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略語
Sub
Agn
Obj
V
N
Adv
Vol
nonvol
Spont
Volunt
Involunt
Trans
Intrans
Nom
Acc
Dat
Gen
Instr
Loc
Fem
Mas
Past
Pres
Fut
Indef
Def
(A)
(P)
PL
Sg
1Sg
2Sg
3Sg
Pcpl

- Subject (主語)
- Agent (動作主)
- Object (目的語、対象)
- Verb
(動詞)
- Noun (名詞)
- Adverbs (副詞)
- Volitive(意志動詞)
- non-volitive(非意志動詞) ＝（invol - involitive
- Spontatous(自然な)
- Voluntary(自発)
- Involuntary (自発的)
- Transitive(他動詞)
- Intransitive(自動詞)
- Nominative(主格)
- Accusative(対格)
- Dative (与格)
- Genitive(属格)
- Instrumental(具格)
- Locative case (所格)
- Feminine(女性名詞)
- Masculine(男性名詞)
- Past tense(過去形)
- Present tense(現在形)
- Future tense(未来形)
- Indefinite article（不冠詞）
- Definite article(定冠詞)
- Active voice(能動態)
- Passive voice(受動態)
- Plural (複数)
- Singular(単数)
- First person singular(一人称単数)
- Second person singular(二人称単数)
- Third person singular(三人称単数)
- Past participle (過去完了形)
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非意志動詞）

論文の
論文の概要
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序論
第一章

―

シンハラ語
シンハラ語の導入

本章はシンハラ語の歴史に関する概説を与える。さらに、シンハラ語の文法、シンハラ語特有の
特徴取り上げる。

第二章

― 他動性における
他動性における意志性
における意志性

意志性の定義、そして意志性という概念が持ち出された背景などを本章で扱う。意志性が話題に
なったのは、1980 年頃 Hopper and Thompson によって意志性が他動性の意味的要素の一つとして
提案されてからだろう。しかし、1977 年に Lakoff も他動性の 14 の意味的要素を提案し、その一つ
の要素として意志性をあげていることから、他動性と意志性の関連性は 1977 年頃から徐々に明ら
かになってきたものだと考えられる。本章では、他動性との関わりにおいて意志性を考察し、意志
性をあらためて定義することを目的とする。さらに、意志性の重要性に関しても考察を行う。

第三章

― シンハラ語
シンハラ語の動詞分類及び
動詞分類及び意志性の
意志性の位置

本章では、シンハラ語の動詞分類を改めて再考察する。
動詞を形態的に分類する場合、シンハラ語の動詞は従来（Gair1970）、「動作動詞」と「受身動
詞」、「使役動詞」と分類されてきたが、最近の研究では、動詞を「他動詞」と「逆使役動詞」に
分類している研究者（Henadeera2002）もいる。また、Gunasekara（1891）はシンハラ語の動詞の一
種の分類として意志･非意志分類を取り上げている。
機能的な観点から分類する場合は、従来の研究では、動詞を自動詞と他動詞に分類している。し
かし、シンハラ語の自他分類は形態的に表されるものではない。シンハラ語は全般に（文章語も口
語も）「受身」の使用頻度が非常に低い。それにもかかわらず、従来の多くの研究では、シンハラ
語の動詞を自動詞と他動詞に分類したり、本動詞から派生される動詞類を「受身動詞」と名づけた
りしている。
本章では、シンハラ語の動詞が一度にいくつかの機能を持つものであり、そのために、単純に、
自動詞と他動詞または意志動詞と非意志動詞に分類することは不可能であることを示す。また、動
詞を形態的に分類できる母音交代規則があることを示す。それは意志動詞と非意志動詞の分類であ
る。
本章の目的は、以上に取り上げた形で、シンハラ語の動詞を機能的または、形態的観点から分類
し、特に、意志･非意志分類を明らかにすることにある。
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第四章

― 非意志性と
非意志性と受身の
受身の関連性

シンハラ語における動詞の同一派生形式は様々な文の述語に現れるため、そもそもどのような文
法範疇に属するものかを一概に言えないという複雑さがある。従来、それらの派生形式は受身動詞
として扱われてきた。西洋の規定に基づけば「能動―受動」の対応は極めて目立つものであり、多
くの言語における動詞がその規定に従っていることは事実である。シンハラ語のような、受動態が
さほど使用されない言語の場合においても、動詞とその派生動詞は「能動―受動」対応として区別
される。そのせいか、非意志的文における述語動詞も受動動詞として呼ばれている。それのみなら
ず、非意志的文は一部の研究者によって受身として扱われている。
本章では、現代シンハラ語における非意志的文を受身と比較しながら、非意志的文は受身とは異
なるものであることを示す。受身は典型的な受身と間接受身というように大きく二種類に分けられ
る。非意志的文はその二種類のどちらにも入らないことを示す。つまり、非意志的文は動作の非意
志性を表現するものであって、受身の一種ではないということを主張する。

第五章

―

非意志性と
非意志性と使役･
使役･起動交替、
起動交替、逆使役の
逆使役の関連性

シンハラ語における非意志性は他の文法範疇と混同されることが多い。シンハラ語に関する最近
の研究では、使役･起動交替や逆使役などとの関連も話題になっている。Henadeera（2002）ではシ
ンハラ語の一部の動詞の対立を使役･起動交替とみているが、この対立は意志性とはまったく無関
係であると述べている。また、Beavers and Zubair（2010）も、シンハラ語に使役・起動交替がある
としているが、意志･非意志動詞分類との関係については、意志的他動詞は使役、非意志的自動詞
は起動を表すと述べている。
本章の目的は、シンハラ語の使役･起動交替また逆使役文などについて具体的に分析し、意志性
との関連性を導き出すことにある。シンハラ語の動詞を形態的に意志･非意志に分類することがで
きれば、意志性がシンハラ語の文法において強い影響力をもつと推定できる。特に、本章において
非意志的文の一種としてみなす「対格主語を持つ文」をみると、それは「逆使役」の規定にも当て
はまるが、意味的に非意志性が含意されることをも主張する。このような文について Beavers and
Zubair（2010）は形式的起動文と呼び、外的動作主が考えられるとし、そのため意味的に、「受
身」と捉えることができると述べている。しかし、ここでは、それらの文には、外的動作主が現れ
ることはなく、さらに、意味的には「受身」よりも、「非意志性」が含意されるとを示す。

第六章

―

非意志的文の
比較的観点から
非意志的文の格及び
格及び述語動詞の
述語動詞の関連性 (比較的観点
比較的観点から)
から

シンハラ語において場合、意志・非意志区別は形態的に表されるものであり、このことはシンハ
ラ語を特徴づける性質の一つとして挙げられる。中でも、非意志的文は同族のインドアーリア語派
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の中でも特徴的なものである。それにもかかわらず、シンハラ語の非意志的文に関する研究はさほ
ど多くは見られない。そのため、本章では、特に、非意志性に焦点を当て、詳細な再分析を行うこ
とにあする。
シンハラ語の場合、他動詞も自動詞も非意志性を表すことができる。そのため、非意志的文は非
意志的他動詞文と非意志的自動詞文に分けられる(第 3 章を参照)。非意志的自動詞文はさらに、対
格主語を持つ非意志的助動詞文と与格主語を持つ非意志的自動詞文に分けられる。
非意志的文において、重要な働きをするのは述語動詞のほかに、動作主あるいは主語の格である。
シンハラ語の場合、異なる 3 種類の格が非意志的文の主語を表すために用いられる。それらは、与
格、「手＋具格」、そして対格である。
本章の目的は、異なる格を持つ主語と共起できる動詞の意味的な特性を導き出すことにある。

第七章

―

非意志性の
比較的観点から
非意志性の多様な
多様な現れ方(比較的観点
比較的観点から)
から

本章では、日本語との比較を通してシンハラ語の非意志的文を考察する。日本語の場合は非意志
性を表すのに副詞を使用することが多い。従って日本語には非意志性を表す副詞の数が多い。これ
に対し、シンハラ語では、非意志性を表すために副詞を使うことはさほど多くはない。これは動詞
が形態的に非意志性を表すことができるからだと考えられる。日本語の場合も文法的には「～てし
まった」形が使用されるが、その形式には非意志性の表示だけではなく、他の作用もあるためシン
ハラ語の場合とは異なる。シンハラ語において補助動詞を使用し非意志性を表現する場合と比較す
る。その他に、両言語ともに語彙的意味から非意志性を表現できる場合がある。このことについて
も、シンハラ語と日本語を比較し、非意志性の多様な現れ方について考察を行う。

第八章

― 非意志性の
非意志性の分析

シンハラ口語では非意志的文が盛んに使用され、シンハラ語の特徴的な文法範疇となっている。
シンハラ語のみならず、インドアーリア語派の言語を含めたアジアの言語では、非意志性が重要な
文法の一つになる。それにもかかわらず、非意志性に言及した研究は非常に少なく、特に非意志性
の分析はいまだに見当たらない。その点を踏まえ、本章では、シンハラ語をはじめとしたアジアの
言語の状況をもとに、非意志性の分析を行う。

結論
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序論
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1．
． 研究課題
本研究において主に取り上げるテーマは「非意志性」である。非意志性は意志性と対立する
概念であり、他動性の意味的要素の一つである。これまでなされてきた意志性に関する研究の
多くが意志性を他動性の一つの要素として認めている。しかし、筆者の知る限り、意志性及び
非意志性についての分析や研究は十分に行われているとは言えない。その理由は、多くの言語
において意志性がさほど形式にはっきりと反映されているものではないためだろう。しかし、
意志性が頻繁に使用され、形式にはっきりと反映されている言語もある。シンハラ語はそのよ
うな言語のうちの一つである。本研究では、特に、シンハラ語の非意志性について分析を行い
たい。シンハラ語では、自動詞と他動詞を形態的に分類することはできないが、多くの場合、
意志･非意志の違いで形態的に分類できる。従って、シンハラ語の意志性について以下のよう
な問いが立てられる。



なぜ自他分類は形態的にされないのに意志・非意志は形態的に分類できるのか。



自他の区別と意志・非意志の区別との間に関係は有るのか。あるとすればそれはどの
ような関係なのか？



意志・非意志、特に非意志性は他の文法範疇からどこまで独立しているのか？



非意志性はシンハラ語に特有の性質なのか、あるいはアジアの諸言語によく見られる
現象なのか？



非意志性はどのような現れ方をするのか



非意志性とは何か

本研究では各章において以上の問題を扱い、分析を行う。

2. 本研究の
本研究の目的
本研究の重要な目的は、意志性が広く現れる言語のひとつであるシンハラ語を中心に、意志
性、特に非意志性という性質を解明することである。
まずは、前節で取り上げた研究課題を中心に意志･非意志の区別と他動性の関連性を探りた
い。それから非意志性は他の文法範疇からどこまで独立しているのかを調べたい。さらに、同
族の言語や、アジアの言語の状況を検討しながら、シンハラ語における非意志的文の格と動詞
の関連性について調べる。また、最終的に、非意志性とはどのようなもので、どのような現れ
方をするのかを示したい。
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3．
．本研究の
本研究の特性及び
特性及び意義
本研究の最終目的は意志性、特に非意志性の分析を行うことにある。シンハラ語を中心に考
察を行うが、その他に、ヒンディー語、マラーティー語、ネパール語、ベンガル語などシンハ
ラ語と同じインドアーリア語派に属する諸言語、さらに日本語との比較を通して分析を行う。
その理由は、一つの個別言語の状況を検討するだけでは明確にならないことが、他の言語と比
較することによりはっきりさせられると考えられるからである。この件について、角田
（1991）は、「諸言語を比較してみると、ただひとつの言語を研究するだけでは、気がつかな
い法則性を発見することがある。」述べている。角田によれば、諸言語と比較することによっ
て、ある言語の特質が浮かび上がってくる。本研究では、シンハラ語の意志性を、シンハラ語
が属しているインドヨーロッパ語族の中でも、インドアーリア語派のいくつかの言語と比較す
る。
また、語族がわからない日本語との比較も試みる。その理由は、同族言語を比較するだけで
は明らかにならない点が、諸言語を比較することによって明らかになるからである。同族言語
を比較することは、単に二つの言語を比較することとそれほど変わらないと考えられる(角田
1991)。
角田（1991）は、二つの言語を比較するだけでは以下のような疑問点が生じると述べている。
（A） ある特徴がその二つの言語に共通する場合、その共通点が存在する理由は、その特徴
が世界の諸言語のすべてに共通する特徴だからなのか、あるいは、その二つの言語がたまたま
タイプの同じ言語に属するからなのか？
（B） 二つの言語がある点で異なる場合、その違いはいわば偶発的なものなのか、あるいは、
他の特徴とも関連のある、もっと規則的な違いなのか？
以上の疑問には、諸言語を比較することによってある程度満足できる答えが見つかると考え
られる。
また、本研究には、日本語と比較するもうひとつの理由がある。それは、日本語が語族が特
定されていない言語の一つであることである。語族が特定されていなくても、（同じアジアの
言語であるからだろうが）、日本語はシンハラ語に似ている点が多く見られる言語である。角
田（1991）によると、日本語は語族として孤立しているが、特殊な言語ではない。日本語を世
界の諸言語と比較すると、多くの面で共通点が見られる。この点に関して、柴谷（1981）、グ
ロータース（1984）、松本（1987）なども同じことを述べている。このように考えると、シン
ハラ語を日本語と比較することには意味があると考えられる。
さらに、言語学の分野では多くの言語理論が西洋の言語、特に英語を基に作られたものであ
る。しかし、英語に存在しない性質を他の言語が持っている場合も多くあると考えられる。角
田（1991）は、英語が世界の言語の中で標準的・代表的な言語であるという考えが誤りである
と述べている。角田（1989）によれば、英語はある面では特殊な言語である。この点に関して
は 、 同 じ よ う な 認 識 を 持 っ て い る 研 究 者 た ち が 他 に も お り 、 Li and Thompson(1976),
Lehmann(1978), Foley and Van Valin (1984), Comrie (1984), Sadock and Zwicky(1985), 松 本
（1987）、柴谷（1981）などが挙げられる。そのため、英語だけを考慮して言語理論を構築す
るのは適切ではない。様々な言語が持っている様々な特徴を導き出すためには、その言語やそ
の言語が属する語族の別の言語または異なる語族の言語と比較する必要があると考えられる。
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第一章
シンハラ語
シンハラ語の概略
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シンハラ語
シンハラ語の概略
1. シンハラ語
シンハラ語の歴史
シンハラ語は、紀元前約 500 年ごろ、北インドからスリランカに導入された言語である。
シンハラ語はスリランカの人口、およそ 2000 万人のうち約 70％以上の人々の母語であり、
残りの 30％の人々のうちでも約 100 万人以上の人々がシンハラ語とタミル語の 2 言語を話す
といわれている。また、シンハラ語はスリランカの公用語の一つでもある。スリランカは世
界地図では、南アジアのもっとも南側に位置している国である。

