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本報告の流れ

1. 首里方言の使役文の特徴

2. 先行研究

3. 琉球諸語各地点の使役形式
と使役文

4. 二重使役構文とシム形

5. まとめと課題
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1. 首里方言の使役文の特徴
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首里方言の使役文

・使役文は，人が他者に対して何らかの働きかけをしてある動作を行わせることを表
す。使役主体を主語，動作主体を補語にする。

1. taro:=ga mizi nudan.

太郎=が 水を 飲んだ。（首里方言・他動詞文）

2. ziro:=ga taro:=nkai mizi numacjan.

次郎=が 太郎=に 水を 飲ませた。（首里方言・使役文）

・首里方言を含む琉球諸語の使役文では，動詞に使役接辞を後接して派生させた使役
動詞を述語にする。

・他動詞文をもとにして使役文を作る時，上のように補語の動作主体は助詞=nkaiを
つけて表す。
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首里方言の使役動詞

・首里方言の使役動詞には、-(a)sun，-(a)simi:n，-(a)simirasunの３つの形式
が存在する。

3.

num-asun（飲ませる） ⇒第一使役（C1）、ス形式

飲む-CAUS1

num-asimi:n（飲ませる） ⇒第二使役（C2）、シム形式

飲む-CAUS2

num-asimir-asun（飲まさせる） ⇒第三使役（C3）、シミラス形式

飲む-CAUS2-CAUS1 （第二使役+第一使役の形 ×第一＋第二は無）
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ス形式とシム形式の使い分け

4. taru:=ga hanako:=nkai mizi numasun.（首里方言・ス形式）

太郎=が 花子=に 水を 飲ませる。 強制・指令

5. taru:=ga hanako:= nkai mizi numasimi:n.（首里方言・シム形式）

太郎=が 花子=に 水を 飲ませる。 許可・放任

• 使役文の動作のきっかけが使役主体にあるか動作主体にあるかで区別される。

• ス形式が述語に用いられる場合，動作のきっかけは使役主体にあり，使役文は
〈強制〉や〈指令〉の意味をあらわす。

• シム形式が述語に用いられる場合，動作のきっかけは動作主体にあり，使役文
は〈許可〉や〈放任〉をあらわす。
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シミラス形式

6. hanako:=ga mizi numun.（首里・他動詞文）

花子=が 水を 飲む。

7. taru:=ga hanako:=nkai mizi numasun.（首里・ス形式）

太郎が 花子に 水を 飲ませる。

8. ziru:=ga taru:=ni hanako:=nkai mizi numasimirasun.（首里・シミラス形式）

次郎が 太郎に 花子に 水を 飲ま（さ）せる。

• シミラス形式は，使役文をさらに派生させた二重使役構文の述語になる。

• 例8では，「タルー（太郎）」は「ハナコー（花子）」に動作をさしむける使役主体であると同時に
「ジルー（次郎）」からそのことをしむけられる使役相手でもある。

• シミラス形式は、二重使役構文の専用形式としてあらわれる。後述するが，琉球諸語内では沖縄島内
の数地点でこのようなシミラス形式をもつ方言が確認されている
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二重使役構文とシム形式

8. ziru:=ga taru:=ni hanako:=nkai mizi numasimirasun.（首里・シミラス形式）

次郎が 太郎に 花子に 水を 飲ま（さ）せる。

9. ziru:=ga taru:=ni hanako:=nkai mizi numasimi:n.（首里・シム形式）

次郎が 太郎に 花子に 水を 飲ま（さ）せる。

• 二重使役構文の述語は，シム形式に置き換えることができる場合もある。
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用語について：二重使役構文

• 二重使役（Kulikov, L.I. 2001他）は，基本的に使役の接辞を複数個加えて派生
した使役文のタイプを示す。

• しかし，例えば首里方言では，使役主体の他に間接的な使役主体が存在する，
という意味構造は同じまま，述語をシム形式に置き換えることが可能な例もあ
る。二重使役の発展について考えるために，(8)の例のような使役文をさらに
派生させた構文を本報告では二重使役構文とよび，広く捉え，そこにどのよう
な述語形式があらわれるかを注視する。

• シミラス形式のようにシム形とス形の使役接辞が複数個接続した形式は二重使
役形式とよぶ。

◆二重使役構文（述語にシミラス形とシム形が現れる）

ziru:=ga taru:=ni hanako:=nkai mizi numasimirasun/numasimi:n.

