunaː. 

この   物     一人では  持てないから、これを  持って  くれないか？ 

B：ɴsaɴdoː.  aŋa   mutuɴ.                          {＊muti    turaninusa.} 

  良いよ。 私が  持つ。【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

【勧誘的なたずね文】 

392) [話をしていると、気が合ったので] 
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A：anutu  maduɴ   ʃikama   kiraninunaː. {不適切：ʃikama  kiraninusa.} 

  私と   一緒に  仕事を  することができないか？ 

B：aː,    ɴsaɴdoː. duːtʼuiʃi  ʃikama   kirjaː,    biɴdidu   kiru. 

あー、良いよ。 一人で   仕事を  すれば、    飽きる。【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

【すすめ的なたずね文】 

393) [子供がずっとお土産を見ているので] 

A：uː    ɴda      ɸusadu  arunaː.  hai      ɴnuna. {不適切：hai  ɴnusa.} 

  それ  あなた    ほしいのか？ 食べて  みるか？ 

B：uɴ,   ɸusaɴdoː.   hai     ɴsanaː. 

  うん、 ほしいよ。食べて  いいか？【B】 

[2015 年 7 月 13 日うちはら] 

【申し出的なたずね文】 

394) [赤ちゃんを抱いている時に、トイレに行きたくなったので] 

A：tarubaɴ   ɴsarjaː,    kunu  agamitʼi   dati     turaninuna. 

誰でも   良いから、この  子供を    抱いて  くれないか？ 

B：aŋa   dagunaː. {不適切：aŋa  dagusa.}  dati     ɴsaɴdoː. 

  私が  抱くか？                   抱いて  いいよ。 

A：je,    taɴdi   taɴdi.   unu   agamitʼi   dati     turai. 

  イェ、頼んだ 頼んだ。 この  子供を   抱いて  くれ。【B】 

 

 以上のことから、sa 文が、たずねる内容が事実であるとする話し手の見込み(判断)をもつ

たずね文、すなわち、確認要求文であることが分かる。次に、「確認要求」を問題にする場

合、確認の対象が「話し手の認識内容」であるか、「聞き手の認識内容」であるかどうかも

重要である。 

たとえば、宮崎和人他 2002 では、確認要求をモダリティとしてもつ文は、「話し手の情報

の捉え方が妥当であることの確認を聞き手に求める」という特徴をもった文であるとして

いる[宮崎他 2002：p.203]。そして、そのことを表現する文法形式として、「のではないか」

「ではないか」「だろう」「ね」を認めている。それに対応する用例として、次のような例が

あげられている。 

 

(35)「ほら,あすこにあの,ピンク色の洋服を着たお嬢さんと一緒に踊っている

{でしょう／＊ンジャナイ},あれがまアちゃんよ」 

(谷崎潤一郎『痴人の愛』p.220)[宮崎他 2002：p.213] 

(36)「しかし,そうすぐに動くとも思えませんがね」 

   と谷口は言った。 
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  「でも,何かある｛んじゃない／＊デショウ｝」? 口をつぐむ代わりに,きっ

と何かを手に入れるはずだもの」 

  「そうですねぇ,あの女を黙らせるのは,金ぐらいのものだろうからな」 

(赤川次郎『女社長に乾杯!』p.811)[宮崎他 2002：pp.213-214] 

 

(41)「あら、元気そう｛じゃないの／＊デショウ｝」 

(山本周五郎『さぶ』p.475)[宮崎他 2002：p.217] 

 

(45)「私たちが狙われているとか言って。つまりあれは口実だったんですね」 

  「そうです。（略）」               (赤川次郎『女社長に

乾杯!』p.915)[宮崎他 2002：p.218] 

 

そして、これらの形式を「事実性の〈傾き〉」をもったものとして、次のようにまとめて

いる。 

 

〈事実性の傾き〉を有するタイプの形式としては,聞き手の認識について確認

する「だろう」,話し手の見込みを伝え,その妥当性を伺う「のではないか」,話し

手の認識を聞き手に押しつけて確認させる「ではないか」,話し手がそのように

認識することについて聞き手に承認を求める「ね」がある。[宮崎他 2002：pp.226-

227]【波下線は目差】 

 

 ここの引用で重要なことは、「のではないか」「ではないか」「だろう」「ね」の形式をいず

れも事実性の〈傾き〉をもったタイプとしながらも、その確認の対象を A）「のではないか」

「ではないか」「ね」のような「聞き手の認識」にする形式と、B）「だろう」のような「話

し手の認識」にする形式があると記述していることである。宮崎和人他 2002 の記述では、

まず、A タイプを典型的なものとしてあげ、次に、確認要求のうちで典型的でないものに B

タイプをあげている。それは、典型的な A タイプの場合の「話し手の認識が不確かで聞き

手の認識が確かである」[宮崎他 2002：p.214]のとはちがって、B タイプの場合、「すでに話

し手の認識は確かなものであって、話し手の認識が妥当であるか否かを聞き手に尋ねる必

要はない」[宮崎他 2002：p.214]からである。つまり、B タイプは典型的な確認要求からずれ

ているとみているのである。 

 実際に、宮崎和人他 2002 の記述では、B タイプの確認要求は「命題内容の真偽の確認で

はなく、その事柄の存在を聞き手にその場で意識化させることを目的としている」とされて

いる[宮崎他 2002：p.214]。それは、「〈質問〉」の本来の情報要求性から遠ざかり、むし《伝

える》というようなものがたり文に近いものである。また、そのような、確認要求を表す形

式のもつものがたり文的な特徴として、A タイプの「ではないか」の記述でも、話し手の認
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識が確かである時、「話し手の認識を聞き手に押しつけて確認させるものであり、本来的な

疑問文の機能をもちあわせていない」と述べ[宮崎和人他 2002：p.207]、話し手の認識が不

確かである時、「話し手が判断を形成しつつある状態を聞き手に見せることによって,間接的

に聞き手の関与を求めることになるという,運用論的な現象である」とし、「聞き手がその情

報を直接知りうる立場にあるとき」に、「典型的な確認要求用法になる」と述べている[宮崎

和人他 2002、p.215]。したがって、それらは、宮崎他 2002 では、ものがたり文に近い形式

であると考えているようである。しかし、宮崎和人他 2002 の記述では、その問いかけの対

象が聞き手の認識内容へと移っていることに注目し、そのことを証明することで、B タイプ

を「〈確認要求〉」として働くものとして記述している8。 

確認の対象を A）「聞き手の認識」にする形式と、B）「だろう」のような「話し手の認識」

にする形式があると記述しているような立場は、方言研究でも見られる。三宅知宏・高木千

恵・松丸真弘 2012「確認要求的表現と対照言語学」は、「命題確認の要求」と「知識確認の

要求」という二つの確認要求のタイプを取り出している。三宅他 2012 は、「知識確認の要

求」が「当該の知識を聞き手が有していることの確認を要求するもの」[三宅他 2012：pp.30-

31]としている。 

したがって、日本語標準語研究でも、日本語方言研究でも、確認する対象が、話し手の認

識なのか、聞き手の認識なのか、明らかにしながら、様々な確認要求をあらわす形式を分析

し、記述することは一般的な研究の方向である。本論文でも、この方向にしたがって、与那

国方言の確認要求の文とその形式について記述していく。 

まず、確認要求を表す sa 文は、基本的に、話し手の認識内容を確認の対象としている。

sa 文は、聞き手の認識内容を確認の対象とすることができないのである。 

 標準語研究は、聞き手の認識内容を確認の対象とする用例として、「ほら、あすこにあの、

ピンク色の洋服を着たお嬢さんと一緒に踊っているでしょう、あれがまアちゃんよ」のよう

な、「聞き手にその人物の存在が（視覚的に）認識できるということについての確認である」

用例をあげている[宮崎他 2002：p.215]9。しかし、この場合、与那国方言では、sa 文で表現

することはできず、sai を持つ文によって表現されている。sai 文は、次にあげる用例のよう

に、発話時現在に、目の前で直接確認＝知覚されるような出来事を対象的な内容にとりこん

でいる。 

 

395) [家の場所を聞かれたので、説明する] 

maibarani  ɸuːtiɴkinu  daː  aɴsai.｛＊aɴsa.} umadi    ɴdaiɴki  miŋutaja，  

前に     大きい   家 あるだろ。   そこから 左に    曲がったら， 

unu   tʼunu  daja   aɴdoː. 

その 人の 家は あるよ。【B】 

 

 以上の例から、sa 文が、聞き手の認識内容を対象にすることができないこと、そして、本
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論第 3 章 2 節 3 項にあげている用例をもとに、基本的に、話し手の認識内容を確認の対象

としていることが分かる。一方で、確認要求を表す場合、それを表す形式は質問文の特徴だ

けでなく、「その事柄の存在を聞き手にその場で意識化させることを目的としている」こと

や[宮崎他 2002：pp.214-215]、「注意を喚起したり、気づかせたり」するといった[日本語記

述文法学会 2003：pp.39-40]、質問文的とは言えない特徴まで見られる場合がある。その場合

の確認要求の文は、聞き手の認識内容を確認の対象とする確認要求の文である。しかし、与

那国方言では、sa 文は、用例 395 のように、聞き手の認識内容を確認の対象的な内容とし、

そのように働くことができない。「その事柄の存在を聞き手にその場で意識化させることを

目的としている」ことや、「注意を喚起したり、気づかせたり」することは、sai をもつ文に

よって表現される。 

 用例 395 のように、「家があるだろ」のような、発話時現在に目の前で直接確認＝知覚さ

れるような出来事、すなわち、物のアクチュアルな《存在》を、聞き手に注意を喚起したり、

気づかせたりする場合は、sai 文によって表現されている。しかし、sai 文は、聞き手の認識

内容を確認の対象とすることができない。 

次にあげる用例は、話し手にとって直接確認できない、不確かとなる、聞き手の生理的な

状態、心理的な状態、評価、意志、すなわち、聞き手の認識内容が、確認の対象とされてい

る。この場合、たずねる内容が事実である、正しいという見込み(判断)をもちながら、たず

ねることを通達する sa 文によって表現されている。聞き手の認識内容を反映するところの、

さまざまな出来事・特徴を sai 文は文の対象的な内容にすることができない。 

 

396) [草刈りをしている時に、腕を掻いているを見て] 

A：kʼjaɴsa.｛＊kʼjaɴsai.}【聞き手の生理的な状態】 

   痒いだろ？ 

B：tuɴ    kʼja   minuɴ. 

   全く   痒く ない。 

A：kaʃimunu  kiɴna. 

      嘘つくな。【B】 

 

397) [表情や仕草から明らかに酒を飲みたそうにしている。それを見て] 

sagi  ɸusarusa.｛＊ɸusarusai.}【聞き手の心理的な状態】 

酒  欲しいんだろ？【B】 

 

398) ［あげた本を子どもがずっと読んでいる。それを見て］ 

A：umutʼsaɴsaː.｛＊umutʼsaɴsai.}【聞き手の評価】 

面白いだろ？ 
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B：umutʼsaɴsai.  

面白いよ。【B】 

 

399) ［いつも父は酒を飲んでいるので］ 

A：suɴ      sagitʼi   ujaɴsa.｛＊ujaɴsai.}【聞き手の意志】 

   今日も  酒     召し上がるよね？ 

B：aː，  suja     dutʒitu   kami      ibi    numitʼidu  surjaː， 

      今日は 友達と  あそこで 少し  飲んで  来ているから、 

maː    numanuɴ. 

もう  飲まない。【B】 

 

 つまり、sai 文は、聞き手の認識内容を確認の対象とする「確認要求」であると、認める

ことができなくなる。とすれば、問題は、sai 文が、どのような通達的なタイプの文に位置

づけられて、どのような対象的な内容をもって、どのようなモダリティを表現しているのか

かということになる。 

 まず、文の通達的なタイプとしては、sai 文は《ものがたり文》であると、認めることが

できる。なぜなら、用例 396～399 にあげてある文が、聞き手の内的な状態、認識、意志を

反映するところの出来事・特徴を文の内容にしているのであって、この文の内容を sai 文が

伝えることができないのであれば、sai 文は、ものがたり文の一般的な法則としての、人称

制限を受けていることになるからである。ものがたり文は、ふつう、二人称＝聞き手の内的

な状態を対象的な内容にすることができない。したがって、人称制限を受けるところの、聞

き手＝二人称の内的な状態、認識、意志を反映するところの出来事・特徴をを対象的な内容

にすることのできない sai 文は、《ものがたり文》である。 

 さらに、sai 文が《ものがたり文》であることの証拠として、次に例をあげることができ

る。次にあげる用例のように、sai 文は、聞き手からたずねられたことに対して答える文と

して、表現されているのである。 

 

400) [戦後のお互いの家族の状況について話している] 

A：〇〇toː          bajanu     〇〇tu          diɴdimunudu  ataruɴdjaː. 