図１ スリランカの位置
スリランカの位置

言語の祖先が同じであるといった基準を元に分類すると、シンハラ語はインドヨーロッ
パ語族、中でも、インドアーリア語派あるいはインド・イラン語派に属する言語と見做され
ている(W.D.Lockwood、1972)。また、北インドの言語である、ヒンディー語、パンジャーブ
語、ベンガル語、マラーティー語などと同族である。シンハラ語の起源については、様々な
研究者が様々な意見を述べている。その中で、もっとも一般的に認められているのは、「シ
ンハラ語は、紀元前約 544－543 年ごろ、ガウタマ仏陀が亡くなった後、北インドからスリ
ランカに導入された言語である」というものである。
そのほかに、シンハラ語またはシンハラ民族の始まりについて、有名な伝説がある。それ
は、北インドに属する国の王の息子「ヴィジャヤ王子」が 700 人ほどの人々と一緒にスリラ
ンカに移住し、これがシンハラ民族の祖となったというものである。一部の研究者たちは、
ヴィジャヤ王子をはじめ、多くの移住民たちは元々マーガディー語で話していたが、その後
スリランカにやって来た、バングラ、マガダ、グジャラティ、カーリンガといった地域の出
身者は自分自身の母語でコミュニケーションをとっており、やがて、そのいくつかの言語を
合成した言語としてシンハラ語が生まれたと考えている。一方、ヴィジャヤ王子が北インド
のどの港を出発したかは不明であるため、一緒に移住した人々がどの地域の人なのかははっ
きりしない。そのため、シンハラ語はインドアーリア語族の東側の言語に関係するのか、西
側の言語に関係しているのか、明らかではないと言う研究者もいる。ともかく、以上はあく
までも伝説であるため、どの範囲まで認めるべきか不明ではあるが、シンハラ語は北インド

16

のアーリア民族に属する人々がスリランカに移住してからできたものであるという説は事実
と見なされている。
また、仏教が導入されたころ、仏教とともにパーリ語も導入された頃、シンハラ語はその影
響も受けている。R.C.Childers（1875）は、「ヴィジャヤ王子の故郷であるマガダでは、パー
リ語はひとつの方言であるため、マーガディー語からできたシンハラ語と密接な関係があると
考えられる」とし、「シンハラ語がパーリ語にどれほど似ているかといえば、シンハラ語がパ
ーリ語から派生した言語であると思われる程だ」と述べている。パーリ語が、他のプラークリ
ット（Prakit）語（サンスクリット語など）とは異なり、シンハラ語とは似ていることは事実
である。そのため、他の言語には見られない単語をパーリ語とシンハラ語だけが持っているこ
ともある。
紀元前約 300 年頃には、文学作品を通して、サンクリット語も導入されており、シンハラ語
はその影響も大きく受けている。サンスクリット語およびパーリ語から新しい音がシンハラ語
に加えられたといわれている。そのほかに、タミル語の影響をも単語、慣用句また文法にまで
受けているという。
シンハラ語の歴史は、古代シンハラ語（紀元前 200～紀元 4，5 世紀に至る）、原始シンハ
ラ語（4，5 世紀～8 世紀に至る）、中間時代のシンハラ語（8 世紀～13 世紀半ばに至る）、現
代シンハラ語（13 世紀半ば～20 世紀に至る）の 4 時代に分けられる。現代シンハラ語の複雑
さは、様々な言語が合成されたことや各時代に様々な言語の影響を受けたことが原因となった
のだろう。
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2. 音韻論
シンハラ語はパーリ語やサンスクリット語の影響を大きく受けた結果、母音や子音の数が増
えたと考えられる。基本的にシンハラ語には 7 つの基本母音がある。それらは以下のように分
類できる。
（表 1）
）シンハラ語
シンハラ語の基本母音
前母音
中母音
短母音 長母音
短母音 長母音
i
ii
e
ee
ə
əə
æ
ææ
a
aa

高い
中
低い

後母音
短母音 長母音
u
uu
o
oo

シンハラ語には基本的に 27 の子音がある。それらは、有声、無声、鼻音、摩擦音、鳴音
(sonorant)、前鼻音化した音(prenasalized)に分類される。

glottal
有声
無声
鼻音
前鼻音化した音
摩擦音
鳴音

h

（表 2）
）シンハラ語
シンハラ語の基本子音
velar
palatal
Retroflex
G
j
D
K
c
T
Ŋ
ń
ňg
ňj
Ňd
š
y

音節構造の基本は CV である。その他に、CVC,
成り立つ。

18

CCV,

dental
D
T
N
Ňd
S
r,l

CCVVC,

labial
b
p
m
mb
(f)
w
CCVC

などの構造も

（表 3）
）シンハラ語
シンハラ語の書法
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3．
．シンハラ語
シンハラ語の文法
3.1 文章語と
章語と口語の
口語の区別
シンハラ語は元々文章語と口語のダイグロシアがある言語である(Gunasignha 1985 )。
文章語では、インドヨーロッパ語族の特徴である、「性」（男性、女性、中性）、「数」
（単数、複数）、「人称」（一人称、二人称、三人称）によって動詞が活用するといった特
徴が見られるが、口語では「性」「数」「人称」による活用は行われない。
また、「格変化」（主格、対格、具格、などの 9 つの格）は文章語にも口語にも見られる
が、両者で多少異なっている。その他にもシンハラ文章語には口語と異なった点が多く見ら
れる。以下では、本研究で対象とするシンハラ口語が文章語とどのように異なっているのか
について簡単にまとめておく。
まず、基本語順は SOV(主語、目的語、動詞)であり、文中で最も多くの事柄を表現してい
る主語は文頭に来る。主語は文章語においても口語においても格変化を伴わない。主語と目
的語は語順による区別も可能であるが、口語では、有生名詞の目的語を区別するためには対
格が使われることが多い。
また、シンハラ語には定冠詞がなく、あるのは不定冠詞の意味を表す形態/ek/、/ak/だけで
ある1。文章語では、主語か目的語かによって異なる不定冠詞が用いられるが、口語では主語
も目的語も同じように/ek//ak/という形態を使用することができる。
また、動詞の活用においては三つの規則があり、①母音交替による活用、②接尾辞が付加
されることによる活用、③補助動詞が付加されることによる活用が挙げられる。時制の区別
（現在時制、過去時制）は規則①の母音交替による活用、及び、規則②の接尾辞が付加され
ることによる活用といった二通りの規則によって表される。意志性の区別（意志・非意志）
は語幹初頭の母音と語幹末母音が①の母音交替規則によって活用することで示される。ただ
し、文章語においてはこの規則による活用以外に、主語となる名詞の「性」「数」「人称」
によっても動詞がさらに活用する。さらに、規則①の母音交替による活用においては、文章
語でも口語でもそれほどの差が見られないが、規則②で付加される接尾辞や規則③で付加さ
れる補助動詞は、口語か文章語かによって多少異なっている。
以下 3.2 では、本研究において重要な役割を果たす項と格の関係について詳細に述べる。

3.2 シンハラ口語
シンハラ口語における
口語における「
における「項」と「格」の関係
シンハラ語の文構造を考察する際、文中での項、つまり、主語、目的語が格に関してどの
ような振る舞いをしているのかについて考察を行う必要がある。まず、シンハラ語における
格表示について概観する。W.S.Karunathilaka(2004)は、シンハラ語における 9 つの格を以下の
ように示している。
「主格、対格、助格、具格、属格、奪格、与格、所格、呼格」

男性名詞主語は/ek/であり、目的語は/eku/になる。女性名詞または中性名詞の場合、主語は
/ak/であり、女性名詞目的語の場合は/aku/、中性名詞目的語の場合は/ak/で変化しない。
1
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以下では、シンハラ語の格と動詞がどのように関連しているかをまとめる。次の表は
W.S.Karunathilaka(2004)をもとに改めて筆者が作成したものである。
シンハラ語における格を以下（表 4）に示す。
（表 4）
）シンハラ語
シンハラ語の格
格名

格の現れ方

格の現れ方

文章語

口語

主格

―

―

対格

―

名詞＋wə

動詞との
動詞との関係
との関係

―

対応する
対応 する日本語
する 日本語
の格
名詞＋が

動詞の目的語となる名詞を表す

名詞＋を

動詞の行為者を表す

名詞＋によって

助格

名詞＋visin

具格

名詞＋gen/en

名詞＋en/atiŋ

動詞が示す行為を補助する道具
などを表す

名詞＋で・にて

与格

名詞＋tə

名詞＋tə

動詞が示す行為の受け手を表す

名詞＋に・へ

奪格

名詞＋en/in

名詞＋en/in

動詞が示す行為の起点を表す

名詞＋から

所格

名詞＋ehi

名詞＋/e/eke

動詞が示す行為の場所を表す

名詞＋に

属格

名詞＋ge/e

名詞＋ge/e

所有・所属先を表す

名詞＋の

呼格

―

―

―

―

―

ここでは、主格と呼格も挙げているが、実際には口語においても文章語においても形として
は存在しない。また、口語では、助格はまったく使用されない。具格や所格の形も文章語に
おける具格や所格とは異なっている。また、文章語には、対格が現れない傾向が強い。対格
は、口語の場合においても、有生名詞目的語のみに用いられる。
さらに、Henadeerage(2002)は、シンハラ口語において主語を表す格を次のようにまとめてい
る。以下は英語から引用し、筆者が日本語に訳したものである。Henadeera は、口語には、主
語を表す格が 5 つ見られると述べている。
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口語における主語を表す格

格
主格
対格
具格
与格
属格

(表
表 5) シンハラ語
シンハラ語の口語における
口語における格
における格
有生名詞
無生名詞
有生名詞
単数
複数
単数
複数
―
-oo / -uu
―
―/ -wal
(wə)
-n / (wə)
―
―/ wal
-gen / atiŋ
-ngen / -atiŋ
-en / -in
wəlin
-tə
-ntə
-atə
wələtə
-ge
-nge
-ee
wələ

以上の（表 5）を見ると、有生名詞と無生名詞は、さらに単数と複数によって異なる形の格
が用いられていることが分かる。
また、シンハラ語の格は名詞に付く接尾辞のようなものであり、日本語における「格助詞」
とは異なったものである。1.1 で述べたように、文章語での格変化と口語の格変化が異なった
ものであることは以上の（表 4）と(表 5)から明らかである。
以上、本節では格を中心にシンハラ語の文法を概観した。次節では、シンハラ語における動
詞についてまとめることにする。

3.3 シンハラ語
シンハラ語の動詞における
動詞における語形変化
における語形変化
言語類型論的な分類においては、シンハラ語は屈折語的な特徴を持つとされている。つま
り、名詞や動詞などの文法的な働きを単語の語形変化によって示している言語とみなされて
いる。シンハラ語の動詞は、文章語の場合、主語となる名詞の性質すなわち主語名詞の
「性」「数」「人称」に応じて語形変化する。このような語形変化は、口語の動詞の場合は
みられない。口語において動詞が語形変化するのは、時制を表す場合や、意志動詞・非意志
動詞の区別を表す場合などである。
3.1 で示したようにシンハラ語の動詞が語形変化する方法は三通りである。①母音交替に
よる活用、②接尾辞が付加されることによる活用、③補助動詞が付加されることによる活用
である。母音交替による活用の場合、動詞語幹を語幹初頭と語幹末というように二つに分け
ると、その両者とも語形変化に関わる。
多くの動詞では、時制を表す場合や、意志動詞及び非意志動詞の区別2を表す場合、語幹初
頭の「後母音」が「前母音」に交替する傾向がある。時制を表す場合の語幹末には、意志・
非意志を区別する場合と異なり、規則的な母音交替が見られない。また、時制を表す際には
様々な接尾辞が過去時制の意志動詞語幹に付加される。これは以下の（表 6）を参照された
い。

2

本研究において、第三章で扱う動詞分類からなる区別を指す。
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（表 6）
）過去・
過去・非過去を
非過去を表す接尾辞
非過去時制

過去時制

(現在
現在・
現在・未来)
未来
意志・非意志

意志動詞

非意志動詞

-nawa

-uwa、-gatta、-nda、-mba、-iya、-a:wa、-æwa、-kka、-nna

-una

De Silva(1979), Gair(1997)はシンハラ語の動詞全般を 3 クラスに分けている。その区別は、
動詞の母音交替の規則によるものである。
Ⅰクラスは「karanawa-keruwa（する・した）」母音交替の動詞
Ⅱクラスは「adinawa-ædda（引く・引いた）」母音交替の動詞
Ⅲクラスは「innawa-unna（いる・いた）」母音交替の動詞
その他の母音交替が含まれる動詞は例外として扱っている。
意志・非意志の区別を表す場合、強い母音交替規則が見られるが、それについては第二章
で述べる。動詞がアスペクトを表す場合には、現在時制や過去時制を表す動詞の進行形に
「thiyanawa（ある）」といった状態動詞が付加されるパターンが用いられる。以下を参照さ
れたい。