使役主 間接的な使役主 動作主 シミラス形（二重使役形式）/シム形

次郎が 太郎に 花子に 水を 飲ま（さ）せる。
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使役動詞と基本的な意味構造
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★〈指令〉は〈強制・指令〉，〈許可〉は〈許可・放任〉，〈二重使役〉は二重使役構文で〈指令→
強制・指令〉の意味をあらわすことをそれぞれ意味する。

原動詞 C1（ス形式） C2（シム形式） C3（シミラス形式）

有対 sumain
（染まる）

sumi:n
（染める）

sumir-asun
〈指令〉

sumir-asimi:n
〈許可〉〈二重使役〉

sumir-asimirasun
〈二重使役〉

jaki:n
（焼ける）

jacjun
（焼く）

jak-asun
〈指令〉

jak-asimi:n
〈許可〉〈二重使役〉

jak-asimirasun
〈二重使役〉

nagari:n
（流れる）

nagasun
（流す）

nag-asimi:n
〈指令〉〈許可〉

nag-asimirasun
〈二重使役〉

無対 numun
（飲む）

num-asun
〈指令〉

num-asimi:n
〈許可〉〈二重使役〉

num-asimirasun
〈二重使役〉

aQcun
（歩く）

aQk-asun
〈指令〉

aQk-asimi:n
〈許可〉〈二重使役〉

aQk-asimirasun
〈二重使役〉

kurusun
（殺す）

kuru-simi:n
〈指令〉〈許可〉

kuru-simirasun
〈二重使役〉
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ス形式の使役動詞の制限

• ス形式の使役動詞を作ることができないタイプ

➢nagasun（流す）のような有対他動詞のうち，対をなす自動詞の語根に使役派生
接辞-asunと同音形式の他動詞派生接辞-asunを後接させて派生させた他動詞

➢kurusun（殺す）のような語根末子音sの他動詞

• ス形の使役動詞が派生できない動詞から作られる使役文は，シム形の使役文が〈指
令〉も〈許可〉の意味も表し，動作のきっかけが使役主体か動作主体かのどちらかに
あるのかによる区別がなくなる。

• シミラス形式を派生し，二重使役構文を作ることができるが，この時にシム形に置
き換えることはできない。

10. hanako:=ga aja:=nkai ija:ni ta:ri:=nkai hwi:ra: kurusimiracjan ／＊kurusimitan.

花子=が 母=に 言って 父=に ごきぶりを 殺させた。（首里）
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分析の観点
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• 首里方言の使役文の現象に基づき，他の琉球諸語における使役文を見
ていくとき，重要な観点として次の点を取り出すことができる。

ⅰ. 使役形式として，ス形式とシム形式とシミラス形式のどの形式を持
つか。

（ex. 首里方言は３形式全て）

ⅱ. ス形とシム形が存在する場合，使い分けはどのようになっているか。

（ex. 首里方言は動作のきっかけが使役主体or動作主体で使い分け）

ⅲ. 二重使役構文を持つか。その時に，どの形式が二重使役構文の述
語になるか。

（ex. 首里方言はシミラス形。限定的にシム形も）
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２. 先行研究
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琉球諸語の使役文研究

• 松本(1983)，島袋(2009)，當山(2013)，狩俣(2021)
➢松本，島袋，當山は，それぞれ喜界島，今帰仁村謝名，首里の個別言語の使役動

詞や使役文についてまとめている。このうち，松本(1983)では，単純使役動詞と
二重使役動詞の対立を持つことを指摘しており，喜界島の二重使役動詞は接辞-
(a)s-を重ねることで作ることも述べている。