   〇〇(人名 a)と  我が家の  〇〇(人名 b)と   同い年だったんだぞ。 

C：iʃiː. 

そう？ 

A：tu  tuganidu   nataŋadujoː. 

    10 日に  産んだけどね。 

B：ɴmi    〇〇        buŋaː. 

 どこに 〇〇(人名 b) いるのか？ 
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A：ɴnuɴsai. 

死んでいるよ。【A】 

 

上の用例では、B が、〇〇(人名 b)という人がどこにいるのかたずねている。それに対し

て、話し手 A はそのたずねに答えている。話し手 A は、第三者花子の親である。つまり、

sai 文の内容は、話し手にとってよく知っている内容である。そして、その内容を、聞き手

は知らない。それは、聞き手が疑問詞たずね文で表現していることに現れている。 

もし sai 文に先行する文が、正しいという見込みを持って、話し手の判断した内容の正し

さをたずねる sa 文であれば、たずねた主体にとって、その答えた内容は、新しい情報の価

値はほとんどないに等しい。しかし、疑問詞たずね文は、一般的にいって、見込みが成立し

ていないことが前提にある文なのであって、話し手がそれに答えた内容は、たずねた人にと

って、新情報であることは間違いない10。 

たずね手が知らなくて、話し手はその知らない内容を伝える。このことを文の通達的なタ

イプで考えれば、sai 文は、たずね文ではなく、ものがたり文であると考えるのが妥当であ

る。上の用例では、《たずねる―答える》の話しあいの構造が存在していて、《答える》とい

うことを sai 文で表現しているのである。 

そして、この場面において、B は、疑問詞たずね文で A にたずねている。その疑問詞たず

ね文は、b がどこかにいることを前提にしていて、いる場所がどこなのかたずねている。そ

れに対して、A は、sai をもつ文で答えている。sai 文は、b が死んでいるという、人の無意

志的な変化を伝えている。「死んでいる」ということは、人がこの世に存在しないというこ

となので、sai 文は、B のたずね文に答えながらも、その前提＝人がこの世にいるというこ

とが間違っているということに気づかせているのである。したがって、sai をもつ文は、《聞

き手が忘れている内容》、《聞き手が気づいていない内容》を対象的な内容のタイプにしてい

て、その対象的な内容に条件づけられて〈気づかせ〉を表現する。このことは、本論第 2 章

第 3 節第 3 項ですでに記述してある。 

 さらに、sai 文がものがたり文に位置づくことを保証する、たずね文の体系との関係につ

いても、触れておかなければならない。標準語と対比できるように、確認要求のタイプを整

理して提出した三宅他 2012 は、聞き手の認識を確認の対象とする文の例に、「この間,私,東

京に帰ったでしょう？」という一人称文をあげている[三宅他 2012：p.30]。標準語では、一

人称文の出来事＝《外的な運動》を確認要求の対象とすることができるとしているのである。 

 一方、「この間,私,東京に帰ったでしょう？」のような一人称文は、与那国方言では、もの

がたり文の sai 文によって表現される。本論第 2 章第 3 節第 3 項でもあげているが、ここで

は他の例をあげておく。 

 

 

401) [出かけようとしているのに、誕生日にあげた新品のズボンを着ないので] 
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ɴnu   puredzeɴtokitaɴsai.     u    tʒidu  kiru.  nuɴdi    tʼsanuɴki   buɴsuja.  

昨日  プレゼントしただろ。それを 着るんだ。 どうして  着ないで  いるんだ。 

【B】[2015 年 6 月 22 日うちはら] 

 

402) [昔家を自分達で作った時の話をしている] 

A：dutʼaiɴtʼuʃi saɴnitʒinaʃi   daː  tubina    kʼutaɴsai     baɴtʼaː. 

  4 人で   3 日ぐらいで 家 一つずつ  作ったんだよ   私達。 

B：uɴ.   ikkeɴnajo.   ikkeɴna. 

  うん。一軒ずつね。一軒ずつ。【A】 

子供達の方言 p65-6] 

「この間,私,東京に帰ったでしょう？」のような一人称文は、与那国方言では、ものがた

り文の sai 文によって表現される。とすれば、一人称文の《外的な運動》についてたずねる

ことを表現する確認要求文は、与那国方言にはないということになる。なぜなら、sai 文は

〈気づかせ〉を表す《ものがたり文》だからである。 

確認要求の文として sa たずね文が認められるが、sa たずね文に一人称文の用例は一例の

みである。この時の対象的な内容も、《外的な運動》ではなく、《質》(haidama(食いしん坊))

である。そこでは、あくまで、話し手の評価的な判断の正しさ、その妥当性を聞き手にたず

ねているのである。 

 

403) A：saɴmainiku  kai     kuɴdi   eː,   kai    ʃitʼi, 

三枚肉    買って  来いと     買って 来て、 

ʃita    niriɴdi.  itiɴ   haidamadu   aɴsaː.   

すぐ 煮ろと。一番 食いしん坊だろ？ 

B：uɴ.    haha. 

  うん。 [笑う]。【A】 

 

 ということは、sa たずね文が一人称の《外的な運動》を対象的な内容にする場合はないと

される。しかし、一人称文の《外的な運動》を対象的な内容にする、たずね文としての確認

要求を表現しているのは、本論第 3 章第 2 節第 4 項で記述してある saja たずね文である。 

saja たずね文は、saたずね文と ja たずね文の意味的なコンポーネントを受け継ぎながら、

何らかの点で不確かさをもっているところの、話し手の判断内容や思い起こしの内容の正

しさについて、相手にたずねる文である。そして、saja たずね文が sa 文と違う点は、saja た

ずね文が、《外的な運動》や《活動》までを対象的な内容として取り込んで持っている点、

さらに、一人称・複数などの、一人称の内容をもつという点があげられる。さらに、saja 文

が、sai 文のように、《たずねる―答える》の《答える》の位置にあらわれて機能しないとい

う事実があり、たずね文として働いていることの根拠を示している。したがって、これらの
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事実から、saja たずね文は、一人称の《外的な運動》を《たずね文》としての確認要求を表

すための形式であるといえる。 

 以上のことは、sai 文がものがたり文であるために、一人称の確認要求文が表現されてい

ないという、たずね文の体系的な空きを、saja たずね文が補っていることを示している。こ

のように、与那国方言でも、一人称文の確認要求文は表現できるのである。あくまで、「確

認要求」といわれるモダリティを表す形式が、ある言語では、たずね文だけに位置づけられ

る場合と、そうではなく、ものがたり文にも位置づけられる場合があるというだけである。 

 以上のことから、与那国方言の確認要求をまとめると、以下のようになる。 

 

1） 基本的に、確認要求をモダリティとして認めながら、たずね文として働くのは、sa 文で

ある。 

2）確認要求と認められる sa たずね文は、話し手の認識内容を確認の対象としている。 

3）確認要求は、与那国方言では、たずね文として働く形式、ものがたり文として働く形式

に分化して、表現されている。 

4) その位置づけは、一々のはなしあい中での話し手と聞き手の相互作用、たずね文ともの

がたり文の相互作用だけではなく、たずね文の体系の中での saja 文(一人称文の《外的運動》

を対象的な内容に持つことができる)の存在によって保たれている。 

 

 以上の 4 点にまとめることができる。しかし、ここで重要なことは、《確認要求》が、ひ

とつの形式だけで《問いかけ》として表現されるのではなく、別の形式で《確認》として表

現されているということから、異なる《ことば行為》＝《言語活動》として存在していると

いう事実である。この事実は、特定の言語に条件づけられているところの、社会＝歴史的な

産物としての《ことば行為》＝《言語活動》を明らかにして、それらをありのままに会話テ

キストに取り入れるためには、まえもって、あるモダリティ形式を文の通達的なタイプの中

に位置づけて、他のモダリティ形式との相互関係を言語学的に、客観的に記述しておく必要

があることを、示している。

 
1 音声的には、「-ŋa」だけでなく、「-ɴŋa」や「-ɴga」「-ga」があるが、「-ŋa」で代表させてい

る。 

2「ものがたり的なたずね文」という用語は、古座 1984 で使われている「ものがたり的とい

かけ文」[古座 1984：p.11]という用語を参考にしている。 

3 ja は終助辞である。ja をもつたずね文は、たずねて同意を求めるという点で、聞き手めあ

て性がある。また、相手の情報をきっかけにして話し手の認識をたずねて同意を求める場合、

相手の話に理解を示しているという点では、ja たずね文の内容は、聞き手利益への配慮があ

る。 

4  ここでの「同一認定」、「本質的な特徴づけ」という名詞述語文のもつ働きについては、

佐藤 1997 にもとづいている。 
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5 sa は終助辞である。sa をもつたずね文は、自らの経験や知識をもとにして話し手の認識内

容の正しさをたずねて答えをもとめたり、同意を求めるという点で、聞き手めあて性が強い。

ja 文のように相手の話に理解を示すというような場合は見られないため、sa たずね文の内

容には聞き手利益への配慮はない。 

6 saja は終助辞である。saja たずね文は、自らの経験や知識をもとにして話し手の認識内容

の正しさをたずねて答えをもとめたり、同意を求めるという点で、sa たずね文と同じく聞

き手めあて性が強い。ja たずね文のように相手の話に理解を示すというような場合は見ら

れない点でも sa 文と同じである。しかし、saja たずね文の内容が一般人称の内容である場

合は、話し相手のたずね、あるいは、知的な欲求に応えるという形で、一般的な常識(知恵)

としての内容を確認要求させているという点では、sa たずね文と違って聞き手利益への配

慮をもっている。しかし、saja たずね文の内容が三人称や一人称の内容である場合では、自

らの意見・話を述べるための前提としての内容を確認要求させているという点で、そのよう

に確認要求させているわけではないため、聞き手利益への配慮を一般的な意味として持っ

ているとは言えない。したがって、saja たずね文は、sa たずね文とは違って、発展の傾向と

して聞き手利益への配慮をもちつつあると述べるに留まらなければならない。 

7 この二つの文献における確認要求文の記述については、原書を参照頂きたい。目差 2016

には、この二つの記述のまとめと考察がなされている。 

8 日本語記述文法学会 2003 の記述は、宮崎和人他 2002 の記述とはちがって、確認要求を表

す形式は、いずれも話し手の認識内容を確認の対象としているものとして述べられている。

また、形式も「のではないか」を確認要求の疑問文には入れていない点、「よね」を加えて

いる点で異なっている。 

しかし、日本語記述文法学会 2003 の記述でも、たずねのモダリティの本質である情報要

求性、問いかけ性としての記述から、先にあげたように、「眼前に存在している状況につい

て聞き手の注意を喚起したり」[日本語記述文法学会 2003：p.39]、「相手が気づいていない

といった状況で」「聞き手に想起させたり,気づかせたりするという機能をもっている」[日本

語記述文法学会 2003：p.40]といった、ものがたり文的な特徴の記述まで見られる。 

9 これは、三宅他 2012 で言うところの「知識確認の要求」の用例に相当する。 

10 このような論理は、宮崎 2005「認識的モダリティとしての〈疑い〉」にもみられる。ただ

し、疑問詞たずね文を表現する形式が反語表現として働いている場合もあって、その場合の

疑問詞たずね形式をもつ文にも情報の価値はないとする見方もできる。疑問詞たずね文が

絶対的な根拠にはならないとされるだろう。 

しかし、このことは論理主義であって、言語的には絶対ではないだろう。与那国方言では、

たずね文が《反語》を前提にしている場合、「kibina」、「kirunai」をもつ文によって表現され

ている。したがって、ここでの「kiruŋa」は疑問詞たずね文としてムード化していると考え

られる。こういうわけで、与那国方言において、「kiruŋa」を述語にもつ疑問詞たずね文は、

話し手の見込みを前提にしない。そのため、この用例の、「kiruŋa」たずね文の話し手にとっ
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て、sai 文の内容は、新情報である。 
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第４章 はたらきかけ文 