(表
表 7) 完了を
完了を表す形式
未来完了

現在完了

過去完了

肯定

否定

肯定

否定

肯定

否定

-thiye:vi

-næthiwe:vi

-thiyanawa

-næhæ

-thibuna

-thibune næhæ

(あるだろう)

(ないだろう)

（ある）

（ない）

（あった）

（なかった）

このように、動詞の後に文法的な働きを表す単語が置かれることは、膠着語的な性質だと
考えられる。そうするとシンハラ語は、屈折語的な性質と膠着語的な性質が混ざった言語と
して扱うべきだとも考えられる。
以上、本章では、シンハラ儀の概略について述べた。次節では、他動性の一要素とされる
意志性について論じる。
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第二章
他動性における
他動性における意志性
における意志性
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他動性における
他動性における意志性
における意志性
1. はじめに
意志性が頻繁に取り上げられるようになったのは、1980 年頃 Hopper and Thompson によっ
て、意志性が他動性の意味的要素の一つとして提案されてからだろう。しかし、それ以前に、
1977 年 Lakoff も他動性の 14 の意味的要素を提案し、その一つの要素として意志性を挙げてい
ることから、他動性と意志性の関連性は 1977 年頃から徐々に明らかになってきたものだと考
えられる。本章では、他動性と意志性との関連性について考察し、意志性の再定義を行いたい。
さらに、言語研究における意志性の重要性に関しても考察を行いたい。そのため、まず、2 節
では意志性が属する他動性とはどのようなものなのかを考える。引き続き、3 節では、他動性
の要素として意志性を取り上げている先行研究を分析し、意志性と他動性の関連性を示す。ま
た、4 節では、意志性の重要性を論じる。5 節では、意志性の定義について再考し、6 節で考
察の結果をまとめる。

2. 他動性とは
他動性とは
意志性に関する考察をする前に、その背景を明らかにする目的で、意志性が属する他動性に
ついて簡単に触れる。まずは、他動性の伝統的な定義、それからその定義の問題点を示す。

2.1 伝統的な
伝統的な定義
他動性の伝統的な定義は以下のようなものである。


“Transitivity is traditionally understood as a global property of an entire clause, such that an
activity is ‘carried -over’ or ‘transferred’ from an agent to a patient. Transitivity in the traditional
view thus necessarily involves at least two participants and an action which is typically
EFFECTIVE in some way” Hopper and Thompson (1985)



他動詞文には目的語がある。動作が主語から目的語に向かう。自動詞文には目的語がない。
動作は何にも向かわない。（Hartmann and Stork (1972), Richards et al (1985)）



他動性とは自動詞文・自動詞節との関係も含めて、他動詞文・他動詞節に関する言語現象
一般を示すことである。（角田 1991:63,1994:4670、1999:2）
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2.2 伝統的な
伝統的な定義の
定義の問題点
他動性についての伝統的な定義をみると、動詞は他動詞と自動詞に区別することができ、そ
の基準になっているのは目的語であることがわかる。しかし、動作が「主語から目的語へと向
かう」といった定義は、「主語」「目的語」が明確に現れない言語の場合は困難であろう。あ
るいは、無理に、主語、目的語を文中に探すことになる。例えば、日本語やシンハラ語のよう
な言語では、文中の主語の存在は必須ではない。そもそも、日本語の主語については、その存
在自体を疑う議論もある。
「日本語に主語はいらない」と述べるのは金谷(2002)などの日本語の研究者の一部である。
確かに、日本語では、一般に主語が省略でき、動詞単独でも十分意味的に完全な事柄を伝える
ことができる。
例えば、「これやってくれない」と質問したとする。それに対する答えとしては、「私はや
ります」というかわりに「やります」だけでも十分である。また、ここで主語の「私」を使う
と、ニュアンスが多少変わる。例えば、上記の質問では相手に「やるかどうか」を聞いている
が、「私はやります」と答えたら「ほかの人のことはわかりませんが、私はやりますよ」とい
うようなニュアンスが伝わる（金谷(2002)）。
このことはシンハラ語の場合にも当てはまる。主語を省略しても十分に完全な情報を伝えら
れる。シンハラ語の場合は主語だけでなく、場合によっては、目的語も省略できる。つまり、
他動性の定義の主な基準の一つである「主語」「目的語」はすべての言語に同様に共通してい
るものではないということである。
目 的 語 に つ い て は 、 Jacobsen(1991) が 「 他 動 詞 か ら 自 動 詞 を 区 別 す る 「 目 的 語 、 対 象
（object）」が英語ほど、すべての言語に明確にあるわけではない」ことを指摘し、「異なる
言語が異なる形で「対象」を表すため、すべての言語に当てはまるような定義が必要だ」と述
べている。確かに、日本語には「対象」を表すための決まった方法はない。目的語という現象
を日本語に持ち込むと「を」格を取るものに当たる。ただし、「を」格を、目的語を表す格と
して定めることはできない。なぜなら、「を」格には他の作用（移動動詞の方向を表すなど）
もあるからである。森田(1994)も「「を」格は、他動動作の対象から自動行為に成り立つ場合
まで幅があり、ただ「を」格を取るから他動詞だという形式上の特徴は、自他動詞弁別の決め
手とはならない」と述べている。角田(1991)も「他動性を区別する術語、「主語」、「目的
語」は英語のような西洋の言語には当てはまるが、日本語のような言語型が著しく異なる言語
では、無用なものである」と述べている。
シンハラ語にも、形式上主語と目的語との区別がつかないという問題がある(主語、目的語
を区別するのは語順であり、主語省略の場合、目的語と動詞だけの文になる)。まず、主語を
表す独特の形または格がない。（ただし口語では、目的語になるものが有性名詞の場合のみ主
語名詞に「wa」格が付加される場合がある。）また上述したように、文中において主語は省
略される場合が多い。動詞だけでも十分意味的に完全な文が成り立つからである。
そのため、日本語、シンハラ語のような言語の場合は、主語、目的語を基準として「動作が
主語から目的語に向かう」といった定義を使用することは効果的ではないと思われる。それは
主語、目的語の文中の現われが必須である英語のような言語の場合とは異なる。
また、角田(1991)は他動性の伝統的な定義には以下のような問題もあると指摘している。
問題：1）他動詞文の規定では目的語が基準となるが、中には目的語があっても、動作はない
文も含まれている。
例：見る、見える、聞く、聞こえる
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2）他動詞文の規定基準のひとつである受動化の可能性について、他動詞文と呼ばれて
いるのにもかかわらず、受身文に変えることができない文がある。
例：英語「have」、日本語「持つ」
3）動作が相手に及んでいるにもかかわらず「bump into, ぶつかる」のような動詞は他動
詞ではなく自動詞として扱われる。
4）受身文の可能性は他動詞文の特徴の一つと指摘されるが、自動詞文も受身文になる
場合があるため、受身文になるのは他動詞文だけに限らない。
（角田1991:64－66）
また、Jacobson（1991）は他動性の定義を二つに分けて考察している。１つ目は 「logical
definition(理論的な定義)」であり、２つ目は「traditional definition(伝統的な定義) 」である。
「traditional definition 」には以下の4点が挙げられている。
1 事象には参加者が二人いる
2) 一人は(動作主と呼ばれる)意図的に動作を引き起こす
3) もう一人は(対象と呼ばれる)変化を被る
4) 変化は現実において起きる
以上の4点のうち、iiとivは「logical definition」にも含まれているが、Jacobson（1991）は以
上の4点の間には相互に関連が見られないと指摘している。また、1） は項に名詞だけを持つ
例文でも成り立つ。例、（彼は先生だ）。自動詞文でも参加者が意図的に動く場合や、被動作
主が存在する場合があるなどと「traditional definition 」を批判している。
以上のことを踏まえると、伝統的な定義はすべての言語(少なくとも多くの言語)に当てはめ
られるような他動性の定義にはなっていないと思われる。
しかし、1980 年頃から、研究が進展してきた結果、他動性が世界の諸言語において、多様
な現象として広く現れる性質であることが認識されるようになった。これにより、他動性の
意味的要素に関する考察が次々と現れたが、他動性の意味的要素の数や内容に関してはさま
ざまな研究が見られる。しかし、そのほぼすべての研究において、意志性は他動性の一要素
として取り上げられている。意志性と他動性とがまったく無関係のものだと述べているもの
は、筆者の知る限り、角田(1991)のみである。以上の点を踏まえ、以下では従来の研究を通
して他動性と意志性の関係について考察する。

27

3. 他動性における
他動性における意志性
における意志性
3.1 Lakoff（
（1977）
）
他動性の多様な現象に関する研究の中で最も早いものは Lakoff（1977）である。以下では
Lakoff の提案を考察する。Lakoff は他動性には以下の 14 の意味的要素が含まれているとして
いる。
１．何かを行う行為者がいる
２．変化を被る対象が存在する
３．その対象が被る変化は、行為者によって引き起こされたもの である
４．行為者はその行為を意図的に行う
５．行為者は自分の行為をコントロールできる
６．行為者は、起こった出来事に対して責任がある
７．行為者はエネルギーの源であり、対象はその終点である
８．行為者の行為と、対象の変化とは時空間的に一致する単一の出来事である
９．行為者は単一で、かつ定的（definite）である
１０．対象も単一で、かつ定的(definite)である
１１．行為者は自分の手、体、または何らかの道具を用いる
１２．対象の変化は知覚可能なものである
１３．行為者はその変化を知覚する
１４．行為者は対象を見ている
Lakoff は他動性には段階があるとし、受身文になるかどうかが証拠になると述べている。また、
Lakoff は典型的な他動詞文と非典型的な他動詞文の区別を以下の例文で示している。
典型的な他動詞文：上のすべての要件をみたす：
1) a. He broke the window.
b. She killed the cockroach.
非典型的な他動詞文:上の要件のすべては満たさないが、いくつかの要件を満たす：
2) a. He touched the ball.
b. She climbed the mountain.
また要件8.の「行為者の行為と、対象の変化とは時空間的に一致する単一の出来事である」
を重要な基準とし、それに従うものをよりプロトタイプ的な他動詞としている。Lakoffは
「kill」「break」「hit」を含む例文を取り上げ、他動性のプロトタイプを示している。
Lakoff(1977)が他動性の意味的要素として「行為者はその行為を意図的に行う」というよう
に意志性を取り上げていることや、以上で例示されているプロトタイプ的動詞の特徴からは、
典型的な他動詞として見なされるものには、「意志性」も強く関係していると考えられる。
伝統的な定義において「主語」「目的語」の振る舞いに限定されていた他動性は、Lakoff の
提案によって、新たな視点で捉えられるようになったといえる。しかし、典型的な他動詞文と
非典型的な他動詞文に分け、プロトタイプの基準として、「行為者の行為」と「対象の変化」
を挙げている(要件 8)という点では、伝統的な定義とさほど変わるものではないとも考えられ
る。
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また、以上の要件 8 以外の要素が全て成立すれば非典型的な他動詞文になると述べているこ
とから、非意志的他動詞文は、非典型的な他動詞文として扱われているとはいえないと考えら
れる。なぜなら、非意志的他動詞文は要件 4「行為者はその行為を意図的に行う」を満たして
いないからである。
Lakoff の次に他動性に関する有名な研究としてあげられるのは Hopper and Thompson(1980)で
ある。3.2 では Hopper and Thompson(1980)が提案した他動性の要素について検討する。

3.2 Hopper and Thompson（
（1980）
）
Hopper and Thompson（1980）によれば、他動性とは動作主が意志的に対象へ働きかけ、そ
の結果、対象が影響を受けるということである。その定義から意志性は他動性と関連している
と判断できる。
Hopper and Thompson（1980）では、Lakoff によって提案された他動性の 14 の意味的要素が、
10 の意味的要素としてよりまとまった形で提案されている。それらは参加者、動作様態、ア
スペクト、瞬間性、意図性、肯定、モード、動作能力、対象への影響、対象の個別化である
（以下 A~J 参照）。Lakoff の 14 の要素では、他動性の度合いがどのように決定されるかにつ
いては言及されていないが、Hopper and Thompson の 10 の要素は他動性の度合いについてもよ
り詳しく考察されているため、後者のほうがよく知られている。
Hopper and Thompson（1980）で示された他動性の 10 の意味的特徴は具体的には以下のよう
なものである。

表 8 他動性の
他動性の意味的要素
高い
A.参加者
B.動作様態、動き
C.アスペクト
D.瞬間性
E.意図性、意志性
F.肯定
G.現実性(モード)
H.動作能力、動作主性
I.被動作性、影響性、受影性、
対象への影響、動作が対象に及ぶ度合い
J.対象の個別化、対象の個体化、個体性
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低い