➢島袋(2009)，當山(2013)では，使役動詞には派生の制限があることについて述べ
ている。

➢狩俣（2021）では，伊江島方言と恩納村恩納方言の使役文，特に二重使役構文に
ついてとりあげており，二重使役構文の述語になる使役形式の整理を行なった上
で，二重使役構文やシミラス形が発達した歴史的経緯，また，ス形とシム形の使
い分けが発生した歴史的経緯など不明な点が多いことを述べており，琉球諸語の
さまざまな方言の比較研究と古代日本語との比較研究の必要性を指摘している。
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日本諸方言の使役文研究
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➢松丸（2002）では，高知県幡多方言の二重使役形式について，命
令文の場合，平叙文より二重使役形式が生起できる範囲が広くな
るという指摘がある。

➢琉球諸語でも，資料（辞典・物語）からシミラス形式をさがすと，
命令文や依頼文（希求文）が多いため，興味深い指摘。



３. 琉球諸語各地点の使役形式と使役文
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使役動詞タイプ

➢タイプ１ ス形のみもつ

➢タイプ２ ス形，シム形をもつ
2−a ス形，シム形，シミラス形を持つ

2−b ス形，シム形を持つ

➢タイプ３ シム形のみもつ

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 17



2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 18

喜界島大朝戸(松本1983)1

徳之島天城（當山調査）１

徳之島伊仙(加藤2020)１

与論島(當山調査)１

伊平屋島(當山調査)2a

宮城島（中本2020）2b

伊江島(狩俣2021)１

国土地理院ウェブサイト

平安座島（當山調査）2b

首里（當山調査）2a

恩納村恩納(狩俣2021)2a

今帰仁村謝名(島袋2009)2a

粟国島(仲原2020,2021)2b

伊良部島（下地2018）2b

多良間島（下地2015）2b

石垣島川平(荻野2020)2b

石垣島石垣(狩俣2011)2b

黒島(荻野・原田2015)2b
与那国(目差提供)

（Yamada et al.2015） 3

請島(白田・重野2021)１図1.調査地点

1 ス形のみ
2a  ス形，シム形，シミラス形
2b  ス形，シム形
3 シム形のみ



ス形式 シム形式 シミラス形式

喜界島大朝戸 ✓ (✓)
請島 ✓ (✓)
徳之島（天城） ✓ (✓)
徳之島（伊仙） ✓
与論島 ✓ (✓) (✓)
伊平屋島 ✓ ✓ ✓
伊江島 ✓ (✓) (✓)
今帰仁村謝名 ✓ ✓ ✓
恩納村恩納 ✓ ✓ ✓
宮城島 ✓ ✓

平安座島 ✓ ✓
粟国島（東，浜） ✓ ✓

首里 ✓ ✓ ✓
伊良部島 ✓ ✓
多良間島 ✓ ✓
石垣島川平 ✓ ✓
石垣島石垣 ✓ ✓
黒島 ✓ ✓

与那国島 ✓
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地点は北から

✓→確認
(✓)→痕跡的に確認
空白→未確認



タイプ１ ス形のみもつ

• 喜界島大朝戸，請島，徳之島（天城・伊仙），与論島，伊江島が該当。

• 地域的には奄美語及び国頭語であるが，沖縄島北部はタイプ2に当てはま
る地域が多いため，伊江島がこのグループに該当するのは特徴的。

• シム形は，「勉強する」，「掃除する」，「仕事する」のような「スル
動詞」に対応する動詞の使役形にのみ見られるという点で，痕跡的に観
察される。

11. ʃigutu ʃuɴ（与論島）

仕事する。

12. ʃigutu ʃimjuɴ（与論島・シム形式）

仕事させる。
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タイプ１ ス形のみもつ

• 与論島と伊江島では，スル動詞の場合に限って，シミラス形も確認した。次のような
用例では述語をもちろんシム形にすることが可能だが，文法上の違いは不明である。

13. 不良品ヤ ホータル 店ノンティ ヘーゲーシミラチャン。（与論島・菊2014）

不良品は 買った 店で 交換させる。

14.アキマドゥシ フトゥシン マタ ヤーニンジュヌ カラタガンジューサ、スィク
イムズィクイヌ ディキガフ シミラシンショリ。（伊江島方言辞典）

今年また家族皆が体が健康で、農作物が豊作にさせて下さい

• 菊（2014）にはシム形式とシミラス形式の間に違いはないと記されている。
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タイプ１ ス形のみもつ