 

はたらきかけ文は、現実世界の出来事（とくに動作・活動）を相手が行うよう、はたらき

かけて、その動作・活動の実行をもとめる、という文法的な機能をもっている文である。は

たらきかけ文は、《はたらきかけ・かりたて》というモーダルな意味をもっている。《はたら

きかけ・かりたて》は、現実世界の出来事（とくに動作・活動）を、相手が実行すべきもの

として文の対象的な内容にとりこむ、話し手の積極的な態度（かまえ）である。 

人間は、意識によって現実のものごとをとらえて、生活の中でうまれてくる動機・目的に

おうじて現実をつくりかえていく。このとき、人間は、現実のものごとの本質的な特徴、法

則を認識して、その特徴・法則にしたがいながら、動機・目的を実現させるために必要なも

のごとを、頭の中にこしらえていく。この、動機・目的を実現させるために必要なものごと

は、自然や社会の中にあるものや話し手の行為だけではなく、他人の行為でもある。現実の

つくりかえは、ひとりでは成り立たず、別の人間に助けられて成り立つ場合もあるのである。

そのため、人間は、別の人間の力を借りるために、現実をつくりかえる上で必要な、相手の

行為を相手に伝えて、はたらきかけ、その行為をもとめていく。はたらきかけ文は、基本的

に、このような交通活動のために機能している。 

 はたらきかけ文は、話し手が相手に行為をもとめる、はたらきかけ方の違いによって、さ

らに下位タイプの文に分かれている。相手に行為の実行を一方的に、かつ強くもとめる《命

令文》、相手に頼んで行為の実行をもとめる《依頼文》、話し手と共に実行するよう、さそい

かけて行為の実行をもとめる《勧誘文》とに分かれているのである。第 4 章では、命令文、

依頼文、勧誘文の文法形式とその形式があらわす、さまざまなモダリティを記述する。 

 第 4 章の構成は次のようになっている。第 1 節で命令文を記述する。第 2 節で依頼文を

記述する。第 3 節で勧誘文を記述する。 

 

1 節 命令文 

2 節 依頼文 

3 節 勧誘文 
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第１節 命令文 

 命令文は、話し手が相手に動作の実行、あるいは不実行を一方的に、強くもとめている文

である。さらに、命令文は、いわゆる、ふつうの命令の文と禁止の文に分かれている。それ

ぞれの文は、話しあいの構造の中で、さまざまに機能していて、使用にともなう場面的な意

味（プラグマチカルな意味）を背負って存在している。この節では、このことについても記

述することになる。命令文は、表現する形式が少なく、下位体系が複雑ではない。本節では、

まず、第 1 項で命令の文について記述し、第 2 項で禁止の文について記述する。 

 

第１項 命令の文  

命令の文は、話し手が相手に一方的に、強くはたらきかけ、動作の実行をもとめる文であ

る。命令の文は、基本的に、ポテンシャルであり、時間的限定性のある、話し手にとって望

ましい、相手（二人称）が実行すべきである出来事を対象的な内容にしている。命令の文を

表現する形式は、基本的に「kiri しろ相当形式」という形をとる動詞述語文である。 

 はじめにあげる用例は、典型的な命令である。一方的に、強く動作・活動の実行をもとめ

ている。その動作は話し手のコントロールすることのできる動作・活動であり、話し手は、

みずからにとって望ましい、その動作の実行をもとめているのである。 

 

404) [話があるので] 

ɴdaja   nugui  buri. ɴdija     çiri. 

お前は 残って いろ。お前たちは 行け。【B】 

 

405) [引率者が子供に向かって] 

buːru   aigiː. 

みんな 歩け。【B】 

 

406) [学校に早く連れて行かなければならないのに、姉がまだ出てこないので] 

taru,   atʼi      ɴnitʼi  ku.       uguriruɴdoː. 

太郎、お姉ちゃん  見て こい。 [学校に]遅れるよ。 【B】 

 

 次にあげる用例は、意識的に行動をする相手が、動作・活動の実行をもとめていたり、考

えていたりする場合、kiri の文は、より良い、適切な動作・活動の実行をもとめるところの、

勧告として働いている。kiri の文が勧告として働いて求めるところの動作・活動は、話し手

のコントロールすることのできるものであり、話し手にとって利益のある出来事である。 
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407) [芋を植えようと思って] 

A：asaː,      uma    kiʃitʼi ,  uɴtʼi  biruɴdoː.   biː    ɴsanaː. 

おじいさん、ここを 掘って、芋を 植えるよ。植えて いい？ 

B：umaja   aŋadu  uɴtʼi   bjaru.     kama    kiʃitʼi,    uɴtʼi   biri. 

そこは、私が  芋を 植えてある。あそこを 掘って、芋を  植えろ。【B】 

 

408) A：guɴnanu   haja   itʒiba   kurumaɴki  tʒimuŋa. 

長命草の 葉は  いつ  車に    積むの？ 

B：dusabi  buru   duʃiti   tʒimuɴ.  uɴkutuja   maːʃiku   turiju. 

夕方  ぜんぶ 寄せて 積む。 だから    たくさん 取れよ。【B】 

 

409) [空襲の時の話] 

atta   çikokiː    nuɴgara  kuɴdi    ɴdujuɴgara,  ʤoːrikukiruɴdi  ɴdujuɴgaraː, 

明日  飛行機  何か   来るって 言うから、 上陸するって  言うから、 

buːru   ʤuɴbikiriːɴdi 

みんな 準備しろって（省略）【A】 

 

 つぎにあげる用例では、相手が何らかの行動をしようとしていたり、すでにしていて、そ

れが良くない行動であり、何らかの望ましくない結果を引き起こす場合、話し手は、良くな

い行動の代わりとなり、望ましい結果を引き起こすところの、ふさわしい動作・活動を実行

するよう、もとめている。このような場合、kiri の文は、忠告として働いている。kiri の文

が忠告として働いて求める動作・活動は、相手に決定権を与えない、話し手のコントロール

することのできる出来事であり、相手にとって利益のある出来事である。勧告と同じように、

話し手が相手に強く、一方的に動作の実行をもとめている意味は、残っている。 

 

410) [相手が三枚肉ばかり食べているので医者が忠告する] 

haimunu  waːnu  miː   ɸuɴnajo    ɸuɴnajo.   nuɴ   ɸuɴna. 

食べ物  豚の   肉  食べるなよ  食べるなよ。 何も  食べるな。 

sabisabinu    munutiɴtʼadu  haija  haiju. 

あっさりした ものなどを       食べろよ。【A】 

 

411) [兄が病気になったという報せを聞いて、相手があわてて帰ろうとしているので] 

aː uɴninu  kutuɴdu   ataja,      ɴsaɴ.    nai   nai  ki   buru  ʃikamaja 

   そんな ことで  あったら、大丈夫。 今  今 して いる 仕事は 

uɴni     isuganu.   abatiranuɴki    e  m  ɴsaru  u  dugurudu  ai  burjaː, 

そんなに 急いでない。あわてないで      いい    ところだから、 
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a  uɴninu   kutunija   aː sugu  iti,  dagaranu   reɴrakuːja  uɴni   

   そんな ことには   すぐ 行き、家からの 連絡は   そんなに  

muʃikiranuɴki,   tʼsanuɴdi     kaɴgaranuɴki  isudi   taigu   daɴki  itiːnu 

無視しないで、知らないって  考えないで   急いで 早く  家に 行く 

kaɴgai   kiri. 

考えを しろ。【A】 

 

412) kaɴtʒanu    dwaini     mariru    agamija   tʒiːdamaɴdi     ujaː    buːruŋa 

カンチャの お祝いに 生まれる 子供は  火玉と言って それは  みんなが 

nigura  kirijoː, tʒiːdamadu arujuɴgara,  unu   aŋamija  tʒuːikiri    kiriɴdi.. 

怖がれよ、      火玉だから、     その 子供は  注意しろ しろ」って…【A】 

 

413) [飲み会に遅れてきた人が隣に座ろうとしたので] 

kumidu  ɸuganu  tʼuŋa  maː   ɴtʼwaɴdoː.   ɸuganu tuguru  ɴtʼui. 

ここは 他の  人が もう 座っている。他の  ところ 座れ。【B】 

[2014 年 12 月 10 日うちはら] 

414) [みんなで歌を歌っていて、そこにトイレに行っていた人が戻ってきて、歌を歌おうと

したら、その歌は前の人が歌ったものだったので] 

maibaranu  tʼuŋa  unu  uta  kjaɴdoː.   

前の   人が その 歌を してあるよ（歌ってあるよ）。 

ɴdaja    ɸuganu  uta   kiri. 

あなたは 他の  歌を しろ（歌え）。【B】 

[2014 年 10 月 16 日くぶら たけじ] 

忠告として働く kiri 文の対象的な内容である動作・活動を実行しないと、何らかの望まし

くない結果が引き起こされることを知っている話し手は、その望ましくない、相手にとって

不利益となる出来事を、つきそい文で伝えたり、do 文で伝えたりしている。あるいは、ふ

つうのものがたり文で伝えられたり、文脈に与えられたりしている。 

 

415) [耳が悪いので、耳垢を取ってもらいに病院に行ったが、全部は取れないことを話して

いる] 

A：kumakunani    haɴkigaraja   naranurjaː, 

  鼓膜などが  やぶれたら いけないから、 

B：tuga   tugaja    maː 

   10 日 10 日は もう 

A：gamaɴkiriɴdi 

  「我慢して」って（省略） 【A】 
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416) amadaigara   miɴ   utuɴsuja.    ɴŋarujuɴŋara,  nagaɴki  ɴnani   iririjo. 

雨樋から  水が  落ちたねえ。濡れるから、  中に  服を  入れろよ。【B】 

[2014 年 10 月 16 日くぶら たけじ] 

417) reidzoːkoni   attaru   kwatʒi  taŋaba  haɴŋa. 

冷蔵庫に  あった お菓子 誰が 食べたの？ 

[誰も言わないので] 

ta  arubaɴ  ɴdi.  taɴ  ɴdanugaʃija,    anu  kuɴduɴdiruɴdo. 

誰か  言え。誰も 言わないなら、私 怒るよ。    【B】 

 

418) [取ってきたヤシガニを食べに行こうとしているので] 

kiː   kʼaijo.   ɴkʼaʧi  bajanu   asaja      bjuiɴguja   

気を つけろよ。昔  我が家の おじいさんは 毒をもったヤシガニを 

ujaʃitʼidu,    maisuɴdi       tʼitaɴdoː. 

召し上がって、亡くなっていると 聞いたよ。【B】 

[2014 年 12 月 4 日うちはら] 

419) [親戚関係が分かっていないことは恥であると話していて] 

nuguʃinu   ujaguˑ  nai    bururjaː,   batʒuɴnajoː.   tʒi      burijoːɴdi. 

「どのような 親戚に なって いるから、忘れるなよ。知って いろよ」って（省略） 

【A】 

 

 つぎにあげる用例では、相手が、ある動機を実現させようとしたり、ある目的を果たそう

としたりする上で、困っている場合、話し手が、その問題や悩みを解決したり、望ましい結

果を引き起こしたりする動作・活動の実行を、相手にもとめている。このような場合、kiri

の文は、助言として働いている。kiri の文が助言として働いて求める活動は、相手にとって

利益のある出来事である。動作・活動を実行するかどうかの決定権は、相手にあって、一方

的な強い要求ではない。 

 

420) [与那国から沖縄に移って生活するのを相手が心配しているので] 

A：kanu  tʼugara                     uɴnanu   kuraʃigata   

あの 人から[与那国から沖縄で長らく生活していた人]  沖縄の  生活を    

tʼiː    ɴnini. 

聞いて みろ。 

B：nuɴdi. 