2 人以上
動作
動作限界あり
瞬間
意図的
肯定
現実
高い
全体的影響

1人
非動作
動作限界なし
非瞬間
非意図的
否定
非現実
低い
部分的影響

高い

低い

Hopper and Thompson(1980)によれば、各要素が「高い」場合、他動性も高く、「低い」場合
は他動性も低いという。即ち、10 の意味的要素のうち「高い」要素が多ければ多いほど他動
性が高く、「高い」要素が少なければ少ないほど他動性も低くなるということである。この考
え方に基づけば、各要素それぞれに、高い、低い、無しという三段階があると考えられる。従
って、意志性も、高い場合や低い場合、あるいはまったくない場合、すなわち非意志の場合が
あると言える。しかし、Hopper and Thompson(1980)によれば、「高い」もの同士あるいは、
「低い」もの同士は共起するが、「高い」ものと「低い」ものは共起しない。その点を考慮す
ると、意志性が低い場合、または非意志的な場合は、他動性の他の要素の度合いも低くなるか、
あるいは該当しない要素が存在するということになるため、非意志的他動詞文は成り立たなく
なる。
角田(1991)によれば、Hopper and Thompson（1980）の他動性の仮説は、他動性の形態･統語
的な表示あるいは意味的な解釈が義務的な場合にしか当てはまらないという。そうでなければ、
高い特徴同士が共起し、低い特徴同士共起するという主張はできない。しかし、角田によると、
他動性の意味的特徴において、高い特徴同士が共起しないで食い違う場合もあるという（角田
1985：393－394、1991：81－84、1999:4－5）。つまり、意志性が低い場合においても被動作
性が高い場合があり得るということになる。そうすると、非意志的他動詞文が成り立つ可能性
もあると考えられる。
しかし、角田は、意志性を他動性の要素として重視しているわけではない。さらに、Hopper
and Thompson(1980)の 10 の要素のうちの一つである「意志性」は、一般に他動詞文と自動詞
文を区別することとは無関係であり、「意志性」と「コントロール性」は区別する必要がある
と述べている(角田 2005:56)。この件については以下 3.3 で詳細に述べる。ここで扱うのは、角
田が、Hopper and Thompson の 10 の意味的要素に関して行った指摘のみである。
角田は、Hopper and Thompson が 10 の意味的要素の存在だけを元に、つまり、単純に「プラ
ス」か「マイナス」かをつけていき、プラスの特徴が多いほうを選ぶという方法で、他動性が
高いか低いかを判断していることを批判している。高い要素の数が多いか少ないかはどんな基
準を用いたかによって変わるためである。また、角田は、「対象への影響」が 10 の意味的要
素のうち最も重要なものであり、「対象への影響」と「意志性」が食い違った場合には「対象
への影響」のほうが優先されるべきだと主張している。
また、角田は「対象への影響または被動作性 affectedness」に関して、「伝統的な定義の場
合でも、暗黙のうちに動作が対象に変化をもたらしたかどうかは重視していたと思われるが、
Hopper and Thompson の仮説では、「対象への変化」に関して特に何も示していない」と述べ、
ただ「動作が対象に及ぶ」かどうかだけではなく、「対象に変化を起こす」かどうかが重要な
点であると指摘している (角田、佐々木、塩谷 2007:5)。
また、山梨(1995:236)は、Hopper and Thompson の 10 の意味的要素の「意志性」と「動作主
性」は重複していると指摘している。
確かに、Hopper and Thompson で「動作主性(Agency)」として取り上げられているのは、
「動作主」としての力であり、そうすると、「動作主性」の中に、意志性、扇動性、コントロ
ール性などが含まれているとも考えられる。そう考えると、「動作主性」と「意志性」は重複
しているという山梨の批判は無視できないだろう。「意志性」は「動作主性」の中の一つの要
素だからである。しかし、本当にそのように決定できるのだろうか。「意志性」と「動作主
性」は別々の要素として扱うこともできる。つまり、意志性はまったくないが、動作主が存在
するといった場合を考えればよい。そのような例はシンハラ語から挙げることができる。この
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ことから、意志性と動作主性は、Hopper and Thompson にならい、別々のものとして扱うべき
だと考えられる。この件については 4 節で詳細に述べる。

3.3 角田(1981,1985,1991)
角田
角田は、他動性について以下のような見解を持っている。
（A） 他動性を考える際は、その意味的側面と形式的側面をはっきりと区別するべきである。
（B） 他動性の問題は程度の問題である。他動詞文と自動詞文を明快に区別することはでき
ない。両者は連続体をなしている。この考え方においては、他動詞文のプロトタイプ、
即ち、他動詞文らしい他動詞文というものを設定し、この他動詞文のプロトタイプを
用いれば、他の文の他動性の程度を計ることができる。
角田は以上の規定が世界のさまざまな言語に適用できると述べている。プロトタイプ的他動
性はまず、意味の側面と形の側面に二分される。意味の側面は、参加者が二人またはそれ以上
存在するか、動作者の動作が対象に及ぶか、あるいは、対象に変化を起こすかといった三点を
もとに検討される。即ち、プロトタイプ的な他動詞とは相手に影響が及び、かつ、相手に変化
を起こす動作を表す動詞である。プロトタイプ的他動詞文の形の側面は、意味的に他動詞文の
プロトタイプであるものがその言語で持っている文法的特徴である。特徴とみなされている現
象は、格、語順、受身文、その他のボイスの表現、動詞の活用の種類、助動詞の種類、一致で
ある。角田は、他動性の意味的側面はすべての言語に共通に見られるものであるが、形の側面
は言語によって異なるとしている。
伝統的なプロトタイプの定義をはじめ、現在までされてきた定義では、他動性については形
と意味が混同されたり、意味的な側面が重視されたりしてきたため、以上で取り上げた角田の
分け方は改めて注目を引くものだと考えられる。ただし、意味的側面はすべての言語に共通に
当てはまるが、形の側面は言語によって異なると述べていることから、ここでも、意味の側面
が重視されているといえなくもない。
また、ここで Hopper and Thompson の定義と角田の定義がどのように異なるかを見てみると、
両者が異なるポイントは、「対象が変化を被る」かどうかという点である。つまり、Hopper
and Thompson は 10 の意味的特徴を同等に見なしているが、角田は Hopper and Thompson が提
案した 10 の要素を認めながら、その中の「対象への影響、被動作性」を重視している。
また、角田(1981、1985、1991、2007)は二項述語階層を提案し、「被動作性」の度合いを次
のように表している。

類
意味
下位類
意味
例

１
直接影響
１A
１B
変化
無変化
殺す
たたく
壊す
触る
温める

表 9 二項述語階層
２
３
知覚
追及
２A
２B
探す
待つ

see look
hear listen
find
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４
知識

５
感情

６
関係

７
能力

知る
わかる
覚える

愛す
嫌う
要る

持つ
ある
似る

できる
得意
good

以上の表からわかるように、１A 類は「被動作性」が最も高い。動作が対象に及び、かつ、
対象に変化を起こす。右に行くに従って、動作が対象に及ばなくなる。角田は、この階層は諸
言語の形態･統語のさまざまな側面に反映しているとしている。
ただし、以上の角田の二項述語階層に対しては批判もある。例えばMalchikov(2005)では、角
田の二項述語階層は｢対象への影響、被動作性」が高い場合と低い場合だけに焦点を当ててい
て、その間の述語タイプにはあまり配慮していない、そのため、様々な種類の動詞が一緒にな
っている場合があると指摘されている。例えば、Djaru語では、知覚述語は追及述語に優先す
るが、Avar語ではその反対になる。
また、Malchikov(2005)は、以上の階層はそれぞれの動詞類がもつ他動性の度合いを示すが、
その動詞がどのような格を取るかは示していないと指摘している。通言語的に異なる動詞が異
なる格をとる場合があるため、動詞と格との関係を示すのも重要であると述べている。また、
角田の階層が自動詞とその格に関してもまったく触れていない点についても批判している。
角田はHopper and Thompsonの意味的要素の一部を認めながら、これを発展させた。しかし、
以上に示したように、意志性に関しては、他動性とはまったく無関係であると述べている。

3.4 Talmy Givon （1985、
、1995:76）
）
Givon は他動的な事象を以下のように定義している。意味的他動性には三つの特性があり、
それらは動作主、被動作者と動作である。
1 動作主関係－プロトタイプの他動詞節では、意志的で、動作をコントロールすることが、目
立つ動作主がはっきりと存在し、行為を引き起こす
2 被動作者関係―プロトタイプの他動詞節では、非意志的で、動作をコントロールすることが
できない被動作者が、動作主の行為の影響を受け、かつ、変化する
3 動詞関係―プロトタイプの他動詞節では動詞はコンパクトで、完了相を持ち、現実的である、
または、動作的テンス・アスペクト・モードがある
Givon も意志性を他動性と関連させている。動作主は意志的であり、被動作者は非意志的であ
る。

3.5 Taylor(1995)
他動詞文には以下の 11 の意味的要素があると述べている。
(a) The event involves two participant (subject and object)
(b) The two participants are highly individuated
(c) The agent(subject) initiates the event
(d) The agent acts consciously and volitionally, and controls the event, The agent is a human
(e) The patient experience the effects of the action performed by the agent
(f) The patient suffers a perceptible change of state as a consequence of the event
(g) The event is construed as punctual
(h) There is direct physical contact between the agent and the patient
(i) The event is causative
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(j) The agent and the patient are contrasting entities
(k) The event is real
Taylor(1995) は以上の意味的要素を他動性のプロトタイプとして提案している。ただし、
これらは Hopper and Thompson の 10 の意味的要素とほぼ同じものである。また、Hopper and
Thompson の場合と同じく、これらの要素が互いにどういった関係を持っていて、他動性の度
合いを決定するに当たってどのように関係しているかは不明である。
さらに、意志性については、ここでもやはり他動性と関連する要素として取り上げている。
Hopper and Thompsonの場合とは異なり、意志性を意識性、コントロール性なども含んだもの
として捉えていることが特徴である。
他動性の研究の中で次に出会う重要な研究としてMalchukov (2004)があげられる。以下では
その研究の考察を行う。

3.6 Andrej Malchukov (2004)
Malchukov はHopper and Thompson(1980)の10の意味的要素に関する再考察を行い、新たな仮
説を提案している。まず、Hopper and Thompson(1980)による以下の部分について議論の余地が
あるとしている。
component features of Transitivity co-vary extensively and systematically <…>; whenever an
obligatory pairing of two transitivity features occurs in the morpho-syntax or semantics of a
clause, the paired features are always on the same side of the High–Low Transitivity Scale
Hopper and Thompson (1980: 254)

この部分に関しては、すでに角田(1981、1985)、Lazard(1998)が、すべてのパラメータ(要素)
が互いに関連しているわけではないため、相互変化（co-variation）について語る必要はないと
指摘している。Malchukov は、その上で「被動作性」と「アスペクト」のような明確に関連が
あるものもあれば、「被動作性」と「意志性」のように互いに関連がないものもあるとしてい
る。
また、Malchukovによれば、Hopper and Thompson の10の要素は異種を持つものである
（heterogeneous）という。その中のある要素は「対象（O）」に関係があるものであり、ある
要素は「動作主（A）」に関係があるものである。またある要素は動作そのものと関係がある
ものである。そのため、互いの意味的関連性を明示するため、10の意味的要素を以下のように
作り直すと述べている。
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図1 Transitivity scale (Malchukov(2004:333))

A- features
[animacy] [volitionality]

V-features
[kinesis] [factivity] [tense/aspect]

O-features
[affectedness] [(O-)individuation]