• 請島，徳之島天城はシム形が痕跡的に確認できた。徳之島伊仙のみシム形を持たず，
完全に1形式になっている可能性がある。

15. mï:ja sï:cï jattïgën hatewa:ku sï:.（徳之島天城）

兄は しなさいと 言われたから，畑仕事を した。

16. a:zjaja nïnnïn hatewa:ku sïmï:tïda:.（徳之島天城）

お父さんは 兄に 畑仕事を させた。

17. mɨɨja sɨɨtji jʔattatu hate sigjutu sjandaa（徳之島伊仙・加藤2020）

兄は しなさいと 言われたから，畑仕事を した。

18. azjaja mɨɨni hatesigjutu saatji（徳之島伊仙・加藤2020）

お父さんは 兄に 畑仕事を させた。
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タイプ１ ス形のみもつ

• このグループの言語は，〈指令〉も〈許可〉もス形式が表す。

19. Ɂoʤisaɴga Ɂaʧa:kati sai numaʃu:taɴ.（与論島・〈指令〉〈許可〉）

おじさんが お父さんに お酒を 飲ませていた。

20.ワラビンチャーヌ ウイギチャサ シラリティ ウイガチャン。

子供達が 泳ぎたがっていたので，泳がせた。（与論島・菊2014・〈許可〉）
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タイプ１ ス形のみもつ
• 二重使役構文の例を訳してもらうと，ス形式を重ねることで示す。

• 沖縄島内では唯一このグループに属している伊江島も，与論島を含む奄美諸島と同様
にス形式を重ねることで二重使役構文を表す。同じ沖縄北部方言に属する恩納村恩納
ではシミラス形であらわれている。

21. hanako:ga ʤiro:kati kusuri numaʧaɴ.（与論島・使役文）
花子が 次郎に 薬を 飲ませた。

22. tara:ga hanakokati gaɴʧiʧi ʤiro:kati kusuri numasaʧaɴ.（与論島）
太郎が 花子に いって 次郎に 薬を 飲ま（さ）せた。

23. upuʃuja tʃaːtʃaNkai iːsikiti NːmiNkai kiːnunai utusatʃaN. (伊江島・狩俣2021)
祖父が 父に 言いつけて 兄に 木の実を 落とさせた。

➢恩納村恩納（グループ2）の例

24. odʒiːga ottoːke iːtʃikiti niːniːke kiːnumiː utuʃimiratʃaN. （狩俣2021）
祖父が 父に 言いつけて 兄に 木の実を 落とさせた。
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タイプ2 ス形，シム形をもつ

• 伊平屋島，今帰仁村謝名，恩納村恩納，宮城島，平安座島，粟国島，首
里が該当する，沖縄諸島に分布する地域

• 伊良部島，多良間島，石垣島川平，石垣島石垣，黒島が該当する，南琉
球に分布する地域

• さらに，シミラス形を作ることができるかどうかで，次のように分けら
れる。
➢2−a ス形，シム形，シミラス形を持つ

➢2−b ス形，シム形を持つ
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2−a ス形，シム形，シミラス形を持つ

• 南琉球ではシミラス形を持つ地点は確認されていない。北琉球でも沖縄
諸島のみ（奄美諸島は一部痕跡的にある）。

• 沖縄諸島でシミラス形が確認できなかった地域では，調査によっては現
れる可能性がある。

• このグループの大きな特徴は，次の恩納村恩納の例に見られるように，
ス形とシム形とが存在し，かつ，指令か許可かというような動作のきっ
かけによる使い分けがあることである。また，s語幹末動詞はス形を派生
できない制限がある。そして，シミラス形が存在し，二重使役構文専用
の述語形式として現れる。あるいは，特定の条件下でシム形が二重使役
構文の述語形式になる。
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2−a ス形，シム形，シミラス形を持つ