   どうして？【B】 

 

 つぎにあげる用例では、話し手が、相手の得になる動作・活動の実行をもとめている。こ
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のような場合、kiri の文は、勧めとして働いている。勧めとして働く kiri 文の対象的な内容

である動作・活動を実行すれば、何らかの望ましい結果が引き起こされることを知っている

話し手は、その望ましい、相手にとって利益となる出来事を、do 文で伝えている。jo や hai

をともなった、勧めとして働くところの kiri の文と、後先に置かれる do をもつ文がむすび

ついていて、文と文のむすびつきの特殊なタイプを作っている。 

 

421) [友達に久しぶりに会って、話が盛り上がっているときに] 

A：anuja  kuʤini  sagi   numi   buɴdoː. ɴdaɴ    kuːjo. 

私は  9 時に 酒を 飲んで いるよ。あなたも 来いよ。 

[仕事がまだ終わっていなかったので] 

B：aŋaɴ   atuŋara   çiruɴdoː. 

私も  あとから 行くよ。【B】 

 

422) A：ɴdaja     maːʃiku   agami   burujuɴgara,  naɴgi  kidu  burusa. 

    あなたは たくさん 子供が いるから、  苦労 して いるだろ？ 

B：aranuɴdoː.  djadi  aranuɴdoː.  iːtʒiɴ   umutʼsaɴdoː. 

  ちがうよ。 大変じゃないよ。 いつも 楽しいよ。 

ɴdaɴ    hajagu  maːʃiku   agami   kʼurijo. 

あなたも 早く  たくさん 子供を 作れよ。【B】 

 

423)  [さっき飲めないと言われたが] 

A：ibitʼatʼi  numihai.  ibinaja   tʼsuridoː. 

  少し    飲めよ。 少しは 薬だよ。 

B：numaninuɴdi   ɴtʼasai. [笑いながら] 

  飲めないって  言ったじゃん。【B】 

 

 つぎにあげる用例では、相手の要求・動機が先に示されていて、その要求としてあらわれ

るところの、相手にとって望ましい動作・活動の実行をするよう、話し手がもとめている。

このような場合、kiri をもつ文は、許可として働いている。 

 

424) [A がお見舞いに来ている場面] 

A：ubaniː.  ubuda    ubuda   daːmiɴdiɴdi    hanaʃi   kʼaribiduː,   aigu. 

 姉さん。 兄さん 「兄さんが 病気だ」って 話が   聞こえて、  来た。 

B：jaː  taja.   kadzunaː.  nagaɴki  koː. 

    誰か？  カズか？  中に  来い。【A】 
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 つぎにあげる用例では、努力することが決まっている動作・活動を文の対象的な内容にし

ていて、その動作・活動をもとめている場合、kiri の文が励ましとして働いている。 

 

425) [子供がマラソン大会に出ると聞いたので] 

A：ɴmadiba   aiguɴŋa. 

  どこから 走るの？ 

B：gakkugaradu  çiruɴdoː. 

  学校から   行くよ。 

A：gihariju. 

  頑張れよ。【B】 

 

 次にあげる用例では、三人称の自然の現象や生き物の動作や動きなど、話し手にとってコ

ントロールすることのできない出来事を、kiri の文が対象的な内容にとりこんでいる。この

場合の kiri の文は、話し手の願いを表現していて、まちのぞみ文へ近づいている。 

 

426) ubukadi  damatuɴki  haɴdiri. 

台風  本土へ   外れろ。【B】 

 

427) [薪を燃やすとき] 

tʒi  muiri. 

火 燃えろ。【B】 

 

428) madimunu  kamaɴki   çiri. 

お化け  あっちへ 行け。【B】 

 

つぎにあげる用例では、敬語動詞が kiri の形をとっている用例である。このような kiri を

もつ文のほとんどが、依頼文へ移行している。依頼文へ移行しているものもあって、kiri の

形をとる、すべての動詞が命令文として働いているわけではないことを示していて特徴的

である。 

 

429) [買物に来たお客さんと話している時に、お客の望みに合う物を持ってくる前に] 

a   nai  mati  warijo.     

あ 今 待ってくださいよ。【A】 

 

430) A：iju  tʒitaja,   mata  hajagu   kaiʃi   kuɴgara,  tuɴ   tuɴ  ʃibakiɴna. 

     魚 釣ったら、また  はやく 帰って 来るから、何も 何も 心配するな。 
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B：waʃikiː daɴdiru  basunijaː  itʒibuguɴ nabiradu  arja,  miku  ki  warijo. 

   天気が 崩れる 時には  石も   すべりやすいから、気をつけてくださいよ。【A】 

 

431) A：aː  waʃikiŋa  daɴdi   buru  basunidu   ijuɴ  tʒirariruɴgara 

      天気が  崩れて いる 時にこそ 魚も 釣れるから 

B：waʃikidu  daɴdidaɴgi  arja,  hajagu  kaiʃi   warijoː. 

   天気が  崩れそうだから、早く  帰って  いらっしゃいよ。【A】 

 

432) A：maː  çirujeː. 

     もう 行くね。 

B：oː   nu  utitiɴ    nai,      daɴ   naidu    burujuɴgara, ɴnjaː   amiɴtʼiɴ  

はい   曇り空に なって、  暗く なって いるから、 見たら 雨も 

ɸuiɴdaɴgi   arujuɴgaraː,  u    sanatʼiɴ ita  çiɴgi   muti  wariː. 

降りそうだから、  それ  傘も       逃げて 持ち帰って下さい。 

ɴgai  waiɴdja         naranu  hadjarjaː,   sunatʼi. 

お濡れになるということは いけないと思うから、 兄さん。【A】 

 

 敬語動詞ではない、ふつうの動詞でも、依頼文へ移行しているものも見られる。 

 

433) anu  mataː  aɴbidatanaː     muti   kurja,   iramirijoː. 

私 また  遊びながら [傘を]持って 来るから、貸してよ。【A】 

 

第２項 禁止の文 

禁止の文は、話し手が相手に一方的に、強くはたらきかけ、動作・活動の不実行をもとめ

る文である。禁止の文は、基本的に、ポテンシャルであり、時間的限定性のある、話し手に

とって望ましい、相手が実行すべきではない出来事を対象的な内容にしている。禁止の文を

表現するのは、基本的に、「kiɴna するな相当形式」という形をとる動詞述語文である。 

 kiɴna をもつ文は、予防的な禁止と制止的な禁止の二つに分かれている。予防的な禁止は、

これから起こる動作・活動の禁止である。制止的な禁止は、現在実現・実行している、ある

いは実現・実行しようと努力しているところの動作・活動の禁止である。 

 はじめにあげる用例は、予防定な禁止である。 

 

434) [親戚関係が分かっていないことは恥であると話していて] 

nuguʃinu    ujaguˑ  nai    bururjaː,   batʒuɴnajoː. tʒi      burijoːɴdi 

「どのような 親戚に なって いるから、忘れるなよ。知って いろよ」って（省略）【A】 
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435) agamitʼiɴtʼaɴki  mː baitsaɴnajo  tʼunu   saradu  arjaː, 

子供達に     「割るなよ 他人の   皿だから、  

dippanidu  kʼuduɴdi 

丁寧    使うんだよ」って（省略）【B】 

 

436) uja        aŋa   tʼiɴki   bikjaɴdoː.    kʼuɴna. 

それは[コップは] 私が  口に  つけてあるよ。使うな。【B】 

 

437) kanu  uɴnaga,  kuduɴtinati     kamidu   tu   ɴnuɴdoː.  

あの 海、   去年おととし  あそこで 人が 死んでいるよ。 

udubusadu  arjaː,   kamaɴki   çiɴnajo. 

危ないから、  あそこに  行くなよ。【B】 

[2014 年 11 月 25 日うちはら] 

438) unu   keːtaija      tʼumurutʒija  daɴduɴdoː.     

その  ケータイは  1 度    壊れているよ。 

ɸurusadu  arjaˑ,   araɴ   atʒikai   kiɴnajo. 

古いから、  荒い  扱い   するなよ。【B】 

[2014 年 12 月 10 日うちはら] 

439) A：kuja    aragu    maɴsuja.     mabiɴ  hai  busaɴ 

これは  とっても  おいしいなあ！ もっと 食べたい！ 

B：maru      munubagai  ɸuɴna.     dasaiɴ   aɴdja. 

おいしい ものだけ  食べるな。 野菜も  あるぞ！【A】 

 

 つぎにあげる用例は、制止的な禁止である。 

 

440) A：waʃikidu   daɴdidaɴgi  arja,  hajagu  kaiʃi   warijoː. 

     天気が  崩れそうだから、 早く  帰って いらっしゃいよ。 

B：iju  tʒitaja,   mata  hajagu  kaiʃi    kuɴgara, tuɴ   tuɴ  ʃibakiɴna. 

   魚 釣ったら、また はやく 帰って 来るから、何も 何も 心配するな。 

A：waʃikiː daɴdiru  basunijaː  itʒibuguɴ nabiradu  arja,   miku  ki  warijo. 

   天気が 崩れる 時には  石も    すべりやすいから、気をつけてくださいよ。【A】 

 

441) [相手が三枚肉ばかり食べているので] 

haimunu  waːnu  miː  ɸuɴnajo    ɸuɴnajo.  nuɴ    ɸuɴna. 

食べ物  豚の   肉  食べるなよ 食べるなよ。何も  食べるな。 
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sabisabinu    munutʼiɴtʼadu  haija  haiju. 

あっさりした ものなどを      食べろよ。【A】 

 

442) [喧嘩している途中に、その場に来ようとしている別の人に向かって] 

umaɴki  kuɴna.  kamaɴki   çiri. 

ここに 来るな。 あっちに  行け。【B】 

 

443) [何をしようとしているのか聞かれたので] 

A：anuja   dadu    agiruɴdi    iʃi    buɴdoː. 

私は  戸を  開けようと  して  いる。 

B：agiɴŋaʃija,  majuga  haijuɴgara,  dadu   agiɴnaː. 

開けたら、 猫が    入るから、 戸  開けるな。【B】 

 

444) [一度指を切っていて、危ないので、切らせようとしている親に向かって] 

kanu   agamiɴki  ɸuta   mutamiɴnajo. 

あの  子供に   包丁を 持たせるなよ。 

 

 つぎにあげる用例は、一般人称の出来事にたいする禁止である。このとき、「飲まれるべ

きではない」「飲まれてはいけない」といった評価的な判断の文へ近づいている。 

 

445) sagija  tʼuŋadu  numu.  saginija  numariɴna. 

酒は 人が   飲む。 酒には 飲まれるな。【B】 

 

つぎにあげる用例では、すでに起こったことに対する感情＝評価的な態度を示している。 

 

446) [お菓子を食べたのを勘違いして責めてしまったので] 

A：uɴnu  basuja   aŋadu  barasataru.  duruʃi   turai. 

  その 時は   私が  悪かった。 許して くれ。 

B：iːtʒiɴ  aŋa  haɴdi    umuɴnajo. 

  いつも 私が 食べたと 思うなよ。【B】 

 

447) sahanatʒija  umutʼsaru. nuɴ ɴmano  bakana  hanatʒi  kiɴnaɴdi 

お茶話は  面白い。 「何 どこの バカな 話を  するな」って（省略）【A】 
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第２節 依頼文 

 依頼文は、話し手が相手に動作・活動の実行を頼んでもとめている文である。本節では、

まず、第 1 項で典型的な依頼をあらわす ki  turai の文について記述し、第 2 項ではたずね

文が依頼として働く場合について記述する。 

 

第１項 典型的な依頼文 

典型的な依頼は、基本的に、「ki  turai してくれ相当形式」をもつ文によって表現されて

いる。動詞の連用形 ki に授受動詞 turaɴ(あげる・くれる)の命令形 turai が組み合わさって表

現されているのである。ki  turai の文は、基本的に、ポテンシャルであり、時間的限定性の

ある、話し手にとって望ましい、相手(二人称)に実行してもらいたい出来事を対象的な内容

にしている。 

 はじめにあげる用例は、典型的な依頼である。その動作・活動は話し手のコントロールす

ることのできないものであり、話し手は、自らにとって望ましいところの、その動作・活動

の実行をもとめているのである。一方的な、強い要求ではなく、相手に決定権がある。 

 

448) [薬が嫌いで飲みたくないので] 

A：sunatʼi,   unu   tʼsuri  numi    turai.  