Malchukovが提案する他動性のスケールでは、動作主と関係する特性として「有性性」と
「意志性」、動詞そのものの特性として「テンス･アスペクト」「動作様態（Kinesis）」「モ
ード（Factivity）」、対象と関係する特性として「被動作性」、「対象の個別性」をあげてい
る。このスケールは「動作主（A）」から「動詞（V）」経由で「対象（O）」まで広がって
いる。スケールの末端には項の意味に関わる特性(有性性 (animacy))、真ん中には動詞と関連す
る特性（モード）がある。その他の特性は異なるドメインを繋げる「意味的橋」と見なされる。
「動作様態」は動作主及び動詞の両方に、「アスペクト」は動詞及び対象に関連する。
Malchukovの提案は、Hopper and Thompsonの他動性仮説をより発展させたものだといえる。
確かに、Hopper and Thompsonの仮説では、他動性に関わる10の要素がそれぞれどのように関
係しているのかが不明だった。Malchukovの提案するスケールでは、他動詞文には、まず不可
欠で重要な要素が三つあり（動作主、対象、動作）、それらはその他の要素と以上に示したよ
うな関係を持つと記述できる。また、Givonの場合とは異なり、意志性は動作主の特性とされ
ている。
このように、他動性の度合いの決定基準に関して、様々な提案がなされてきたが、その中で
もっとも有名なものは Hopper and Thompson (1980)における 10 の意味的要素である。それ以前
には、Lakoff (1977)が 14 の意味的要素を提案していた。その他に、Taylor(1995)も似たような
11 の要素を提案している。これらを含め、本節で取り上げた他動性の研究の中では、意志性
を他動性が持つ意味的要素の一つとみなしている研究者が多い。
他動性は普遍的な現象と見なされるべきものであるが、他動性を特長付けるために各研究に
おいて提案された要素については、それを容認できる言語もあれば容認できない言語もある。
また、現在まで提案されていない要素がさらに加わる可能性もありうる。例えば、角田(1991)
は、意志性は他動性の要素として扱う必要がないと述べている。また、パルデシ(2007)は、コ
ントロール性（Controllability）と有責任性（Responsibility）も他動性の要素として提案してい
る。パルデシは、コントロール性及び有責任性に関して以下のように述べている。
例えば、事象の結果部分は、主語のコントロール下にあると認知される限りにおいて、その主
語は事象に対して責任がある。コントロール性が高ければ高いほど、それに対する主語の有責
任性も高くなり、結果として、その出来事が他動詞節としてコード化される可能性も高くな
る。
パルデシ(2007：181)
また、角田(2007)も、コントロール性という意味的特徴があるとし、「意志性にかなり近い
が区別する必要がある」と述べている。筆者は、コントロール性は意志性と合体しているもの
と捉え、意志性の仲間として扱う。詳細は第 8 章で述べる。
次節では、意志性とは何かという疑問に対する答えを索っていく。さまざまな言語の定義を
基に意志性の定義を提案する。
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4. 意志性の
意志性の定義について
定義について
本節では、意志性の定義について考察を行う。「意志」といえば、密接に関連している要素
がある。それは「動作主」あるいは「行為者」であり、かつその行為者は人間である必要があ
る。このように、「意志性」が現れるのは、「人間」が行為者または動作主である場合に限る。
「意志」の語彙的意味を単純に分析すれば、「意志」とは動作主または行為者が持つ「自分
がその行為、その動作をする」という強い気持ちまたは期待であり、意志動詞とは、そのよう
な気持ちまたは期待によって引き起こされた行為を表す動詞である。また、その逆に、そのよ
うな気持ちまたは期待を持たずに引き起こされた行為や、自分の気持ちまたは期待に反して引
き起こされた行為、出来事は「非意志」ということになり、それらの意味を表す動詞は非意志
的動詞となる。
Hopper and Thompson (1980)は、意志性について以下のように述べている。
The effect on the patient is typically more apparent when the A is presented as acting purposefully.
（Hopper and Thompson 1980:252）
Volitionality and Agency. These two factors concern the degree of planned involvement of an A in the
activity of the verb. Although a volitional verb requires an agentive subject-one that is human, or at least
animate-such subjects do not necessarily require volitional verb( 中 略 ) The prominence of the
properties of Agency and Volitionality in foregrounding derives from the fact that story lines are
typically advanced by people who perform actions, and especially by people who deliberately initiate
events.
（Hopper and Thompson 1980:286）
以上の記述から明らかになる点は二つある。まず、意志性と動作主は密接に関連していると
いう点である。動作主は動作主性が持てる有生名詞、つまり、（典型的には）人間である必要
がある。次に、動作主が意志的に行為を引き起こす場合は、対象への影響がよりはっきりして
いるという点が挙げられる。つまり、意志性と対象への影響との間にも関連性があるというこ
とになる。
従って、意志性に関連する要素は二つあり、それらは、動作主性と対象への影響であるとい
える。また、「意志」とは、動作主がある行為を、意志を持って、故意に、自覚して引き起こ
すという気持ちまたは心の状態とまとめられる。
シンハラ語には、意志性がシンハラ語の動詞の特性に大きく関わるにもかかわらず、意志性
に対応するはっきりした用語が見つからない。J.B.Dissanayake (2001)は、非意志性を表す文に
対して「nirutsa:hƽkə wa:kyə」 という術語を用いている。「nirutsa:hƽkə」 とは、「努力なしに、
あるいは、自然に」という意味である。つまり、「動作主が努力なしに引き起こす行為」とい
うことであり、動作主が努力せずにある行為を引き起こすということは、間接的に、その行為
に対して、動作主の意志がないということになると考えられる。しかし、意志動詞に対応する
用語は筆者が知る限り存在しない。
英語では、 この現象を説明するのに「Volitionality」という用語が一般に使われるが、場合
によって「intentionality」という用語も使用される。逆の意味を表すには、「Volitionality」に
は「Non -Volitionality」、「intentionality」には「non-intentionality」という術語が使われる。
Carmen Jany (2006)は、「Non- Volitionality」とはコントロール欠如（lack of control）かつ動作
主性欠如（lack of agency）という現象だと述べている。それはシンハラ語における術語と直接
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対応するわけではないが、全体的には、「動作主の動作主性が失われた」という意味から、シ
ンハラ語の「動作主の努力なしに」と一致していると考えられる。
日本語の場合、この現象を説明するのに様々な術語が使われている。それぞれの術語には類
似点や相違点があり、区別するのは非常に難しい。以下では、日本語における術語とその定義
を簡単にまとめる。
意志･
意志･無意志
鈴木（1972）は動詞を意志動詞と無意志動詞にわけ、意志動詞は「誘いかける形と命令する
形を本来の意味でも用いることのできる動詞」、無意志動詞は「誘いかける形と命令する形を
この意味で用いることのできない動詞」と動詞の文法的機能を基に定義した。
堀口純子（1987）は、「意志動詞」は主体が話し手であるかそれ以外であるかということが
文法的性質に大きく反映するとし、「意志」については、「話し手の意志」と「主体の意志」
に分けて考えるべきだと述べている。
広辞苑では、意志とは「ある行動をとることを決意し、かつそれを生起させ、持続させる心
的機能」また、「物事をなしとげようとする、積極的な志」と記述されている。
似たような用語として以下の意図･非意図も挙げられる。
意図･
意図･非意図
杉村泰（1996）は、「意図性」の意味的性質について、「何らかの目的のため」という意味
が含まれていると述べている。そのため、「非意図」という術語は、なんの「目的」もなしに、
という意味を含意する。
広辞苑では、意図とは、「考えていること」また「行おうと目指している事。またその目
的」と記述されている。
日本語では、他の言語（シンハラ語、英語）よりも、この現象を表現するのに様々な術語が
使われているが、そのすべてが、「動作主の意志、意図」という二点で区別されているという
ことになる。「意図」と「意志」は密接に関係していると言える。しかし、「意図」は「目的
の有無」とかかわり、非意図的とは、「何の目的もなく」というような意味を含意するため、
本稿のテーマとは多少異なった解釈になる可能性がある。本研究で扱っている現象と意味的に
最も近いものは、「意志」、つまり、ある行動をとると決意し、生起させるまたは持続させる
心的機能を表すものであると考える。
以上のことを踏まえ、意志性を以下のように定義する。
「意志性とは
意志性とは、
とは、動作主(人間
動作主 人間)が
人間 が故意に
故意に、ある行動
ある行動を
行動を引き起こすと決意
こすと決意し
決意し、その行動
その行動を
行動を生起させ
生起させ
ようとする、
ようとする、または持続
または持続させようとする
持続させようとする心
させようとする心の機能を
機能を表す現象である
現象である。
である。非意志性とは
非意志性とは、
とは、動作主
(人間
人間)がある
人間 がある行動
がある行動をとろうと
行動をとろうと思
をとろうと思うことなく生起
うことなく生起させる
生起させる行動
させる行動、
行動、動作主または
動作主または動作
または動作に
動作に関わる者
わる者の視
点から期待
から期待していなかった
期待していなかった出来事
していなかった出来事を
出来事を意味する
意味する。
する。つまり、
つまり、意志性とは
意志性とは動作主
とは動作主の
動作主の自分の
自分の行動に
行動に対
する心
する心の機能を
機能を表す現象である
現象である。
である。
次に、以下の 5 節では意志性の重要性について考察を行う。
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5. 他動性と
他動性と意志性の
意志性の関連性及び
関連性及び意志性の
意志性の重要性
第 3 節では意志性を他動性の一要素としてあげる研究者が多いことを示した。例えば、
Lakoff (1977)、Hopper and Thompson (1980)や Malchukov (2005)などが挙げられる。しかし、
山梨(1995)や角田(1991)のように、意志性を他動性の要素として扱うことに対して批判的な立
場もある。
Hopper and Thompson(1980)は、意志性に関して以下のような例文を取り上げ、「動作者が故
意に動作をしているとして描写されている場合のほうが、対象への影響が典型的にはより明ら
かである」と述べている。
3） I wrote your name.
私はあなたの名前を書いた (意志的である)
4）I forgot your name.
私はあなたの名前を忘れた (意志的でない)
これに対し角田は、以上の例文で使われている動詞の意味がそもそも違うことから起きる違
いでしかなく、意志性の有無とは関係ないと指摘している。角田は次のように述べる。
「「書く」という動詞は何らかの結果を残す動詞である。しかし、「忘れる」という動詞は
何の結果も残さない。故意にしたかどうかはこの影響に関係ない。」角田（1991:82）
確かに、Hopper and Thompson が取り上げている上記の英語の例文に関しては角田の見解が
正しいといえる。
しかし、角田は、ある言語の他動詞文に異なる格が現れるかどうかに関して、介入する要素
は意志性ではなく、被動作性（対象への影響）であり、意志性と被動作性は相互に関係するも
のではないと述べている。角田は、他動詞文の場合は、動作者の意志で動作を行った場合もそ
うでない場合も形がかわらないことを、日本語の例を挙げて指摘している。(角田 1991:82)。
5）太郎が花子を殺した。
（他動詞文）わざと殺しても、うっかり殺しても変わらない。以上の例文の場合、わざと殺し
た場合もあれば、うっかり、殺した場合もある。自動詞文の場合も同様である。
6）太郎が転んだ。
わざと転んでも、うっかり転んでも変わらない。「太郎」がわざと転んだ場合でも、うっかり
転んだ場合でも例文 4 は成り立つ。そのため、自動詞と他動詞を区別するのに「意志性」は関
係がないと主張している。
他動詞から、自動詞を区別するのに、意志性は直接関わらないように見えることに関して筆
者も賛成である。つまり、他動詞の場合は意志性が高い、自動詞の場合は意志性が低いとは言
い切れない。それは、意志的自動詞も存在するからである。しかし、角田が言うように、意志
性は他動性とまったく関係ないものであろうか。また、動詞の形が変わるのは被動作性が働く
場合だけではないことをシンハラ語を例にすると指摘できる。シンハラ語の場合、意志性を元
に動詞の形が変わる。この点に関しては以下に詳細に述べるが、ここで主張したいことは、
「他動性を決めるのは意志性ではなく、被動作性である」といった考えを認めたとしても、従
って、他動性と意志性は関係しないとはいえないと言うことである。具体的に言えば、他動性
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の主な基準が「対象への影響を与え、かつ対象が変化する」であるとしても、その動作が意志
的か非意志的かという区別により、更なる分類ができる。例えば、意志的他動詞文、非意志的
他動詞文、意志的自動詞文、非意志的自動詞文を持つ言語がある。さらに、意志性を元に、動
詞の形や動作主・主語の格変化などによる区別ができる言語(シンハラ語、ヒンディー語、マ
ラティ語、ベンガル語など)もある。
以下でまず、他動性、自動性と意志性について簡単に記しておく。

5.1 意志性と
意志性と他動性、
他動性、自動性
他動性の主な基準は「対象へ影響を与え、かつ対象が変化するかどうか」であるというのが
角田をはじめ多くの研究者の見解である。動作主が「対象へ影響を与える」のが意志的な場合、
他動性はより高く、非意志的な場合、他動性はより低くなる。ここで、他動性が低くなること
と自動性が関連付けられるかどうかが重要なポイントになる。角田(1991)によれば、他動性と
自動性は連続をなしている。
他動性の主な基準を満たしている非意志的他動詞文は「意志性がマイナス」だからといって
自動詞扱いをすることは不可能である。つまり、「対象へ影響を与え、かつ対象が変化する」
を満たしている場合、動作主の意志的行為であっても、非意志的行為であっても、他動詞文と
いう枠組みに入るわけである。角田の分類によれば、意志的他動詞文は典型的な他動詞文とし
て、非意志的他動詞文は非典型的な他動詞文として扱うことができる。確かに、このように分
類できれば、すっきりするだろう。しかし、その分類によるいわゆる非典型的な他動詞文がい
くつかの言語3によく現れるものだとしたら、これらの非意志的他動詞文を非典型的な他動詞
文としてに扱うことは適切なのかという疑問が生じる。また、非意志的他動詞文が、仮に、一
つの珍しい言語に限られていたとしても、その言語の中で使用される重要な文法範疇であると
したら、その言語にとって、非典型的な扱いはし難いだろう。その意味で、筆者は、世界の多
くの言語の状況を考えたときに、典型的な他動詞文と非典型的な他動詞文に分類するとしても、
非典型的な他動詞文が持つ性質も重要だという立場をとる。
従って、意志性と他動性の関連性について筆者は以下のように考える。まず、角田が言うよ
うに、他動性と自動性は連続しているものだと考える。以下の図の中心線の値は「0」だと推
定する。そうした場合、他動性、自動性、意志性の関連性は次の通りになると仮定する。つま
り、他動性が徐々に弱くなっていくと同時に、自動性が始まるとしたら、以下のような図にな
る。

3

インドアーリア語の一部の言語、シンハラ語、ヒンディ語、マラティ語など
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まず、以下の図を参照されたい。
図 2 他動性、
他動性、自動性と
自動性と意志性の
意志性の関連性

意志性

高い

高い
0
他動性

自動性

意志性が高ければ他動性も高い。意志性が低ければ他動性も低い。つまり、他動性と意志性
は一方が高ければ他方も高くなるという平行的な現象を示している。
その逆に、自動性4と意志性の関連は以下の通りであると考えられる。
意志性が高ければ自動性は低い。意志性が低ければ自動性は高い。言い換えれば、主語・動
作主が意志的に動く場合は自動性が低く、非意志的に動く場合は自動性が高くなるという意味
である。つまり、自動性と意志性は基本的に逆行的な現象を示している。
次に意志性の重要性に関する考察を行う。

5.2 意志性の
意志性の重要性
世界の言語を見ると、言語によって異なる要素が重要視されたり、それを元に分類したりで
きる場合があると考えられる。シンハラ語の場合に重要になるのは意志性である。
例えば、シンハラ語では、他動性の一要素である意志性の区別は、形態的にも、統語的にも
はっきりと現れる。シンハラ語では自他による分類は形態的に現れないことを取り上げたい。
形態的に現れないことから、自他分類はシンハラ語において重要ではないとは断言できない。
しかし、自他による分類は形態的に現れないにもかかわらず、意志･非意志分類には形態的規
4

日本国語大辞典第二版第六巻(1972、2001)によると、「自動」とは他の力を借りないで、自力で
動くこと、自ら働くことである。さらに、「自動詞」については英語などで一般に目的語をとらず、
従って主客を転換して受動相を作ることのない動詞だと述べている。
自動性は、人や物が他の動作主や主語の支えなしに、自動的に動くこと、自発的に起きることを意
味する。
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則性が現れることから、少なくとも、意志性はシンハラ語にとって重要な要素であることは言
える。
7a) mamə mal pocchiya kæduwa
I(Nom) vase break (vol)
I broke the vase.