25. odʒiːja deNwaʃiː itʃiku kuratʃaN. （恩納村恩納・狩俣2021・指令）

祖父は 電話して いとこを 来させた。

26. ʔmaːgaN kuːbusa ʃiːtegwaru kuraʃimitaN. （恩納村恩納・狩俣2021・許可）

孫も 来たがって いたので 来させた。

27. odʒiːja udzasaːke deNwaʃiː itʃiku kuraʃimitaN. （恩納村恩納・狩俣2021・二重使役）

祖父は 叔父に 電話して いとこを 来させた。

28. odʒiːja udzasaːke deNwaʃiː itʃiku kuraʃimiratʃaN. （恩納村恩納・狩俣2021・二重使役）

祖父は 叔父に 電話して いとこを 来させた。
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2−b ス形，シム形を持つ

• このタイプは，ス形もシム形も存在するが，指令か許可かというような
動作のきっかけによる使い分けがない（or 未調査）。

• 二重使役構文を確認した場合，シム形が選好される。

• 特に南琉球の情報がない。（シミラス形はないのか？ス形とシム形の使
い分けは？二重使役構文の述語は？）→調査したことがある方，教えて
ください💦
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2−b ス形，シム形を持つ

• 平安座島，粟国島，宮城島では，シミラス形を確認することができなかった。

• これらの地点のうち，報告者が調査した平安座島には，シミラス形はなかったが，s
語幹末動詞から作られたシム形でも，二重使役構文の述語になりうる。これらの地点
では，動作のきっかけによるス形とシム形の使い分けがあるかの確認も行えていない。
今後の検討が必要である。

29. ʃiɴʃi:ja masako:ɴkai ʔaɴniʧi taro:ɴkai sumuʧi mutahimitaɴ.（平安座島・二重使役）

先生は まさこに いって 太郎に 本を もたせた。

30. スーンカイ イーチキティ ヤッチーンカイ キーヌ ナイ ウトゥシミタン。

父に 言いつけて 兄に 木の実を 落とさせた。（粟国島・仲原2020）

31. ンップーガ チャーチャーンカイ イーチキティ ヤッカーンカイ キーヌ ナイ
ウトゥシミタン。

祖父が 父に 言いつけて 兄に 木の実を 落とさせた。（宮城島・中本2020）

292021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那）



2−b ス形，シム形を持つ

• 南琉球で，使役形式がス形になるかシム形になるかは，例えば，伊良部
では，動詞の活用のタイプによって決まるようである（下地2016）。

• 動詞の語幹末が-iの場合，シム形式の使役動詞が派生し，語幹末がそれ
以外で終わるとき，ス形式の使役動詞が派生する。

32. 語幹のクラスと使役接辞（下地2016）

クラス1 クラス2

fii-（あげる，くれる）→fii-sïmi-r fau-（食べる） →fa-asï-φ

mii-（見る） →mii-sïmi-r jum-（読む） →jum-asï-φ

idi-（出る） →idi-sïmi-r tur-（取る） →tur-asï-φ
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2−b ス形，シム形を持つ
• 石垣島石垣方言の場合，かりまた・島袋(2011)によると，使役動詞派生接尾辞には，-asïɴ，

-(as)ïmi(ru)ɴがある。前者がス形式であり，後者がシム形式。

• ここでも，他動詞派生接尾辞-asïɴが後接した他動詞は，ス形式をもたないとされ，沖縄島の
諸方言と同様である。

• ただし，石垣方言の場合，-asïɴを後接させて派生した他動詞以外にも，第Ⅱ変化動詞（長語
尾と短語尾の二つの形式をもつ動詞）からは有対，無対，自動詞，他動詞にかかわらずス形
式をつくることができない。この理由は明らかになっておらず，派生の制限にともなう使役
文の実現する意味についても不明である。

ス形 シム形

nukusïn（残す） → nukus-asïn → nukus-ïmi(ru)n

ut-asïn（落とす） → × → ut-asïmi(ru)n

tasïn（立つ） → tats-asïn → tat-ïmi(ru)n

utin（落ちる） → × → ut-ïmi(ru)n
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2−b ス形，シム形を持つ

• なお，黒島方言，多良間方言では，沖縄島の諸方言と同様に他動詞派生
接尾辞が後接した他動詞は，ス形式をもたないようである（荻野・原田
2015，下地2015）。ス形式，シム形式の使い分けは明らかになっていな
い。
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タイプ３ シム形のみもつ