お兄ちゃん、この  薬   飲んで ちょうだい。 

B：anuɴ   numi  busa   minuɴ. 

  俺も     飲みたく  ない。【B】 

 

449) [自分の子供が皿を割ったので、新しいものを買うまで待つよう、相手が繰り返し依頼

していることにたいして] 

haː  uɴninu  munuja  nuːɴ ki  ki   kini   ki    kanu        ɴsaɴ. 

はあ そんな ことは 何も     気に して 買わないで いい。 

uja   mata  aŋa   kjatunaidu  aiɴ  kiː,  mata   baga    ɴdi       munu 

それ また 私の 隣近所でもあるし、 また   私達が  あなた達の  もの 

iru    basuni  mata  uɴninu  basuɴ aidu  buru.  ɴdiŋa      uɴni    araku 

借りる 時に  また そんな 時も   ある。    あなた達が そんなに つよく 

uɴni     ɴdiŋaʃija,  mata  banuɴ  mata  ɴdiɴki       ɴdu   kutu   minuɴkidu   

そんなに 言ったら、また 私達も また  あなた達に 言う こと なく  

narujuɴgara,  ma   uja    ɴsaɴ.  nuɴ  uɴninu   kutuja 

なるから、  もう それは 大丈夫。何も  そんな ことは 

kini   kiranuɴki  tʒimaʃi    turai     ma. 

気に  しないで 済ませて ちょうだい もう。【B】 
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450) [赤ちゃんを抱いている時に、トイレに行きたくなったので] 

A：tarubaɴ   ɴsarjaː,    kunu  agamitʼi   dati      turaninuna. 

誰でも   良いから、この  子供を    抱いて  くれないか？ 

B：aŋa   dagunaː.  dati     ɴsaɴdoː. 

  私が  抱くか。  抱いて  いいよ。 

A：je,    taɴdi   taɴdi.    unu   agamitʼi   dati      turai. 

  イェ、頼んだ 頼んだ。 この  子供を    抱いて  くれ。【B】 

 [2015 年 7 月 15 日うちはら] 

 つぎにあげる用例では、A は、B と明日会うという動機を実現させるために、B の朝の予

定を知るという目的を設定していて、その予定を B にたずねている。それにたいして、B は、

朝に別の予定があることを伝えていて、昼後に来るよう頼んでいる。代わりとなる、話し手

にとって望ましい予定としての動作・活動を直接的にさしだしている。ここでの ki turai の

依頼文は、提案として働いている。 

 

451) A：atta     tʼumutija  nuː    ki    buŋa. 

明日の  朝は      何を して  いるの？ 

B：atta    tʼumutija  anuja   ijatu   maduɴ   duː   uiga     tamini    hamadu   

明日の 朝は     私は   父と   一緒に  体を  動かす   ために  浜を 

aiti      buru.  unu  atuja  niɴdidu  buru.  tʼsumaatunidu  ʃi    turai. 

歩いて  いる。その  後は 寝て  いる。昼後に       来て くれ。【B】 

[2014 年 12 月 2 日うちはら] 

 つぎにあげる用例は、相手の提案したり、勧めたりする物を買うことに決めた話し手に、

勧めた相手がその物の値段を伝えたあとの場面である。話し手は、その物が予想以上に高い

ことを知り、適切な値段に下げてもらうよう、依頼している。ki  turai をもつ文の話し手は、

買うことを決めていたので、相手のすすめを部分的に受け入れている。しかし、そのことを

話し手が受け入れるのは、ki  turai をもつ文の内容としての動作・活動が実現する場合であ

る。したがって、ここでの ki  turai をもつ文は、相手の求めるところの、相手にとって望ま

しい動作・活動の実行を前提にしながら、話し手にとって望ましい、代わりとなる動作・活

動を対象的な内容にしていて、提案として働いていて、交渉じみた意味あいをおびている。 

 

452) [すすめられた商品の値段を聞いて] 

unu   munuti  tʼatʒiʃi    niʃieɴdi    ɴdigaraja,  karidu  arja, 

その  もの  二つで   二千円って 言ったら、 あれだから、 

nu   tʼsanu   tʼu  aiɴ   kiranu.  ɴda    ibitʼatʼija  ma  datʒimi   turaibahai. 

何 知らない   人でも  ない。  あなた 少しは     安くして くれよ。【A】 
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 次にあげる用例では、話し手のコントロールすることのできない出来事＝《自然現象》を、

ki  turai の文が対象的な内容にとりこんでいる。この場合の ki  turai の文は、話し手の願望

を表現していて、まちのぞみ文へ近づいている。 

 

453) ami  hajagu  ɸui    turai. 

雨  早く  降って くれ。【B】 

 

依頼は、他にも、動詞の連用形 ki と授受動詞 turaɴ(あげる・くれる)の連用形 turaʃi を組み

合わせ、そして、それに敬語動詞 waruɴ(いらっしゃる)の命令形 wari を組み合わせた「ki  

turaʃi wari してください相当形式」という形で丁寧さをともないながら表現することがで

きる。依頼をあらわす時、ki  turaʃi wari で表現されることが多い。 

 

454) mataː warariru     basuni  itʒitʒi  ga  kajutʒiki  agamiɴtʼaɴ  utaibidu  çiː, 

また いらっしゃる 時に       通って  子供達も  指導して、 

nuɴgara  kimiː,  tʼunu   tati    waruɴni      tatami   turaʃi  wariː eː ujaɴdi. 

何か  させて、人が   立って おられるように  育てて ください      先輩方。 

【A】 

 

455) mata   tumai,    kaiʃi  wai  ʃiː,  aɴbi    turaʃi  wari   sunatʼi. 

また 泊まって、お帰りになって、遊んで   ください   兄さん。【A】 

 

456) [工事をしてもらうよう頼んだが、今すぐにはできないと断られたので] 

josaɴʃi   josaɴdi  ɴdi,     duna   usamiru   munugara  

予算で 予算と 言って、税金  納める  ものから 

iʃi    turaʃi  wararirudu  kiru. itʼa,    banuja   naɴni     buriɴdina. 

[工事を]やって     くださる。       じゃ、 私達は そのままで いろって？ 

uɴnija     naranujuɴgara, nuguʃi  arubaɴ     iʃi      turaʃi  wari. 

そんなでは 通らないから、どうにかして [工事を]やって  ください。  【A】 

 

457) [兄の病気が分かって、病院に行くので] 

saʧo  tʼuiʃi    umaja   aŋa   ʃikamanu  daɴdurija   ki   turaʃi  waibi, 

社長 一人で そこは  私の 仕事の  段取りは して くださって、 

e  iʃi     turaʃi  wari. 

  やって ください。  【A】 

 

 つぎにあげる用例では、話し手が、相手の得になる動作・活動の実行をもとめている。こ
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のような場合、ki  turaʃi  wari の文は、勧めとして働いている。 

 

458) [女の子に合う色の靴を選んでいる] 

A：minuŋaagamitʼiɴtʼaɴkijaː   kami      aru   munutʼidu matʒi  aranukajaː. 

女の子達には       あそこに ある ものが    いいんじゃないかな。 

kari    ɴdaʃi   ɴni. 

あれを 出して みて。 

B：e  mataɴ   uːbagai  aranu.  ma  mata  mata   kamiɴ     kamiɴ    

      また  それだけじゃない。  また また  あそこにも  あっちにも 

umiː   iru   kabai    suru     munu   nuɴgaraɴta  arja,     mata    

そこに 色の 変わって  きている もの  何かが   あるから、 また 

kariɴ   kariɴ   ɴni,   irabi   turaʃi  warijo. 

あれも  あれも  見て、選んで くださいよ。 

A：a    ɴsaɴ    ku  kumi   aru    munutʼiɴtʼaʃiː. 

   ああ 大丈夫だ     ここに ある ものなどで。【A】 

 

第２項 依頼として働くたずね文 

依頼として働くたずね文は、形式的には、たずね文の文法形式であるが、機能的には依頼

文として働いている文のことをいう。いずれも、たずね形式であるが、「taɴdi(頼む、お願い)」

という単語を文の構成にもっていることや、そのたずねに答える文の構成に「ɴsaɴ(良い、大

丈夫)」や承諾として働く意志表示文「kai  muti  ʃi  ujaɴdoː買って  持って 来て 差し

上げるよ」があることからも、たずね文が依頼文へ移行している可能性を示している。 

数は少ないが、1)授受動詞 ki  turaɴ の条件可能不可能形式 ki  turaninu に na をくっつけ

て出来る「ki  turaninuna してくれないか？相当形式」や、2)授受・敬語動詞の連用形 ki 

turaʃi wai に動詞の否定形 kiranu を組み合わせて出来る ki  turaʃi  wai  kiranu に、疑いた

ずねの接辞 kaja をくっつけて出来る「ki turaʃi  wai  kiranukaja してくださらないか？

相当形式」、3)その授受・敬語動詞 ki  turaʃi  waruɴ の条件不可能形式 ki  turaʃi  waraninu

に kaja をくっつけて出来る「ki  turaʃi  waraninukaja してくださらないでしょうか？相当

形式」がある。 

 

◆ki  turaninuna 

459) [買い物をしすぎて、持ってもらいたいので] 

A：kunu   munu  duːtʼuiʃija   mutaninurjaː,    uː       muti     turaninunaː. 

この   物     一人では    持てないから、これを   持って   くれないか？ 

B：ɴsaɴdoː.  aŋa   mutuɴ.                           

  良いよ。 私が  持つ。【B】[2015 年 7 月 13 日うちはら 
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] 

460) [赤ちゃんを抱いている時に、トイレに行きたくなったので] 

A：tarubaɴ   ɴsarjaː,    kunu  agamitʼi   dati     turaninuna. 

誰でも   良いから、この  子供を    抱いて  くれないか？ 

B：aŋa   dagunaː.  dati     ɴsaɴdoː. 

  私が  抱くか。  抱いて  いいよ。 

A：je,    taɴdi   taɴdi.    unu   agamitʼi   dati     turai. 

  イェ、頼んだ 頼んだ。 この  子供を   抱いて  くれ。【B】 

 [2015 年 7 月 15 日うちはら] 

◆ki  turaʃi  wai  kiranukaja 

461) daduː  miki   buɴŋa,  kutʒimaɴdi   ɴdu   daja   ɴmi     ɴːma   atariniba   

家を  探して いるが、クチマと  いう 家は  どこに  どこ  あたりに 

arukaja.    tʼami   turaʃi  wai  kiranukaja.  

あるかな？  教えて くださらないか？【A】 

 

◆ki  turaʃi  waraninukaja 

462) [出かける人についでに買い物の依頼をする場面] 

A：itʼa,   waiɴnani  kiː  wataja,   itʼa,  taɴdi   aː  ɴnatʼiː  tuirubagainu 

  じゃ、いらっしゃるんだったら、じゃ、お願い     縄を   十尋ばかりの 

ɴnatʼiː   kaitʼi   turaʃi  waraninukajaː. 

縄を   買って くださらないでしょうか？ 

B：ɴsaɴ.  uja   aŋaː  dudu  kitʼiː, kairini   aŋa   kai     muti    ʃi  ujaɴdoː. 

 良いよ。それは 私が 用事 して、帰りに  私が 買って  持って 来て差し上げるよ。

【A】 

 

463) [兄が病気になったので] 

A：amati  çima  aː turaʃi     turaʃi  waraninukaja. 

  少し  暇を   与えて  くださらないでしょうか？ 

B：aː  uɴninu  kutuɴdu  ataja,   ɴsaɴ.    