（意志的）

b) mage atiŋ mal pocchiya kæduna
I(Gen) hand(Instr) vase break (nonvol.)
I broke the vase non volitionaly.（非意志的）

7a)は典型的な他動詞であり、動作主の意志的行為を示しているが、7b)は動作主の非意志的
な行為を示している。前者は主格5、後者は属格＋手＋具格の組み合わせで、動作主が示され
ており、7a)と 7b)の文中の形の違いがはっきりと表されている。また両者に目的語「vase」が
ある。動作者の動作 break によって、目的語の vase が壊れる。即ち、目的語の状態が変化する。
角田（1991）では、他動性を決める主な基準は「対象が変化を被る」ことだと述べている。以
上の文においては、対象である vase は break という動作者の動作によって変化する。つまり、
他動性のプロトタイプの定義として示されている規定からすると、以上の文は問題なく他動詞
文である。意志性は格変化を通じて文構造に現れる。
また、マラーティー語でもシンハラ語に似たような非意志的文構造が見られる。
8） rAm-cya hAt-Un kAc FuT-I-I
Ram (Gen) hand (Instr) glass(Fem) break ((Vintran)(Past))
The glass broke at the hands of Ram.
(P.Pardeshi, 2009)
ここで動作主は属格+手＋具格の組み合わせで表されているが、P.Pardeshi, （2009）によれ
ば、動詞は自動詞である。この文をよく検討すると、対象である「glass」は「Ram」という動
作主の動作によって影響を受け、さらに変化も被る。しかし、動詞は「他動詞」ではなく、自
動詞だと書かれている（P.Pardeshi, 2009）。
これまで多くの研究者に支持されてきた他動性の定義は「動作主の動作の影響を受けた対象
が変化を被る」ということである。これが正しいとすると、例文 8 はこの条件を満たしている
ので、他動詞文として扱うことができるはずである。しかし、例文 8 における動詞は「他動
詞」ではなく、「自動詞」である。動詞が自動詞であるならば、他動性の定義が間違っている
ということになる。あるいは、自動詞も「対象の変化を被る」ことができるということになる。
筆者は、この文の問題は、文構造ではなく、動詞の捉え方にあると考える。この文で使われた
動詞は「自動詞」ではなく、「非意志的動詞」と呼べば問題ない。その理由は、以上で示した
ような問題が解決できるからである。西洋の規定に基づいて動詞を単純に他動詞と自動詞に分
類しているために、以上のような文が成り立つときに問題が起きると思われる。

さらにヒンディー語からの例も挙げられる。

5

シンハラ語では主語を表す格がない
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9）

bacce se shiisha TuuT gayaa
The child (Instr) mirror break go (Vintrans.+(go)Past)
The child broke the plate inadvertently.

ヒンディー語では、非意志的行為を表す動作主は「具格」の「se」で現れる。動詞の形は
「自動詞語幹＋複合動詞 go」である。この文の場合も、対象である「鏡」は壊れるといった
「変化を被る」。動作主もいる。しかし、以上の例の動詞は「自動詞」だと書かれている。
この件に関してKachru (2008) は以下のように述べている。
a large number of cases, the intransitive verb denotes non-volitional actions and if the
actor is to be expressed, it is expressed with the instrumental postposition ‘se’.
この捉え方にも問題がある。つまり、動作主が現れて、動作主の動作で対象が影響を受け、
変化するのであれば、その動詞は自動詞ではなく他動詞であるはずだが、動詞の形が他動詞と
は異なるため、他動詞と呼べなくなっているのである。これは、今までの規定による動詞分類
の問題であり、動詞が単純に他動詞と自動詞に分類されてきたため、他動詞でないほうが自動
的に｢自動詞｣として捉えられているだけのことだと筆者は考える。
意志･非意志の区別はベンガル語にも明らかに見られる。Klaiman(1986)は以下のように述べ
ている。
it seems that Bengali speakers select the dative subject counterpart when an activity is
spoken of as Nonvolitional, while the direct subject counterpart is selected when the
activity is to be spoken of as Volitional.

さらに、小野（1995）は、日本語の場合、他動性と意志性との間にどのような関係があるか
を調べている。小野によれば、日本語の場合、対象を表す格として「を」及び「が」の二つが
挙げられる6。「を」を使う場合の方が、「が」を使う場合と比べ、他動詞文の他動性が高い。
以下の文は例である。
10a) 私はビールが好きだ
b) 私はビールを好む
対象が「が」で表されているときは「－動作」であるが、「を」で表されているときは「＋
動作」になる。
その両者のうち文中の対象が「を」で示されるか、あるいは「が」で示されるか決定するの
は、対象に及ぶ影響ではなく、動作主の意志性である。
小野 はさらに以下のように述べている。

6

角田（1991）はこの考え方に即して，日本語における典型的な他動文のプロトタイプは，主語相当語句に
「が」，目的語相当語句に「を」という助詞のパターンをとると述べている。同様にSugamoto（1982）も日本
語には「を」をとる目的語と「が」をとる目的語と2種類の目的語があって，他動性の高い文の目的語は
「を」，低い文の目的語は「が」をとると述べている。
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すべての言語に共通する他動詞文のプロトタイプの定義ということになると別問
題かもしれないが，日本語に限って言えば，他動性を考える場合，角田の言うよ
うに意志性を例外的なものとして考慮から外すのでなく，他動性の尺度に影響を
与える要素として重要視してもよいのではないかと考える。
小野（1995：78）
この指摘からも、意志性はせめてアジアのいくつかの言語において重要な要素であると考え
られる。
シンハラ語の場合、非意志的文において使用される格によって意志性の度合いを決定するこ
とができる。以下の文を考察する。

11a) mamə
I

mas

kæ:wa

meat eat (vol)

I ate meat
b) matə mas kæuna
I (Dat) meat eat(nonvol )
I happened to eat meat
c) mage atiŋ mas kæuna
I(Gen) hand(Instr) meat eat(nonvol)
I ate meat inadvertantly
11a)は典型的な他動詞、つまり意志動詞が用いられており、その意志動詞に対応する非意志
動詞が 11b)及び 11c)で用いられている。意志動詞の場合はもちろん、非意志動詞の場合も、
目的語はそのままに保たれている。つまり、他動詞意志動詞に対応する非意志動詞にも対象が
あり、その対象が動作主の動作の影響を受けて変化するということである。また、11b)では、
動作主が｢与格｣で現れ、11c)では「属格＋手＋具格」で現れる。11b)と 11c)の両者ともに非意
志的行為を示しているが、動作主が異なる格で示されており、文の表す意味は多少異なる。そ
の違いは、動作主の感じる責任の度合いに基づく。11b)よりも 11c)のほうが動作主の感じる責
任は重い。このように、シンハラ語では、意志的行為を表す場合と非意志的行為を表す場合に
「動作主」の取る格が異なるだけではなく、異なる格を用いることによって非意志性の度合い
をも示すことができる。
よって、シンハラ語をはじめ、南アジアの言語がある限り、角田が述べているように、他動
性と意志性をまったく無関係のものと見なすことはできないと考えられる。この件に関して角
田は以下のように述べている。
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非常に限られた場合ではあるが、即ち、能力、所有、感情、などの動詞が
「与格－主格」に相当するものと、その言語での他動詞文の格との交代を示
す場合に限ってではあるが、意志性は他動詞文の特徴と見なせる。しかし、
これらの他動詞文はプロトタイプ的他動詞文ではないので、やはり、意志性
を他動性のプロトタイプの特徴と見なせない。
角田（1991：84,85）

また、Pardeshi（2007）は「「受影性」や「意志性」については、他動性の典型にとって重
要ではあるが、必ずしも必要ではない概念として捉えられるべきだ」と述べている。Pardeshi
によれば、「意志性」と「受影性」の関係でコード化される事象タイプは 3 種類ある。
主語

目的語

1）「＋意志性、＋受影性」

典型的な他動性事象

2）「－意志性、＋受影性」

非意志的事象

3）「＋意志性、－受影性」

非受影性事象

以上の内容を踏まえると、他動性と「意志性」との関係は世界の一部の言語状況に基づいて
定められるものではないと理解できる。筆者は世界のすべての言語の状況に当てはまるかどう
かは別として、少なくとも一部の言語では意志性が重要な役割を果たすと言う立場をとる。
また、他動詞から自動詞を分類する目的では、意志性が直接関係しているとはいえないだろ
うが、他動詞と自動詞を別々のものとして考えた場合、動詞分類に当たって、意志性が主な基
準となる場合があると考えられる。
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6. まとめ
以上意志性という概念について考察を行い、他動性という枠組みの中で意志性について考察
した。また改めて意志性の定義を提案した。さらに、5 節では、意志性の重要性に関しても考
察を行った。他動性の意味的要素として多くの研究者によって取り上げられている「意志性」
は、特にインドアーリア語派または南アジアの諸言語において盛んに用いられている。特にシ
ンハラ語の場合、意志性の度合いにおける差異は動作主の格を用いても表現することもできる。
意志性はシンハラ語においては他動性の一つ要素として文法上重要な役割を果たしているとい
え、そのため、他動性と意志性が無関係であるとはいえない。逆に言うと、世界のすべての言
語に当てはまるかどうかは別として、少なくとも一部の言語にとって、意志性は非常に重要な
要素であると主張したい。
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第三章
第三章
シンハラ語
シンハラ語の動詞分類及び
動詞分類及び意志性の
意志性の位置
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シンハラ語
シンハラ語の動詞分類及び
動詞分類及び意志性の
意志性の位置
1. はじめに
シンハラ語は語順が SOV であることから、文末に来る動詞にかかる負担が大きい。態、
法、テンス、アスペクトなどのすべてが動詞活用で表される。文章語では、人称、数、性な
ども動詞の活用によって示す。このように、非常に多くの情報が「動詞」を通し伝えられる
ことになるため、シンハラ語の場合、動詞は非常に重要な品詞となる。
動詞を形態的に分類する場合、「動作動詞」、「受身動詞」と「使役動詞」という従来
（Gair 1970）の分類に加え、最近の研究では、動詞を「他動詞」と「逆使役動詞」に分類
するものがある（Henadeera2002 ）。また、Gunasekara（1891）がシンハラ語の動詞の一種の
分類として意志・非意志分類を取り上げている。Gair（1970）が述べているように、「非意
志動詞」は中間時代インドアーリア語では受身動詞類に入れられるが、それ以降、シンハラ
語において非常に大きく発展し、現在ではシンハラ語特有の文法範疇になっていると言える。
機能的な観点から分類する場合、従来の研究では、動詞を自動詞と他動詞に分類している。
しかし、シンハラ語の自他分類は形態的に表されるものではない。また、シンハラ語全般に
（文章語も口語も）「受身」の使用頻度が非常に少ない（詳細は 4 章で述べる）。それにも
かかわらず、従来の多くの研究では、シンハラ語の動詞を自動詞と他動詞に分類したり、本
動詞から派生する動詞類を「受身動詞」と名づけたりしている。
本研究では、シンハラ語の動詞は一度にいくつかの機能を持つものであり、単純に、自動
詞と他動詞または意志動詞と非意志動詞に分類することは不可能であることを示す。例えば、
一つの動詞は「他動詞」でもあり、「意志動詞」でもある。もしくは「他動詞」でありなが
ら、「非意志動詞」にもなれる。また、「自動詞」であり、「非意志性」を表す場合もあれ
ば、「自動詞」でありながら、「意志動詞」または「自発」を表わす場合もある。このよう
に、一つの動詞は、一度に少なくとも二つの機能を持っている。このように分類を行うと、
動詞を形態的に分類できる母音交替規則が現れる。それは意志動詞と非意志動詞の分類であ
る。意志動詞に関してはさほど大きな問題はないが、非意志動詞は様々な意味で使用される。
例えば、非意志的文、自発を表わす文、また、受身文などが挙げられる。すべてではないが、
多くの動詞は意志・非意志の対応を持つため、形態的に分類できる動詞類を「意志・非意
志」動詞と呼ぶことは適切だと考えられる。
本研究の目的は、シンハラ語の動詞を機能的または形態的観点から分類すること、特に、
意志・非意志分類を明らかにすることにある。そのため、まず 2 節では、先行研究での分類
を取り上げ、3 節では、シンハラ語の動詞分類への提案を行う。4 節では、意志・非意志の
区別が判断しがたい動詞についての考察を、5 節では、意志・非意志の区別と派生形式に関
する考察を行う。最後に 6 節では、シンハラ語の動詞分類と受身・自発・非意志性の分析を
行い、7 節で考察の結果をまとめる。
以下、まずは先行研究を通し、研究の背景について考察を行う。
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2. 先行研究
2.1 Gunasekara (1891)
Gunasekara（1891）はシンハラ語の動詞を次のような観点から分類している。まず、他動
詞と自動詞の分類として、動作の担い手側から対象側に向けられる動作を表す動詞類を他動
詞、対象へ向かわない動作、感情または状態などを意味する動詞類を自動詞としている。ま
た、一部の他動詞が自動詞として用いられる場合もあれば、一部の自動詞が使役化され、他
動詞として使われる場合もあるとし、他動詞を自動詞化したものとして以下のような例を挙
げている。
例：12 a) mamə wachanayak kata kelemi （他動詞文）
I

word speak(Past. 1Sg)

I spoke a word.
b) mamə nubə gænə kata kelemi （自動詞化した文）
I

you

about speak(Past. 1Sg)