• 現在，与那国方言のみ，使役文の述語でス形式が現れる例が見つけられていない。

• 指令・許可の使役文と二重使役構文の述語にシム形が表れる例。

33. maŋu-ɴ ʃi-busa-ki-butaba, kur-amitaɴ.（与那国・許可）

孫も 来たがっていたので，来させた。

34. ɴdaɴ ɴni busataja ɴniti maŋuɴki ɴʃimitaɴ.（与那国・許可）

お前も 見たかったら 見ろと いって，孫に 見させた。

35. asa-ja ijatʼi-ɴki deɴwa-kitʼi, itiŋu kur-amitaɴ.（与那国・二重使役）

祖父は 叔父に 電話をして いとこを 来させた。

追加 a=ŋa tharu=nki i mag-ami-ta-n. （与那国・Yamada et al.2015・指令）

私は 太郎に 米を 炊かせた。
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4. 二重使役構文とシム形
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ここまでまとめ

• 琉球列島全域にシム形が存在していることは特徴的。このことから，
当該形式は九州琉球祖語にさかのぼる形式と考えることができる。

• タイプ1の地域では，もともとス形とシム形（+シミラス形）が存在
していたが，例えば，九州方言との接触によって，ス形に置き換
わっていった可能性がある。

• ただし，『奄美方言分類辞典』（奄美・大和村）でシムはsïmïとあ
るため，*suか*seになるのではないか。喜界は地域による（小野津
と志戸桶はsumïjui，上嘉鉄はsumii:とsimii:※白田さん提供）。『沖
縄語辞典』（首里）でsimijun。沖縄は*si，*se（首里では*suだと
スィがでる）。奄美と沖縄以南は対応語形が異なる。
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ここまでまとめ

• 二重使役構文の述語形式について，

✓ ス形のみのタイプは，ス形を重ねることで述語形式を作る。

✓ ス形とシム形があるタイプは，シム形を選好する。

✓ ス形とシム形とシミラス形があるタイプは，シミラス形が専
用形式となる。条件によってはシム形が述語になる。

✓ シム形のみのタイプは，シム形が述語になる。
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ここまでまとめ

• 二重使役構文の述語形式について，

✓ ス形のみのタイプは，ス形を重ねることで述語形式を作る。

✓ ス形とシム形があるタイプは，シム形を選好する。

✓ ス形とシム形とシミラス形があるタイプは，シミラス形が専
用形式となる。条件によってはシム形が述語になる。

✓ シム形のみのタイプは，シム形が述語になる。
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（おまけ）『万葉集』の例

我が岡の 龗に言ひて 降らしめし（令落） 雪の摧けし そこ
に散りけむ（二・一〇四）

訳：わが岡の 竜神に頼んで 降らせた 雪のそのかけらが そ
ちらにこぼれたのでしょう。

・二重使役構文の述語にシムが用いられている例

・ 雪が 降る

龗が 雪を 降らせる

私が 龗に 雪を 降らせる
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命令文・依頼文と二重使役構文

？なぜ二重使役構文の述語にシム形やシミラス形が選ばれるのか

？シミラス形のような二重使役形式はどのように発達したのか

36. tuNciNkai ʔucikatooru ziNnu ʔamiseeraa, ʔihwee ʔusjuumoo simiraci ʔutabimisooraci
kwimisoori．

殿内で かりている お金が おありなら、少し 所望 させて いただいて ください。
（首里・『沖縄語辞典』）

14. アキマドゥシ フトゥシン マタ ヤーニンジュヌ カラタガンジューサ、スィクイ
ムズィクイヌ ディキガフ シミラシンショリ。（伊江島・『伊江島方言辞典』）

今年また家族皆が体が健康で、農作物が豊作にさせて下さい

• 辞典などで用例を収集すると，「～させてください」のような依頼文にシミラス形があ
らわれやすい。

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 39



命令文・依頼文と二重使役構文
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• 命令文などの文のタイプも二重使役構文の発達と関連している
可能性。