       そんな ことで  あったら、大丈夫だ。【A】 
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第３節 勧誘文 

 勧誘文は、話し手が相手にともに動作の実行をするようさそいかけている文である。本節

では、まず、第 1 項で典型的な勧誘をあらわす kiɴdaɴgi の文について記述し、第 2 項では勧

誘として働くたずね文について記述する。 

 

第１項 典型的な勧誘 

典型的な〈勧誘〉は、基本的に「kiɴdaɴgi しよう相当形式」をもつ文によって表現されて

いる。kiɴdaɴgi をもつ文は、はたらきかけ文としてだけでなく、ものがたり文としても働い

ている。勧誘文として働く kiɴdaɴgi の文は、基本的に、ポテンシャルであり、時間的限定性

のある、実行したい、あるいは、実現させたい一・二人称の意志的な動作・活動を対象的な

内容にしている。〈勧誘〉の対象的な内容としてとりこまれる動作・活動は、話し手にとっ

て望ましい動作・活動であり、相手の参加がなければ、実現しないものである。話し手は、

その実現に向けて、相手にともに動作・活動を実行するよう、さそいかけていくのである。

そのため、その動作・活動は、話し手の意志だけではコントロールすることのできない動作・

活動である。ともに行う動作・活動への、話し手自身の意志的な参加は前提としてある。 

 

464) A：ɴda    attanu   duru  hatʒiʤiguru  idzakajani  sagi   numi    bunaː. 

     あなた 明日の 夜   8 時頃   居酒屋で 酒を  飲んで いるか？ 

ɴdatu    dudu   arjaː,    hanaʃi  kiɴdaɴgi. 

あなたと 用事が あるから、話を  しよう。 

B：attaja   agaminu   ɴmaritaru  tʒidu  arjaː,  ɸugaɴkija  çiraninuɴ. danidu   

   明日は 子供の  生まれた 日だから、  外には  行けない。 家に   

burariru. 

いなければならない。【B】 

 

465) [方言を残していこうという先生が来てくれているので] 

hoɴtoːni  kjoːrjokukiːbi, diː  iː   hanaʃi  kiɴdaɴgi   aniki. 

本当に  協力して、  さあ  良い 話を  しよう  兄貴。【A】 

 

  次にあげる用例は、話し相手の利益になる動作・活動をともに行うよう働きかけている。

この場合、kiɴdaɴgi をもつ文は、提案として働いている。 

 

466) suja    tima     maːʃiku   harjaː,   maːʃiku   maru    munu   

今日は 給料が  たくさん  入るから、たくさん おいしい ごはん 

haiɴdi   çiɴdaɴgijeː. 

食べに 行こうね。【B】 
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467) ɴda     agamija   attanu   tʼsumamaɴguruja  aɴbi     bunaː. 

あなたの 子供は  明日の 昼頃は      遊んで  いるか？ 

aɴbiɴdi  çiranutagaraja,   suika   kai    ʃi    ututjarjaː, 

遊びに 行かなかったら、スイカ  買って 来て おいたから、 

buːruʃi    baitsaʃi  haiɴdaɴgi. 

みんなで 割って 食べよう。【B】 

 

第２項 勧誘として働くたずね文 

勧誘として働くたずね文は、形式的には、たずね文の文法形式であるが、機能的には勧誘

として働いている文のことをいう。数は少ないが、1)条件可能動詞の否定形 kiraninu にたず

ねの接辞 na をくっつけて出来る「kiraninuna することができないか相当形式」や、2)動詞

の完成相非過去の形 kiruにたずねの接辞 jaをくっつけて出来る「kirujaしようね相当形式」

をもつ文がある。 

 

◆kiraninuna 

468) [話をしていると、気が合ったので] 

A：anutu  maduɴ   ʃikama   kiraninunaː.  

  私と   一緒に  仕事を  することができないか？ 

B：aː,    ɴsaɴdoː.   duːtʼuiʃi   ʃikama   kirjaː,     biɴdidu   kiru.  

あー、良いよ。  一人で  仕事を   すれば、     飽きる。【B】 

 [2015 年 7 月 13 日うちはら] 

◆kiruja 

469) A：attaja   ittaɴ     atʒimaiti,   iju    pʼaʃiɴdi   çiruja. 

明日は  いったん 集まって、 魚を  釣りに  行こうね。 

B：anuja   atta    basutaini    tati     buɴdoː.  

私は   明日   バス停で   立って  いるよ。 

mikiatsaruɴni           kiːroi   ɸuku   tʒitʼi   burudoː. 

見つけやすいように   黄色い  服を   着て   いるよ。【B】 

[2014 年 12 月 4 日うちはら] 

 kiruja の文は、遠回しの命令、あるいは、すすめとして働くことがある。 

 

470) [薬を飲まず、嫌がっている子供に向かって] 

maːti   marjaː,    kadinu  tʼsuri  numuja. 

とても おいしいから、風邪の 薬  飲もうね。【B】
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第５章 まちのぞみ文 

 

まちのぞみ文は、話し手にとって望ましい現実世界の出来事を伝える（訴える、表明する）、

という文法的な機能をもっている文である。まちのぞみ文は、《欲求》というモーダルな意

味をもっている。《欲求》は、現実世界の出来事を話し手がまちのぞんでいるものとして、

実現を志していることとして文の対象的な内容にとりこむ、話し手の積極的な態度（かまえ）

である。そのため、この《欲求》がどのようなものであるか、欲求の対象的な内容となる現

実世界のものごととはどのようなものであるか、おさえておくことは重要なことである1。 

人間は、生活のために活動している。生活のなかで人間にはさまざまな欲求があらわれて

くる。欲求とは、個人や社会の生活で必要なものごとを得ようとしたり、実現させようとし

たりして、欲しがること・気持ちである。人間は、個人の生活、社会全体の生活に条件づけ

られて起こるところの欲求を満たすために、活動するのである。 

人間の活動を引き起こす欲求は、つねに対象をもっている。欲求の対象は、食欲を満たす

食べ物などや、生活に役立つ道具など、知的な、精神的な欲求を満たす芸術や知識などであ

る。活動をひきおこす欲求は、何よりもまず、物にたいする欲求なのである。 

ほかにも、人間は、自然にあるもの、自らが作り出したものに対する欲求だけに収まらな

い。人間は、ある時代の社会・歴史の発展の水準にしたがって、人間を満たすものの範囲を

ますます広げていて、自然現象、社会現象など、さまざまな現象までも欲求の対象にしてい

る。 

さらに、人間は、現実にあるものを欲するだけではなく、みずからの欲求を満たすものに

働きかけてその物を得たり、自ら新たに作りだしたり、他の人間とコミュニケーションした

りすることも欲する。つまり、人間は、何らかの活動を行うこと自体に対する欲求もあるの

である。 

 これらの欲求は、意識的な形象、表象や思考、概念、理想、理念の形で脳に反映される。

このような形で反映され、活動を引き起こすものは、動機である。そのため、動機は、対象

化された欲求である。 

動機は、活動によって実現される。活動とは、欲求を満たすために、あるいは、動機を達

成するために、人間がとる、総体的な運動である。そのため、活動は、組織をもっていて、

ひとつにまとまっている、動的なシステムである。活動は、何らかの操作（手段と方法）と

人間の高等な心理機能によって実現されるところの、ある目的の達成に方向づけられるい

くつかの行為で、構成されているのである。 

この行為は、一定の客観的な＝対象的な条件の中で存在している。そのため、行為は、「何

のために」という意図的な側面と、「どのような方法・手段で」という操作的な側面をもっ

ている。意図的な側面としての目的とは、一定の客観的＝対象的な条件の中で与えられた課

題をある行為で解決した結果あらわれるところの、望ましい対象である。その望ましい対象

は、欲求の対象である。 
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おわりに動機と目的の違いについて触れておく必要がある。 動機と目的が、いずれも活

動を条件づけているという共通点があるために、単純化させて同一視されてしまうことが

あるのである。しかし、動機と目的は異なるものである。 

動機は、積極的に意識されて、計画される、いくつかの活動によって実現する場合がある。

動機によって条件づけられる活動は、いくつかの行為の実現・実行と目的の達成を前提にし

ているのである。ほかにも、生活状況の中において、同じ一つの動機が異なる目的をもつ行

為によって実現される場合や、同じ一つの行為が異なる動機をもつ場合がある。これらのこ

とは、動機と目的が相対的に独立した存在であることを、示しているのである。 

それぞれの違いは、動機が活動を「引き起こす」こと、目的が活動を「方向づける」こと

にある。動機は、必要なものごとを得ようとしたり、実現させようとしたりして活動を引き

起こす。それに対して、目的は、活動を具体的に実現させる行為の結果であって、いくつか

の目的の実現がつながることで、活動の動機を実現させる。そのため、目的は、活動を方向

づける。 

 欲求のさまざまなタイプ、欲求と密接に関係する動機と目的についてまとめた。まちのぞ

み文は、このような、さまざまなタイプ、形をもつ欲求とその対象である現実世界のものご

とを文の内容と形式にしている。 

まちのぞみ文は、話し手を満足させない、話し手に好ましくない、レアルに存在する出来

事を消極的に表現しながら、欲求の対象を獲得したり、作り出したりするところの人間の行

為、活動を文の対象的な内容（《動作》《活動》《態度》）にして反映・通達している。ほかに

も、まちのぞみ文は、欲求の対象をもたらす自然現象や、人や物の変化、状態、存在をも文

の対象的な内容(《変化》《現象》《状態》)にして反映・通達している。 

まちのぞみ文は、そのような望ましい現実世界のものごとを〈欲望〉するものとして、あ

るいは、〈期待〉するものとして文の対象的な内容にとりこんで表現している。まちのぞみ

文が表現している、これらのモダリティは、《欲求》という、共通する、土台としての一般

的なモーダルな意味に従属している。 

第 5 章では、まちのぞみ文を表現するところの様々な文法形式と、それらの形式があらわ

すモダリティについて、記述する。第 5 章の構成は次のようになっている。第 1 節で〈欲

望〉、第 2 節で〈期待〉、それぞれをあらわす《まちのぞみ文》について記述する。 

 

1 節 〈欲望〉 

2 節 〈期待〉 
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第１節 〈欲望〉 

〈欲望〉は、現実世界の出来事を話し手自らが実現・実行したいものとして文の対象的内

容にとりこむ、話し手の積極的な態度（かまえ）である。そのため、〈欲望〉の対象的な内

容は、一人称のポテンシャルな出来事である。〈欲望〉には、希望、意欲などさまざまな話

し手の態度があるが、〈欲望〉はそれらを一般化して表現している。〈欲望〉を表す文法的な

形式は、「ki  busaɴ したい相当形式」を述語にもつ文である。 

ki  busaɴ は、「ki して」と「busaɴ ほしい」が組み合わさって出来る分析的な形式である。

また、〈特立〉を表すとりたて助辞 du によってとりたてられる場合が多い。その場合、動詞

の第 2 中止形「ki して」と肯定形容詞「busaɴ ほしい」の du とりたて形を組み合わせて出

来る「ki  busadu  aru」によって表現されている2。 

 はじめにあげる用例は、ki  busaɴ を述語にもつ文が、人間の生理的な欲求を満たすとこ

ろの一人称の未来のポテンシャルな動作・活動を対象的な内容にしている場合である。 

 

471) niɴtadu  arjaː, maː  niɴdi  busaɴ. 

眠たいから、 もう    寝たい。【B】 

 

472) daːsadu  arjaː, nuː arubaɴ hai  busaɴ. 

     空腹だから、   何か   食べたい。【B】 

 

 次にあげる用例は、ki  busaɴ を述語にもつ文が、人間の知的な、精神的な、交通的な欲

求を満たすところの、一人称の未来のポテンシャルな動作・活動、状態を対象的な内容にし

ている場合である。 

 

473)  ɴkʼaʧi  hanaʃidu  saja   kʼu  tʼi  busadu  aru. ʤiʤiɴdi      ɴdibiː, 

「昔の  話を  自分は 聞く  聞きたい。   おじいさん」と 言うから、 

eː   itʼaː,      kidu  kirariru.    kiː  tamidu  kiruːɴdi 

  「  じゃ、[昔話を] しよう。  [話を]して  教える」と言って（省略）【A】 

 

474) [お土産としてもらったお菓子を食べて] 

kunu  haimununu   naːja   nuɴdi  ɴduŋa.  tʼidu  busadu  aɴsuja. 

この 食べ物の  名前は  何と 言うの？   聞きたいなあ。【B】 

 

475) toːkjoːtawa   tʼumurutʒija              ɴni  busadu  aɴsuja. 

   東京タワー  一度は     [目の前で]  見たいなあ。【B】 
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476) ʃiɴbuɴ ɴni  busadu  aɴsuja. 

   新聞を 読みたいなあ。【B】 

 

477) biːtorudzunu   uta  tʼi  busadu  aɴsuja. 