I spoke about you
Gunasekara（1891）は、12a)では他動詞である「話す」が 12b)では自動詞になっていると
述べている。さらに、動詞は態、法、テンス、人称、数などによっても屈折すると指摘して
いる。
その他にも、この研究はいくつかの重要な点を取り上げている。
その一つ目はシンハラ語の受身文の動詞に関する考察である。受身文を作る場合、動詞語
幹+/nu/に「もらう」という意味を表す「labə」が付加されるが、現代シンハラ語では、動詞
語幹＋/tə/に「yodanəwa（to join）」の非意志動詞である「yedenəwa （be joined）」を付加し
た形も使われる。これを受けて Gunasekara（1891）は、本動詞から派生する動詞は、以前は
受身として使われていたが、現在では、その派生形式は非意志的動詞として扱われていると
述べている。つまり、現在のシンハラ語では、動詞の派生形式が受身の意味ではさほど使用
されないということになる。
二つ目に重要な点は、以下の引用文からもわかるように、動詞の派生形式が使われるのは
英語の受身に対応する場合であるというものである。つまり、「受身」は英語の影響でシン
ハラ語に新たに付け加えられたものなのではないかという指摘である。また、英語とシンハ
ラ語は同じインドヨーロッパ語族の言語であるため、同じ祖語から生まれたことが原因で生
じた類似点として、動詞の派生形式が受身の意味で使用されていたが、後に、シンハラ語の
孤立的変化が原因で現在のように非意志性を意味するものになったという推測も可能である。
この件に関する Gunasekara（1891）の指摘を以下に引用する。
involitive forms of active verbs are sometimes employed where the passive voice is used in English
（中略）Such words as /gæsune/(it was stuck);/kæune/(it was eaten);/kerune/(it was cmotted), were
used in olden times for propper passive forms; but in modern Sinhalese they are used as pure
involitives, converying no passive idea…(中略)」
Gunasekara (1891；159§:180)
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三つ目に重要な点としては、Gunasekara(1891)が動詞は意志性に基づいて分類することも可
能だと述べていることが挙げられる。Gunasekara(1891)は、動詞を意志的動詞と非意志的動詞
に分類し、意志的動詞は動作主の意志または活動を表現すると述べている。ここで、非意志
的動詞の定義はしていないが、意志動詞から派生する非意志的動詞を音節数に基づいて分類
し、一音節（One Syllable）、二音節（Two Syllable）及び三音節（Three Syllable）の組に分
けている。
一音節非意志的動詞の場合、母音の/a/,/a:/ は/æ//æ:/に変化し、語末に/we/かあるいは/wei/が
付加される。
例： 意志的

非意志的

kai(eat)

a

kæwe/ kæwei

yai(go)

a

yæwe/yæwei

ga:i(smear)

a:

gæwe/gæwei

二音節非意志的動詞の場合、第一音節の母音が以下のように変化する。
a / a: → æ / æ:
u / u: →

i / i:

o / o: →

e / e:

第二音節の母音は/e/ か/e:/になる。以下はその例である。
意志的

非意志的

adai (cry )

æde: /ædei

duwai(run)

diwe:/ diwei

powai (cause to drink)

pewe: /pewei

ただし、語幹が/i//i://e//e:/の場合は第二音節の母音だけが変化し、第一音節の母音は変化し
ない。
三音節非意志的動詞の場合は、最初の母音と最後の母音が変化する。二つ目の母音は通常
不変である。最初の母音については、/a//u/が/æ//i/に変化する。以下はその例である。
意志的

非意志的

abarai (grind)

æbare: /æbarei

pupurai(burst)

pipire: /pipirei

Gunasekara(1891)は意志・非意志分類の基準になる母音交代規則を以上のように定めたが、
これは本研究の場合とは多少異なっている。Gunasekara(1891)では動詞語幹末の音節を元に 3
種類に分類しているが、本研究においてはすべての意志動詞を非意志動詞から区別する一定の
母音交代規則を提案し、それ以外の規則は例外として取り上げる（以下 3 節参照）。それによ
って、非意志動詞の「形態素」として語幹末母音である「e」を取り出すことができると主張
する。
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2.2 Kumarathunga Munidasa（
（1935、
、2006）
）
Kumarathunga Munidasa（1935）は動詞の持つ「力」を元に、動詞を以下のように二種類に
分けている。
•

目的語を取る力を有する動詞-他動詞
13）puttu pot balati
息子が本を読む
｢読む｣という動詞の対象または目的語は｢本｣である。

•

目的語を取る力がない動詞-自動詞
14）kurullo piyabati
鳥が飛ぶ

｢飛ぶ｣という動詞は目的語を取る力がない。
また、Kumarathunga Munidasa（1935、2006）は文の述語（predicate）について、①主語を持
つ場合と②主語を持たない場合があると述べている。
① 主語を持つ場合
これは a)主格述語と b)対格述語と呼ばれるものである。
a)主格述語 ― 動作の担い手側が主語である。
15）mamə pota
balami
（他動詞）
I(Nom) book (Acc) look (Vol.first person singular.pres)
b)対格述語 ― 目的語を主語にしている述語のことである。
16）matə
akuru
liyæwe
（自動詞）
I(Dat) letters(Acc) write(invol.pres)
② 主語を持たない場合
17）matə
hæde
I(Dat) cry(invol.pres)
18）eyatə
hinayai
she(Dat) laugh go (invol.pres)
この②の動詞類は、主語も目的語も取らない動詞として分類されている。
Kumarathunga Munidasa(1935) 、(2006)の問題点としては、シンハラ語の動詞と「意志性」の
関連性については述べていないということが挙げられる。Kumarathunga Munidasa(1935) 、
(2006)によれば、①主語を持つ場合の b)対格述語と②主語を持たない述語の違いは主語を持つ
かどうかという点にあるが、動詞自体の持つ意志性の有無という観点から考えると、両者共に
非意志的であると言える。また、②主語を持たない動詞文の持つ項が、具体的に何を示してい
るのかについて Kumarathunga Munidasa(1935) 、(2006)では説明されていない。本稿では、
Kumarathunga Munidasa(1935) 、(2006)のいう主語を持たない動詞文における項は、動作の担い
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手または動作に参与するものであり、述語動詞から主になっているものであるということから
主語と見なすべきだと主張したい7。

2.3Gair (1970,1971,1990,1998)
Gair (1970) はシンハラ語の統語論的な記述だが、変形文法を適用した記述を初めて行った研
究である。
Gair（1998）によれば、1970 年頃は英語以外の言語をモデルとした研究は非常に少なかった。
特に、南アジアの言語は一言語たりともモデルとして採用されていなかった。したがって、
Gair によって書かれた、シンハラ語の統語論に関する「Colloquial Sinhalaese Clause Structure」
(1970)は、当時、変形文法によって書かれた最も完全な記述であった。その後、普遍文法理論
が急速に発展し、新しい理論が（例えば、チョムスキーの『統語論の諸相（Aspects of the
theory of Syntax）』など）が次々と導入されたため、Gair (1970) 「Colloquial Sinhalaese Clause
Structure」の内容は「古くなった」が、シンハラ語の統語論に関する研究としては、今でも多
くの研究者に参照されている。
Gair (1970)は、シンハラ語の動詞を語幹末母音による分類と、機能的分類という二つの方法
で分類している。まず、語幹末母音による分類では以下のように動詞を 3 種類に分類している。
1 種(主題の母音（thematic vowel）ə)

balə-nawa ‘look’, allə-nawa ‘touch’

2 種(主題の母音（thematic vowel）i)

adi-nawa ‘draw’, upadi-nawa‘be born’

3 種(主題の母音（thematic vowel）e)

ide-nawa ‘ripen’, igille-nawa ‘fly’

機能による分類でも以下のように 3 種類に分類している。
動作動詞(Active Type) 受身動詞(Passive Type) 使役動詞(Causative Type)
andanawa (cry)

ændenawa (get to cry )

andawanawa (cause to cry)

kapanawa (cut)

kæpenawa (get cut)

kappanawa (cause to cut)

その他に、Gair(1970)は、本研究で意志動詞として扱う動詞類を動作動詞（active verb）とし、
本研究で非意志動詞として扱っている動詞類を非人称動詞（impersonal verb）とする分類も行
っている。動作動詞（active verb）は主語を持ち能動節に現れるものであり、他動詞にも自動
詞にもなれる。その一方、非人称動詞（impersonal verb）または受身動詞は主語を持たない自
動詞であり、①非意志（Involitive）②非動作（Inactive）③受身（Passive）といった三種類の
文に現れる。Gair(1970)は、これらの節の関係は変形規則を用いて記述できるものであり、す
べての非人称動詞節(受身節)は能動節から派生したものであると述べ、以下のような例文をあ
げている。
19 a)（動作動詞；Active）

Lamaya kurullawa marawi
Child(Nom) bird(Acc) kill(Vol.Fut)
The child might kill the bird.

7

例：matə hæde →（私は泣ける）
｢泣ける・涙がくる｣は非意志的に行われる動作ではあるが、｢泣く人｣つまり、動作に参与する人がいる。ここでの動作への
参与者は、一般的な意志的動詞文の主語と異なり、与格を取っている。
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b)（非人称動詞；Impersonal）

Lamaya atiŋ kurullawa marewi
Child (inst) bird(Acc) kill(invol.Fut)
The bird might be killed by the child

(Gair 1970:74)

この分類の問題点は、非人称動詞または受身動詞をすべて自動詞とし、両方とも主語を持た
ないとしていることである。非意志的文に非人称動詞または受身動詞が使われているとすれば、
非意志的文の動詞もすべて自動詞であり主語が持てないということになる。
Giar (1971)でも、シンハラ語の動詞を形態的に 3 種類に分類し、それらを、A 動詞（動作動
詞）、P 動詞（受身動詞）及び、C 動詞（使役動詞）としている。また、その中の P 動詞「受
身動詞」は、非意志的文（Involitive）、非動作的文（Inactive）及び受身文（Passive）という 3
種類の文に現れるとしている。
しかし、Gair (1990)では、非意志的構文は受身文とは異なると述べ、さらに、非意志的文も
主語を持つと言っている。また、以下のような例文を使い、非動作主的文構造の「自動詞化
（Detransitivization）」過程を示している。
20a) lamaya wæli_ kandak hæduwa
Child(Nom) sand_hill(Indef) make(vol.Past)
The child made a sand pile.
b) (sulagen) wæli_kandak hæduna.
(wind.Inst) sand_hill (Indef) make (invol.Past)
A sand pile formed (because of the wind).

(Gair 1990:16)

動詞分類では、「動作動詞」「受身動詞」といった用語が使われているが、以上の文の動詞
の記述をみると、意志・非意志の区別に対応しており、20a)は意志動詞（Volitive）20b)は非意
志的動詞（involitive）になっている。
Gair(1998)は、Gair(1971)の内容の再分析を行っているが、動詞分類に当たっては、依然とし
て、基礎的な動詞類は 3 種類あるとし、それらを、動作動詞(Active verb)、受身動詞（Passive
verb）、使役動詞（Causative verb）としている。他にも様々な動詞類が考えられるとしつつも、
現在の研究目的には不要なため、扱わないとも述べている。また、受身動詞は以下のような三
種類の文、すなわち非意志的文、非動作的文、受身文において使用されるとしている。
非意志的文 [N-dat(N)V]
21 a) matə kiyauna
I(Dat) got spoken(P)
I spoke involuntarily.
b) matə pansala penawa
I(Dat) temple see (P)
I see the temple.
非動作的文[N(acc) V]
22a) minihawa bima wætuna
man(Acc) ground fall (P)
He fell down.
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b) hulagatə gaha wætuna
wind(Dat) tree fell (P)
The tree fell from the wind
受身文[N atiŋ N(acc)V]
23a) miniha atiŋ lamayawə wæteewi.
Man by child (Acc) get dropped-wi(P)
The child might be dropped by that man.
b) Banda atiŋ pol siiyak witara kædenawa
Banda by coconuts (Acc) hundred about get picked (P)
About a hundred coconuts can be picked up by Banda.
Gair によるシンハラ語の動詞分類では、動詞類が三つある。その中で、まず、動作動詞と使
役動詞の記述に関してはその正当性を認めることができる。ただし、受身動詞として分類して
いる種類にはいくつかの問題があるといえる。まず、シンハラ語では、口語においても文章語
においても、受身の使用頻度は極めて低い（詳細は第 4 章において述べる）。にもかかわらず、
動作動詞から派生した動詞を「受身動詞」として呼ぶのは適切であろうか。また、現代シンハ
ラ語を見ると、受身の意味を表す補助動詞「lada」、「laba」が頻繁に使用される。このこと
から、動作動詞から派生した動詞のもともとの重要な役割は受身文で使うことではなかったの
ではないかという疑問も生じる。どちらにせよ、現代シンハラ語の受身の使用頻度が非常に少
ないのに、あえて「受身動詞」と呼ぶ必要があるのかという疑問が残る。
Gair(1970)では、「非意志的動詞」という名称も使用しているが、同じ形態をある時は受身、
またある時は非意志と(23 ページ)示していることから、動作動詞と使役動詞以外の動詞が受身
動詞なのか非意志的動詞なのかはっきりしないという問題もある。筆者は、「受身動詞」とい
う「呼び方」もしくは「分類」は現代シンハラ語の動詞分類に当たって適切ではないと考える
立場をとる。このことについては第 4 章で示す。
また、Gair(1998)で、受身文として取り上げられている上記の例文 22)では、動作主が
「atiŋ」句と組み合わさっているが、「atiŋ」句が付加された場合、受身文ではなく非意志的文
になると本論文では考える。このことについては、以下の 4 節で詳細に示す。さらに、22b)に
関しては、シンハラ語母語話者にとっては不自然に感じられる文だということも指摘できる。
母語話者は 22b)のような場合、通常能動文を選ぶ。
24) Banda pol siiyak witara kadanawa
Banda (Nom) coconuts (Acc) hundred about pick (Pres)
Banda pickes up about a hundred coconuts.
あるいは、受身文の非主語を表わす「wisin」助詞の使用が一般的である。
25) Banda wisin pol siiyak witara kædenawa
Banda by coconuts (Acc) hundred about get picked (P)
About a hundred coconuts can be picked up by Banda.
例文 22b)がシンハラ母語話者に違和感を与える理由としては、文中の行為が誰かに被害また
はマイナスの影響を及ぼすものではないにも関わらず、名詞「atiŋ」句に非意志的動詞が使用
されているためだと考えられる。
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最後の問題としては、Gair (1990)は、非意志的構文と受身(非人称動詞文)は異なると述べて
いるものの、はっきりした根拠を示していないことが挙げられよう。