➢松丸（2002）
・命令文の場合，平叙文より二重使役形式が生起できる範囲が広くなる

・テ形要求文のような，聞き手（使役主体）がそれを「妨げない」ある
いは「許可する」という場合に，より二重使役形式が優先されることを
述べている。



（追加）命令文と使役文
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• 「太郎が 次郎に おかずを 食べさせる」（指令）

• （太郎が 次郎に） 「おかずを 食べろ」

はたらきかけ

はたらきかけ

話し手 聞き手

き
っ
か
け

き
っ
か
け

使役主 動作主



（追加）命令文と使役文
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• 「太郎が 三郎に 次郎に おかずを 食べさせる」

（指令の文を含んだ二重使役）

• （太郎が 三郎に） 「次郎に おかずを 食べさせろ」

はたらきかけ

はたらきかけ はたらきかけ

はたらきかけ

話し手 聞き手

人が人にはたらきかけて，動作を惹起させる
点で，命令文と使役文は類似している。
・命令文では，話し手と聞き手を含めると，
二重使役構文と現実の出来事の参加者は同じ。
・間に人がいることを示すために二重使役形
を使用する？？

き
っ
か
け

き
っ
か
け



（追加）依頼文（希求文）と使役文
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• 「太郎が 次郎に おかしを 食べさせる」（許可）

• （次郎が 太郎に） 「 （私に） おかしを 食べさせて」

はたらきかけ

はたらきかけ

話し手
＝動作主

聞き手

き
っ
か
け

はたらきかけ

話し手
＝動作主

き
っ
か
け しかも，実際の例では，話し手や聞

き手が表示されない。

使役主 動作主



５. まとめと課題

44

・命令文や依頼文，希求文の使役の例を収集し，意味構造と述語形式を分析する必
要がある。

・特に沖縄諸島内で，シミラス形式が平叙文ではあらわれにくい言語であっても，
文タイプによっては確認できる可能性。

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那）



謝辞

なお，本報告で用いた調査資料のうち，報告者が面接調査を実施した地点と資料の詳細は次の通りで
す。

・首里方言（1925年生，沖縄県首里山川出身，男性）

・与論島(1958年生，鹿児島県与論島出身，男性)

・平安座島（1929年生，沖縄県平安座島出身，女性／1930年生，沖縄県平安座島出身，女性）

・徳之島(1936年生，鹿児島県徳之島天城町浅間出身，男性)

・伊平屋島（1956年生，沖縄県伊平屋島島尻出身，男性）

目差尚太さんからの用例

・与那国島（1933年生，与那国島出身，男性）

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 45



謝辞

この研究は以下の助成金の研究成果の一部を含みます。

• 科研費若手研究B（20K13052）

• 国立国語研究所共同プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録 と
ドキュメンテーションの作成」

本研究について，沖縄言語研究センター定例研究会，ハナの会では参加者
に有益な質問とコメントをたくさんいただきました。与那国の例を提供し
てくださった目差さん，喜界の例を教えてくださった白田さん，この場を
借りてお礼申し上げます。

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 46



参考文献
・Kulikov, L.I. (2001) Causatives. In: M. Haspelmath et al. (eds) Language typology and language universals. An international handbook. Vol. 2. Berlin etc.: Walter de Gruyter, p. 
886-898.

・Yamada, M., & Pellard, T., & Shimoji, M,.(2015) Dunan grammar(Yonaguni Ryukyuan) Heinrich, Patrick, Shinsho Miyara and Michinori Shimoji (eds.) Handbook of Ryukyuan 
Languages. : History, structure, and use, 449− 478.

・青木博史（2003）「使役」青木・高山編『日本語文法史キーワード辞典』p49−50,ひつじ書房.

・伊坂淳一（2000）「中古和文の使役文について」『千葉大学教育学部研究紀要II人文・社会科学編』48,1−7.

・荻野千砂子・原田走一郎（2015）「黒島方言の文法スケッチーアクセント・動詞・形容詞の小考察―」狩俣繁久 (編)『琉球諸語記述文法I』140-162,琉球大学.

・荻野千砂子（2020）「八重山地方石垣島川平方言の動詞の特徴」『シマジマのしまくとぅば』1,104−130,琉球大学当初地域科学研究所.

・生塩睦子（1993）『沖縄伊江島方言辞典』伊江村教育委員会.