  ビートルズの  歌  聞きたいなあ。【B】 

 

478) [カラオケをしている] 

A：tsugija   nuː  utaba  kiruɴŋa. 

   次は  何の  歌を 歌う？ 

B：ɴkʼaʧinu  uta   ki  busadu  aɴsuja. 

   昔の   歌を 歌いたいなあ。【B】 

 

479) buruːtu    budiki  busadu  aɴsuja. 

みんなと   踊りたいなあ。【B】 

 

480) [疲れて、色んなことを忘れたいので] 

suja    sagi   maːʃiku   numitʼi,   biː busadu  aɴsuja. 

今日は 酒を たくさん 飲んで、  酔いたいなあ。【B】 

 

481) suja     tarotu   tubai  busadu  aɴsuja. 

今日は  太郎と  会いたいなあ。【B】 

 

482) kunu   kutu       taɴki  arubaɴ ɴdi  busadu  aɴsuja. 

この ことを[秘密を]    誰かに   言いたいなあ。【B】 

 

483) abutʼaɴki    tigami   ɴdaʃi  busadu  aɴsuja. 

    お母さんに 手紙を  出したいなあ。【B】 

 

次にあげる用例は、ある動作・活動の不実行を欲望する場合である。この場合、動詞の第

2 中止形「ki して」と、「busaɴ ほしい」の否定形「busa  minuɴ ほしく ない」が組み合わ

さって出来る「ki  busa  minuɴ したく ない相当形式」で、表現される。 

 

484) A：tsugi  nuba  numuɴŋa. sagidu   numunaː.   biːrudu   numunaː. 

      次  何を 飲む？    泡盛を   飲む？  ビールを  飲む？ 

B：       maː   numi  busa   minuɴ. 

[気持ち悪いので]もう   飲みたく    ない。【B】 
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485) A：doːnatsu   hai  busaɴsaː 

   ドーナツ 食べたいだろ？ 

B：bata    ɴtʼidu  burujuɴgara,  maː hai  busa  minuɴ. 

   お腹が いっぱいだから、   もう 食べたく  ない。【B】 

 

486) [たくさん楽しいことをして遊びたいので] 

nai   ɴni  busa   minuɴ. 

今  死にたく   ない。【B】 

 

今までにあげた ki  busaɴを述語にもつ文の用例は、個人の生活の中で現れる、個人的な、

内的な欲求を満たすところの、一人称の未来のポテンシャルな出来事を対象的な内容にし

ている場合である。しかし、欲求は、たんに個人的な、内的なものとして起こってくるだけ

でなく、外的なものと関わって現れてくる場合もある。つぎにあげる用例は、ki busaɴ を

述語にもつ文が、計画、慣習的なきまり、さしせまった状況にしたがって必要であるところ

の動作・活動を、個人の欲求を満たすものとして文の対象的な内容にしている用例である。 

 

487) agamitu  sudaɴkiːdu  arjaː,   attaja   datʒimi  ki  busadu  aru. 

   子供と  約束して  あるから、明日は    休みたい。【B】 

 

488) niːbitikirujuɴgara,  kanu  agami  buːruɴki   ɴʃimi  busaɴ. 

  結婚するから、  あの  子を  みんなに 会わせたい。【B】 

 

489) manaːdu  arjaː, itʒiɴ  ataɴtiɴ abjaru    ɸuku  tʒi  busaɴ. 

    マナーだから、 いつでも   きれいな 服を 着たい。【B】 

 

490)  [娘が親の家に行って、話している場面] 

A：abutʼa,   ɴkʼutʼiɴki   miruku   numamirjadu  narja, 

   お母さん、赤ちゃんに ミルクを 飲ませなければならないから、 

taigu     çi  busadu  aɴsuja. 

早く[家に]  行きたいなあ。【B】 

 

 しかし、つぎにあげる用例のように、文の対象的な内容が、倫理的なきまりにしたがって

必要であるとする動作・活動である場合、ki busaɴ を述語にもつ文で表現することもでき

るが、「kirjadu  naru しなければならない相当形式」を述語にもつ文で表現される方が自然

なようである。 
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491) A：kjuːni   deɴwakitʼi,  nuː  kibija. 

    急に    電話して、 どうかしたの？ 

B：iːkageɴna    kutu   ɴdi    minujuɴgara,  barasakirjadu  naru. 

  いい加減な ことを 言って しまったから、 謝らなければならない。 

※「謝りたい barasa  ki  busaɴ」で面接調査した時の答え。【B】 

 

492) [上司に向けて言う] 

budasaŋa    maiʃi                minujuɴdi   ɴdjaː,      hajagu  çirjadu  naru. 

おばさんが お亡くなりになって しまったと 言うから、早く  行かなければならない。 

※「行きたい çi  busaɴ」で面接調査した時の答え。【B】 

 

493) [反省して、自分から謝りに来て] 

barasaru  kutu   kidu  arjaː,   batʼi   ugirjadu  naru. 

悪い  ことを して あるから、罰を 受けなければならない。 

※「受けたい ugi  busaɴ」で面接調査した時の答え。【B】 

 

 ki  busaɴ を述語にもつ文は、生理的な欲求など個人の内的な欲求から、計画、慣習的な

きまり、さしせまった状況にしたがって必要であるところの動作・活動を、個人の欲求を満

たすものとして文の対象的な内容にしている。しかし、倫理的なきまりにしたがって必要で

あるところの動作・活動を対象的な内容にする傾向にはない。このような、倫理的なきまり

にしたがって必要であるところの動作・活動を対象的な内容にするのは、kirjadu  naru を述

語にもつ文が自然である。 

一方で、必要であるところの動作・活動を文の対象的な内容にするのは、kirjadu  naru の

文だけではない。本論第 2 章第 5 節第 1 項で記述した「kidu  kirariru」を述語にもつ文もそ

のような動作・活動を対象的な内容にすることができる。そして、kidu  kirariru を述語にも

つ文は、まちのぞみ文へと移行しつつある場合がある。本論第 2 章第 5 節第 1 項であげた

例を再びあげる。 

 

◆ 

ʃiɴʃiːŋa   diçi   dunaɴnu   kutuba  keɴkjuːkibi, 

先生が 「ぜひ 与那国の 言葉を  研究して、 

matʒidaimadi   nuguʃi  ɴnidu  kirariruɴdi 

末代まで   残さなければならない」と言って（省略）【A】 

 

◆ 
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ʃiɴʃiŋadu  waː     ʃitʼidu, iroiro  hanaʃi  dunaɴnu  kutubaʃijuː      

先生が  いらして 来て、  色々 話   与那国の 言葉でね 

hanaʃi   dunaɴnu   kutubaʃi   hanaʃiɴtʼa  diçi   tʼiːdu  kirariruɴdi    

話  「 与那国の  言葉で  話など    ぜひ  聞きたい」と言って（省略）【A】 

 

いずれの用例も、後世のために、社会の利益のために話し手が必要であると判断したとこ

ろの動作・活動の実行に対する強い欲望、覚悟をあらわしている。このことから、kidu  

kirariru を述語にもつ文は、社会的な、外的な欲求を満たすところのまちのぞみ文へと移行

しつつあるといえる。とすれば、現実世界の出来事を個人的な欲求を満たすものとして文の

対象的な内容にとりこむ ki  busaɴ を述語にもつ文とは対立している。ki  busaɴ を述語に

もつ文は、基本的に、話し手の個人的な欲求を満たすところの現実世界の出来事を文の対象

的な内容にする文である。 

 

第２節 〈期待〉 

〈期待〉は、現実世界の出来事が実現することを当てにしてまちのぞんでいるものとして

文の対象的内容にとりこむ、話し手の積極的な態度（かまえ）である。〈期待〉の対象的な

内容は、基本的に、三人称のポテンシャルな出来事である。〈期待〉を表す文法的な形式は、

「kiruba  ɴsaɴ すると いい相当形式」を述語にもつ文である。kiruba  ɴsaɴ は、原因＝理

由、条件、契機を表す動詞の条件形「kiruba するから、すると相当形式」と、形容詞「ɴsaɴ

良い、大丈夫」が組み合わさって出来た分析的な形式である。 

 はじめにあげる用例は、kiruba  ɴsaɴ を述語にもつ文が、三人称の物の自然現象を対象的

な内容にしている場合の用例である。 

 

494) [農業をしている人が水不足に困っている] 

miɴŋa   sagadu  arjaː,   attaja    ami  ɸuiba   ɴsarumunu. 

水が   少ないから、  明日は  雨  降ると いいのに。【B】 

 

495) attaja    eɴsokuɴdi  ɴdujuɴgara,  hariruba  ɴsaɴjeː. 

    明日は 遠足と   言うから、  晴れると いいねえ。【B】 

 

 次にあげる用例は、kiruba  ɴsaɴ を述語にもつ文が、一人称の無意志的な状態、変化を対

象的な内容にしている場合の用例である。 

 

496) [幼少期の正月のことを話している] 

mittaja  mata  damjadu,                hariruɴgara, 

鶏は  また  病気になると、[栄養をつけるために鶏を]食べれるから、 
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anu  dami   turaba   ɴsarumunu. na  mata  dagiruba    ɴsarumunuɴdiju. 

私 病気を もらうと いいのに。    また 熱が出ると いいのに」ってね[正月が来る

まで生活していた]【A】 

 

497) attaja   kamabogo   kariruba  ɴsarumunu. 

明日は カマボコ  買えると いいのに。【B】 

 

498) nagaributʒi   ɴnariruba  ɴsarumunu. 

    流れ星が  見れると いいのに。【B】 

 

 次にあげる用例は、kiruba  ɴsaɴ を述語にもつ文が、二人称の動作・活動を対象的な内容

にしている場合の用例である。この場合、話し手は、その動作・活動を勧めたり、助言した

りしている。 

 

499) A：unu   kurumaja  ʧoːʃi    barasadu  aɴsujaː.  taɴki  ɴʃimiruba  matʒikaja. 

     この 車は    調子が   悪いんだ。    誰に 見せれば いいかな？ 

B：karija     kurumanu  kigaiɴki   kwasarujuɴgara, 

  あいつは 車の     機械に  詳しいから、  

muti     itʼi,     ɴʃimiruba  ɴsaɴdoː. 

持って 行って、見せると  いいよ。【B】 

 

500) [部下といい関係を築けていないと相手が話しているので] 

A：nuː   kiruba,   duttuni    narukaja. 

  何を すれば、 良いように なるかな？ 

B：tamanija   baraimunuiɴ  kiruba  ɴsaɴdoː. 

   たまには 面白いことも すると いいよ。【B】 

 

501) [与那国から本土に移って生活するのを相手が心配しているので] 

karija    maini  damatuni  kuraʃi     butarujuɴgara, kariɴki    hanaʃi  kiruba  ɴsaɴdoː. 

あいつは 前に  本土で  暮らして いたから、  あいつに 話を すると いいよ。

【B】 

 

 
1 欲求、動機、目的、行為、活動に関する一般的な特徴については、スミルノフ 1962a、1962b、

А.А.ЛЕОНТЬЕВ1974、А.Н.ЛЕОНТЬЕВ1975 を参考にしている。 

2 肯定形容詞の du とりたて形「busadu  aru ほしい」は、形容詞の語幹「busa」に du をくっ
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つけた単語形式と、補助的な単語「aɴ・aru ある」を組み合わせて形づくる。 
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総論 

 

 結論では、本論の各章をまとめながら、与那国方言のモダリティ体系を総括する。 

   

まず、第 1 章では、第モダリティ記述の内容と立場をまとめた。本論は、まとめた、以下

の 6 つを前提にして、与那国方言のそれぞれの文の通達的なタイプに属するモダリティ形

式をもつ文の文法的な意味・機能について記述した。 

 

１）文の通達的なタイプに位置づけた分析を行うこと 

２）モーダルな意味と対象的な内容のタイプとの絡み合いを記述すること 

３）《はなしあいの構造》の中における文の形式を機能と内容との関係で記述すること 

４）話しあいの構造の中における文と文の相互作用のタイプを記述すること 

５）文と文の相互作用のタイプの体系性を明らかにすること 

６）文を組みたてている単語の性格などの語彙論的な事実をもとに記述すること 

 

第 2 章では、ものがたり文について記述した。ものがたり文の下位体系は、さまざまな形

式によって構成されていて複雑である。与那国方言のものがたり文の特徴は、次の 7 点であ

る。 

 

1) 〈推量〉をあらわす hadi 文は、ものがたり文としてだけ働く。標準語の〈間接確認（推

量）〉をあらわす形式は、話しあいの構造の中の〈前提―事実の伝達〉の、前提の位置にす

えられ、共有情報となる事実を提示する形式として働くという事実や[工藤 2014：pp.127-135]、

念押し的なたずね(確認要求文)として働く形式へ移行する事実[奥田 1984b：pp.66-69]があげ

られている。しかし、与那国方言の場合、共有情報となる事実について提示するという働き

をあらわす形式は sai 文であり[本論第 2 章第 3 節第 3 項]、念押し的なたずね(確認要求文)

として働く形式は sa 文などである[本論第 3 章第 2 節 3 項、第 5 項]。そういう点で、与那

国方言の〈推量〉をあらわす hadi 文は、ものがたり文の機能をつよく保持していて、固定

化されている[本論第 2 章第 1 節第 2 項]。  

 

2)〈エヴィデンシャリティ〉をあらわす kiɴdaɴgi の文は、人称とその対象的な内容のタイプ

にしたがって、はたらきかけ文(勧誘文)へと移行することができるモダリティ形式である。 

 

3)〈本質的な特徴の判断〉という判断のモダリティをあらわす tira 文は、話しあいの中で、

あるいは、思考過程の中で、発話時における話し手の、練られた、最終的な判断を表現して
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いる。 

そして、この tira は、〈痕跡〉をあらわすパーフェクト形式にくっついて、ひきだし的な

説明として働くという特性をもっている。〈痕跡〉をあらわす kjaɴ を述語にもつ文は、現実

世界の出来事の原因・結果の関係でいえば、原因となる出来事をさしだしていて、つけたし

的な説明（条件づけであることを説明する）として働くことができるし、現実のものごとを

痕跡として、それを根拠にして原因となる出来事を導き出すという点では、ひきだし的な説

明（条件づけられていることを説明する）としても働くことができ、どちらの理解も成り立

つ。しかし、kjaɴ をもつ文に tira があることによって、ひきだし的な説明として働いている

と理解することを助けているのである[本論第 2章第 2節第 1項、本論第 2章第 3節第 1項]。 

 

4) 〈気づかせ〉という判断のモダリティをあらわす sai 文は、現代日本語学で言うところの

「確認要求」形式に相当するが、たずね文として機能しておらず、ものがたり文として機能

している。そのことは、まず、sai 文が、《たずねる―答える》という話しあいの構造の中の

《答える》の位置にあらわれて機能していることに示されている[本論第2章第3節第3項]。 

 

5)〈聞き手利益への配慮〉で統一する do 文と dja 文を、話しあいの構造の中の文と文のむす

びつきの中で記述して、do 文が〈聞き手利益への配慮のあること〉を表現し、dja 文が〈聞

き手利益への配慮のないこと〉を表現していることを明らかにした[本論第 2 章第 4 節第 1

項]。このモダリティは、南琉球方言だけでなく、他の琉球方言にも見られるものであり、

北琉球方言にも存在する。 

しかし、本論第 1 章第 6 節で言及したように、dja 文は、提案・申し出や承諾として働く

意志の文にあらわれることができない。たとえば、幸喜方言では、〈聞き手利益への配慮の

ないこと〉をあらわす文法形式 sa は、承諾としての意志のように、相手の要求に応じる形

で、文の対象的な内容を伝えることができるが、与那国方言の dja は、そのことができない。

このことは、〈聞き手利益への配慮〉をあらわすことでは同じであっても、使用される場面

には、言語ごとに差があり、特殊なものがうつしだされていて、他の琉球方言とは異なった

使用の条件があることを、示している。このことから、ある言語手段の文法的な意味・機能

を知っているからといって、いかなる場面において使用してもいいというわけではなく、そ

の文法的な意味・機能は、適切な場面をもっていて、場面の中に適切に埋め込まれているこ

とが明らかになった。  

 

6)〈情緒的な評価〉をあらわす ŋaje 文、suja 文、baɴja 文がある。ŋaje 文と baɴja 文は、さま

ざまな感情をあらわしながらも、どの感情を中心にしているかで異なっている。suja 文は、

感情をただあらわすだけではなく、相手に何らかの行動をもとめている文とむすびつくと

いう特性があり、感情をもとにした様々な《ことば行為》を理解する条件となっている。 
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7)与那国方言も他の琉球方言と同じように、条件可能をあらわす形式 kirariruɴ と能力可能を

あらわす形式 ki  tʼsuɴ がある。さらに、この二つの形式は、ともに〈実現・非実現〉を表

現することができる。しかし、それぞれが〈実現〉をあらわす場合は、異なるものをうつし

だしている。 

kirariruɴ を述語にもつ文の場合は、〈条件に依存する実現の可能性〉〈条件に依存する実現〉

をあらわすだけでなく、必然(必要)表現の文に近づいていたり、まちのぞみ文(意志文)とし

て働く場合がある。ki  tʼsuɴ を述語にもつ文の場合は、〈動作・活動の実行にたいする、そ

のし手の努力〉というモダリティがつけくわえられて表現されている[本論第 2 章第 5 節第

1 項]。 

 

 第 3 章では、たずね文について記述した。与那国方言のたずね文の特徴は、次の 4 点であ

る。 

 

1)疑問詞たずねとして働く形式 ŋa 文と、肯否たずねとして働く na 文、ja 文、sa 文、saja 文

がある。 

 

2)肯否たずねとして働く na 文は、はたらきかけ文へ移行している場合がある。 

 

3) たずね的な反語を表現している kibina 文、ものがたり的な反語を表現している kirunai 文

とがある。kibina 文などは、中立的な立場で、相手に答えをゆだねることを表現する na を

もっているが、kirunai 文は、〈補足〉をあらわすものがたり文として働く nai をもっている

ため、ものがたり的な反語を表現している。つまり、たずね性を残した反語をあらわす kibina

文と、たずね性がほとんどない、ものがたり的な反語を表現している可能性のある kirunai

文が存在する[本論第 3 章第 2 節第 1 項]。 

 

4) 現代日本語学で言うところの確認要求という話し手の態度は、与那国方言では、たずね

文として働く saja 文とものがたり文として働く sai 文によって実現される。この二つは、モ

ダリティ体系の中で、互いに補い合いながら、存在していて、「確認要求」という話し手の

態度を実現する形式が、ある言語では、たずね文だけに位置づけられる場合と、そうではな

く、ものがたり文にも位置づけられる場合があるという事実を提示した[本論第 3 章第 2 節

第 5 項]。 

 

 第 4 章では、はたらきかけ文について記述した。与那国方言のはたらきかけ文の特徴は、

次の 5 点である。 

  

1)命令文は、命令の文と禁止の文に分かれている。命令の文は kiri の文によって、禁止の文
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は kiɴna の文によって表現されている。 

 

2) 命令の kiri 文は、話しあいの構造の中で、勧告、忠告、助言、勧め、許可、励まし、願い

などの、様々な場面的な意味を伴っているが、jo や hai をともなった kiri 文が、そのあとさ

きに発話される do 文とむすびつくところの、文と文のむすびつきの特殊なタイプを作って

いて、勧めとして働いていることの理解を助けている[本論第 4 章第 1 節第 1 項]。 

 

3)敬語動詞が kiri の形をとる場合、依頼文へと移行している場合がある。 

 

4) 依頼文は、ki  turai 系と、条件可能形式をもちいた ki  turaninuna 系がある。条件可能形

式をもちいた ki  turaninuna 系は、他の琉球方言では見られない形づくりである[本論第 4 章

第 2 節第 2 項]。 

 

5) 勧誘文は、kiɴdaɴgi 文、たずね形式をもつ文によって表現される。たずね文の形式 kiruja

は、遠回しの命令も表現することができる。 

 

 第 5 章では、まちのぞみ文について記述した。与那国方言のまちのぞみ文の特徴は、次の

3 点である。 

 

1) まちのぞみ文は、〈欲望〉を表す ki  busaɴ の文と〈期待〉を表す kiruba  ɴsaɴ の文とに

よって構成されている。 

 

2)  ki  busaɴ を述語にもつ文は、生理的な欲求など個人の内的な欲求から、計画、慣習的

なきまり、さしせまった状況にしたがって必要であるところの動作・活動を、個人の欲求を

満たすものとして文の対象的な内容にしている。しかし、倫理的なきまりにしたがって必要

であるところの動作・活動を対象的な内容にする傾向にはない。 

また、本論第 2 章第 5 節第 1 項で記述した kidu  kirariru が、まちのぞみ文へと移行しつ

つある場合があり、いずれの用例も、後世のために、社会の利益のために話し手が必要であ

ると判断したところの動作・活動の実行に対する強い欲望、覚悟をあらわしている。 

これらのことから、ki  busaɴ を述語にもつ文が、現実世界の出来事を個人的な欲求を満

たすものとして文の対象的な内容にとりこむ発展の傾向にあること、まちのぞみ文として

働く kidu  kirariru を述語にもつ文が、社会的な、外的な欲求を満たすところの動作・活動

を対象的な内容にしている発展の傾向があることを記述した[本論第 5 章 1 節、本論第 2 章

5 節 1 項]。 

 

3)〈期待〉をあらわす kiruba  ɴsaɴ を述語にもつ文は、二人称の動作・活動を対象的な内容
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にしている場合、その動作・活動を勧めたり、助言したりする文として働くことができる。 

 

 以上、与那国方言の《ものがたり文》、《たずね文》、《はたらきかけ文》、《まちのぞみ文》

の特徴についてまとめた。これらの文をあらわす、さまざまなモダリティ形式によって、与

那国方言のモダリティ体系が構成されている。一々のモダリティ形式をもつ文は、いずれも、

他の通達的なタイプをあらわす文との関係の中に、そして、その通達的なタイプに属すると

ころの、一々のモダリティ形式をもつ文との関係の中に位置づけなければ、その文法的な意

味・機能は明らかにならない。本論はそのことを踏まえて与那国方言の特殊な言語現象を見

出した。 

確認要求をあらわす形式は、《ものがたり文》として働く形式と《たずね文》として働く

形式との関係の中でしかその文法的な意味・機能は明らかにならない。ほかにも、《ものが

たり文》の可能表現の文の文法的な意味、本質が、必然表現の文、《まちのぞみ文》との関

係で規定される場合などがあげられる。与那国方言のモダリティ体系は、これらの、さまざ

まな相互関係に支えられて成り立っている。その相互関係の複雑さは、与那国方言では、特

に、《ものがたり文》と《たずね文》、それぞれに属するところの、さまざまなモダリティ形

式をもつ文が生み出している。 

このように、一々のモダリティ形式をもつ文を、他の通達的なタイプをあらわす文との関

係の中に、そして、その通達的なタイプに属するところの、一々のモダリティ形式をもつ文

との関係の中に位置づけて、その文法的な意味・機能を明らかにすることができる。そうす

ることで、いまだ確認されてこなかった、さまざまなモダリティが明らかにすることができ

る。 

たとえば、琉球方言の研究では、質問文に関する研究はほとんどないが、本研究をとおし

て、琉球方言に様々な質問文をあらわす文法形式がある可能性が示された。また、与那国方

言の《ものがたり文》の下位体系に位置づけられる可能表現の文は、《まちのぞみ文》へと

移行しつつあるものがある。そして、そのような移行しつつある文法形式と、基本的な《ま

ちのぞみ文》をあらわす文法形式の間に相互作用がおこっている。その言語現象の中に、基

本的な《まちのぞみ文》の本質的な特徴を示す発展の傾向があるのである。このようなこと

は、可能表現形式を〈能力可能〉〈条件可能（状況可能）〉を記述するにとどまっていた、従

来の琉球方言研究には見られなかった言語現象である。モダリティを体系的に記述するこ

との重要さを物語っている。 

本研究で明らかにしたことをもとに、他の琉球方言では、どのようなモダリティ形式があ

るか、今後明らかにしていかなければならない。 
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