・大﨑紀子（2000）「キルギス語の使役文について」『京都大学言語学研究』19,55−77.

・加藤幹治（2020）「徳之島伊仙町方言（面縄・剣福）の動詞活用資料」『シマジマのしまくとぅば』1,21−36,琉球大学当初地域科学研究所.

・狩俣繁久・島袋幸子(2011)「派生関係からみた有対自動詞と有対他動詞−石垣方言ヴォイス研究のためのおぼえがき−」『琉球の方言』35,17-38, 法政大学沖縄文化研究所.

・狩俣繁久（2020）「恩納村恩納方言の使役動詞と使役文(中間報告)-間接使役文を中心に-」沖縄言語研究センター2020年11月7日発表資料.

・狩俣繁久（2021）「生態学としての琉球語研究（１）」『琉球アジア文化論集』7,1−32, 琉球大学人文社会学部紀要.

・狩俣繁久・島袋幸子（2020）「沖縄県伊江島方言の動詞活用の資料」『シマジマのしまくとぅば』1,57−76,琉球大学当初地域科学研究所.

・菊秀史（2006）『与論の言葉で話そう(1)挨拶・名詞・こそあど言葉・感動詞・副詞』与論民俗村.

・菊秀史（2007）『与論の言葉で話そう(2)動詞を覚えよう（文法・文型編）』与論民俗村.

・菊秀史（2009）『与論の言葉で話そう(3)動詞を覚えよう（単語編）』与論民俗村.

・菊秀史（2014）『与論の言葉で話そう(4)形容詞・助詞・表現意図』与論民俗村.

・国立国語研究所（1963）『沖縄語辞典』大蔵省印刷局.

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 47



参考文献
・下地賀代子（2015）「南琉球・多良間島方言の動詞形態論」狩俣繁久 (編)『琉球諸語記述文法I』140-162,琉球大学.

・下地理則（2018）『南琉球宮古語伊良部島方言』くろしお出版.

・白田理人・重野裕美（2020）「瀬戸内町請島方言の動詞活用資料」『シマジマのしまくとぅば』1,8−20,琉球大学当初地域科学研究所.

・島袋幸子（2009）「沖縄県今帰仁村謝名方言の動詞と形容詞」『琉球語諸方言の動詞，形容詞の形態論に関する調査・研究』160−185,沖縄大
学人文学部.

・當山奈那（2013）「首里方言における使役文の意味構造」『日本語文法』(13)2,105-121,くろしお出版.

・中本謙（2020）「うるま市宮城島方言の動詞活用の資料」『シマジマのしまくとぅば』1,87−103,琉球大学当初地域科学研究所.

・仲原穣（2020）「粟国村東方言の動詞活用資料」『シマジマのしまくとぅば』1,77−86,琉球大学当初地域科学研究所.

・仲原穣（2021）「粟国村浜方言の動詞活用資料」『シマジマのしまくとぅば』2,122−136,琉球大学当初地域科学研究所.

・林範彦(2019)「チノ語悠楽方言の使役」池田 巧『シナ=チベット系諸言語の文法現象2 使役の諸相』p163-179.

・早津恵美子（2016）『現代日本語の使役文』ひつじ書房.

・長谷川清吾（1964）「使役ス・サス・シムの「随従」的用法について」『語学文学会紀要（北海道学芸大学）』1,34-38.

・松丸真大（2002）「高知県幡多方言の使役形式：活用体系変化の一過程」『阪大日本語研究』14,21-38.

・松本泰丈（1983）「他動詞と使役動詞の下位分類と相互関係」『国文学解釈と鑑賞』48-6,120-132.

・柳田征司（1994）「意志動詞の無意志的用法―あわせて使役表現のいわゆる許容・放任・随順用法についてー」佐藤清代治編『国語論究5 中世
語の研究』327-361,明治書院.

・鷲尾龍一（1997）「他動性とヴォイスの体系」鷲尾龍一・三原健一『ヴォイスとアスペクト』1−106,研究社出版（中右実（編）『日英語比較
選書7』）

2021/12/12 「琉球諸語の使役文」（當山奈那） 48