2.4 Gunasinghe and Kess（
（1989）
Gunasinghe and Kess（1989）は、意志動詞は第１グループ、非意志動詞は第２グループ、使
役動詞は第３グループというように動詞を三種類に分類している。第１グループと第３グルー
プに含まれる動詞のすべてが意志動詞であり、これらは他動詞にも自動詞にもなれる。また、
3 グループの使役動詞は他動詞があるが、第２グループに属する非意志動詞はすべてが自動詞
であるとされている。
つまり、非意志動詞のすべてを、目的語を持てない自動詞として扱っているということにな
る。

2.5 Thissa Jayawardhane (2000)
Jayawardhane (2000)は、シンハラ語において自動詞・他動詞を類別するための形態的特徴は
なく、その区別は統語的な特徴を考えることによってはじめてできると述べている。
Jayawardhane (2000)は、動詞をまず、１. one place verb (ひとつの名詞しかとらない動詞) 、２.
two place verb (二つの名詞を取る動詞)に類別して、以下のような例を挙げている。
１. one place verb
vætenawa,kædenawa,mærenawa
(おちる、壊れる、死ぬ)
26）

２. two place verb
balanawa,makanawa,rakinawa
（見る、消す、守る）

gedi gahen bimatə vætenawa (実が木から床に落ちる)
Fruits(Nom) tree (Loc) earth(Dat) fall (invol.Pres)
Fruits fall down from the tree.

ここには名詞が三つあるが、｢木｣と｢床｣という名詞が存在しなくても、すなわち｢実が落ちる｣
だけでも十分意味的に容認できる文である。しかし、「実」を省略することはできない。つま
り、「落ちる」という動詞は一つの名詞〈主語〉を持つ動詞、one place verb または自動詞であ
る。
27)

lamai pattarə balanawa （学生が新聞を読む）
Child(Pl) news papers (Pl) look (Invol.Pres)
Children read news papers.

この例文に見られる動詞は、必ず、｢誰が｣｢何を｣するかを問題にしており、名詞を二つ取っ
ている。一つは主語(lamai)であり、一つは目的語(pattarə)である。このように主語と目的語の
両方を取る動詞を two place verb または他動詞だという。
つまり、文が成り立つときに、主題(Topic) を表す主格名詞しか存在しなければ、そのよう
な文の動詞は one place verb または自動詞であり、主題に主格名詞があり、評言(Comment)にも
さらに名詞があれば、そのような動詞は他動詞または two place verb であると述べている。
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しかし、筆者は、シンハラ語における動詞を one place verb、two place verb に分類するだけ
では、その特徴を導き出すことはできないと考える。本稿でも、one place verb と two place
verb の区別を否定はしないが、その区別は統語的に存在するだけであって、それ以外に、形態
的及び意味的により具体的な区別が可能だと主張したい。

2.6 J.B.Dissanayake (2001)
Dissanayake (2001)はさまざまな観点から動詞の分類を行っており、他動詞と自動詞の区別に
ついて上述の先行研究の多くと基本的に同じ立場をとる。しかし、動詞を、語幹を元に四種類
に分類している点が特徴的である。
①語幹 a（｢ア｣という母音で終わる語幹を持つ動詞のこと 例：bala →a→ balanawa,見る）
②語幹 i（｢イ｣という母音で終わる語幹を持つ動詞のこと 例：wandi→i→wandinawa 拝む）
③語幹 e（｢エ｣という母音で終わる語幹を持つ動詞のこと 例：sinase→e→sinasenawa 笑う）
④その他の語幹 (｢ka｣｢e｣｢ga｣｢na｣｢de｣などの一モーラの動詞 例：ka→ka→kanawa,食べる）
Dissanayake (2001)は、｢語幹 a｣｢語幹 i｣｢その他の語幹｣に属する動詞は他動詞であり、｢語幹
e｣のグループに属する語はすべて目的語を取らない動詞(自動詞)であると述べている。さらに、
｢語幹 e｣に含まれる動詞は他動詞にならないが、｢語幹 a｣｢語幹 i｣｢その他の語幹｣のグループに
は自動詞になり得ると述べている。
Dissanayaka による分類では、自動詞に二種類あるとされ、それらは、｢目的語がない動詞
nishkarmə kriya｣と「目的語を取る力がない動詞 akarmakə kriya｣とされている。これらの用語は
意味的にはさほど変わらない。つまり、「目的語がない動詞」と呼んでも、「目的語を取る力
がない動詞」と呼んでも、結局のところは、同じ意味を指しているということになる。さらに、
｢目的語がない動詞｣が１.受身文、２.非意志的文、３.自動詞文の述語になると述べている。
本研究が非意志動詞として扱っている動詞類を、Dissanayake (2001)では「目的語がない動
詞｣nishkarmə kriya と呼んでいる。つまり、非意志的文に使われるのが｢目的語がない動詞｣と
いうことである。ここでも他動詞の作る非意志的文が無視されているといえる。

2.7 Deepthi Kumara Henadeerage(2002)
Henadeerage(2002)は、動詞を 他動詞（transitive）と逆使役動詞（decausative）に分類してい
る。ここで逆使役動詞とされているものには、本研究が非意志動詞としている「動作主の非意
志性を含意する動詞」も「自発を表す動詞」もすべて含まれている。
また、非意志動詞には他動詞も自動詞もあるため、自他動詞の区別と意志・非意志の区別の
間に関連性はないとしている。本研究でも、「非意志的動詞は自動詞にも他動詞にもなれる」
と考える。これにより、従来の研究で無視されてきた、もしくは誤って解釈されてきた「非意
志的動詞」と「他動詞」の関連性を明らかにすることができる。しかし、自他動詞の分類と意
志・非意志動詞の分類は互いに関連していないという点には賛成できない。つまり、本研究で
は、シンハラ語の動詞は一度に一つ以上の機能を持つといった特性があり、そのため、自他分
類と意志・非意志分類は互いに関連していると考えられる。この点については第 3 節で詳細に
述べる。
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また、Henadeera (2002)は、動詞の意志・非意志の区別は形態的なものではないと述べてい
る。その理由として以下の二点を挙げている。
１.

２.

意志動詞に対応する非意志動詞、あるいは、非意志動詞に対応する意志動詞が存在し
ない場合、存在する動詞（意志動詞か非意志動詞）が意志的文・非意志的文の両者に
現れる。
対応する意志動詞がある場合でも、非意志動詞が命令形で使われることがある。

Henadeera (2002)が根拠としているのは以上の二点の中でも特に 2 つ目である。その例として
以下の文をあげている。
28 a) Oyaa, oya boruwələtə ræwətenna epaa.
(2Nom) that lie. (Pl-Dat) cheat.(invol.inf) do_not
You don’t be deceived with those lies.
b) oyaa eyaa-gen gæləwennə Lora
(2Nom 2Sg-Inst escape.Invl.inf, Lora
Lora, you escape from him.
c)Liiye ellenna epa
Wood.Loc hang Invl..inf do_not
Don’t hang on the wood.
d) Nikam mærennə hamudawata bædenna epaa.
For_no_ reason kill Invol. Inf army tie. Invol. Inf do_not
It’s not worth it, Don’t join the army and die.
Henadeera によると、28)a の「ræwətenwa (be deceived)」には二つの意味がある。何も知らな
いで非意志的に「だまされる」ことと、意志的にだまされそうな場面を避けることである。
28)b, c, d も同様に記述できるとしている。ただし、28)b, c, d について具体的な記述はない。
筆者はこの捉え方には賛成しない。まず、28) a , b, c, d のようないくつかの特例が認められ
るにしても、シンハラ語のほぼすべての動詞が形態的に意志･非意志に分類できることは事実
である。それは、上の例文の動詞の場合にも当てはまる。このことは、28) a , b, c, d それぞれ
に動作主または動作に参与するものを付け加え、非意志性を意味する「格助詞」を付加すれば、
すべてが、問題なく非意志的文になることから証明できる。
29a) mawə eyage boruwaləta rawətuna
I(Acc) he(Gen) lie(Pl-Dat) deceive (Invol-Past)
I was inadvertently deceived by his lies.
b) mage atiŋ ekə gælauna
I (Gen)atiŋ that break (invol-past)
I broke/depart it inadvertently.
c) mage atiŋ ekə elluna
I(Gen)atiŋ that hanged(invol -past)
I hanged it bymistake/inadvertently.
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d) mage atiŋ maluwawə mæruna
I(Gen)atiŋ fish(Acc) die(invol-past)
I killed the fish by mistake.
ここからわかるのは、以上のような動詞のほぼすべてが、意志的文に使われるだけではなく、
非意志的文にも使われるという点である。つまり、以上のような幾つかの非意志的動詞は、意
志的文でも非意志的文でも同じように使用されるのである。しかし、このような動詞は数が非
常に少ないため、このような特例を元に、シンハラ語の動詞を意志・非意志に分類できないと
判断するのはふさわしくないと考えられる。 この点については、以下 4 節で詳細に述べる。

2.8 Carmen Jany（
（2006）
）
Carmen Jany(2006)は、シンハラ口語における格表示と（S）主語、（A）他動詞主語、（O）
目的語の間の関連性について研究している。この研究では、シンハラ語における格表示の概念
を理解するには有生性と意志性が基本となると述べられている。
さらに、Carmen(2006)は、シンハラ語における意味的な意志・非意志の区別は形態的な派生
のみによるのではないと述べている。つまり、異なる動詞が意志・非意志の区別を表している
場合があるということである。また、すべての動詞に意志・非意志の区別があるわけではない。
「dænenawa(感じる)」のような動詞には両者の対応が見られないと述べている。
ここでまず、格表示と有生性および意志性を動詞分類の基準とするという主張には賛成でき
る。ただし、意志と非意志の区別について、すべての動詞で形態的に派生するのではなく、異
なる動詞が意志・非意志の区別をしている場合があるとしている点については疑問が残る。こ
こでは、「dakinawa（偶然見かけた）」が非意志動詞「pe:nawa（見える）」に対応する意志
動詞として挙げられている（p.69、Table2）。しかし、実際にはその両方ともが非意志動詞で
あると筆者は考える。さらに、この研究では、「gæhenawa（震える）」を「gahanawa（殴
る）」という動詞の非意志的な形式として挙げているが、「gahanawa」は強い意志動詞であり、
それに対応する非意志的な意味を表す形式は存在しない。すべての意志動詞に、対応する非意
志動詞形式が存在するわけではないし、自発を表すすべての動詞に、対応する他動詞が存在す
るわけでもない。つまり、対応する非意志動詞がない意志動詞、及び対応する他動詞がない自
発を表す動詞があるということである。これについては、4 節で詳細に述べる。
以上に取り上げた先行研究のほぼすべてにおいて、シンハラ語の自他動詞及び意志・非意
志の関連性が無視されている。シンハラ語の動詞を形態的に「動作動詞」「受身動詞」及び
「使役動詞」の３種類に分類している研究者が多いことは以上に示した。Caotes(1972)によれ
ば、このような動詞分類はサンスクリット語にも見られる。この 3 種類の中で、「使役動
詞」は形態的に明らかに区別できるものであり、これについては筆者も認める。ただし、
「動作動詞」と「受身動詞」の区別については、以上に示したように賛成できない。シンハ
ラ語の動詞は形態的に自動詞と他動詞に分類することはできない。また、本動詞から派生す
る動詞は「受身動詞」として捉えられているが、「受身動詞」の用法は非常に複雑なもので
あり、「受身」の意味で使われるとは単純に言い切れない。さらに、上述したように、シン
ハラ語では、「受身」の使用頻度が極端に低く、その使用は限定されたものでもある。この
ことを踏まえると、本動詞とその派生形式を「動作動詞」と「受身動詞」に分類するのは、
無意味なことだと考える。
以上の点を踏まえ、以下 3 節では本研究で提案する動詞分類を示す。
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３. 提案する
提案する動詞分類
する動詞分類
3.1 動詞分類
前節で見たように、先行研究では、シンハラ語の動詞を様々な観点から分類している。形態
的に分類したものも、機能的に分類したものもある。しかし、「自他」分類及び「意志・非意
志」の分類が一定の関連を持つことを指摘した詳細な動詞分類は筆者が知る限り、今まで行わ
れていない。なぜ自他及び意志･非意志の関連性を示すことが重要なのかといえば、それによ
り、シンハラ語特有の「非意志的他動詞」、「対格主語を持つ非意志的自動詞」などの動詞類
の存在が明らかになるからである。また、本研究で主張したいもう一つの点は、シンハラ語の
動詞は一度に複数の機能を持っており、単純に、自動詞と他動詞または意志動詞と非意志動詞
に分類することは不可能であることである。例えば、「他動詞」であり、同時に「意志動詞」
である動詞もあれば、「他動詞」でありながら、「非意志動詞」になる場合もある。また、同
様に、同じ動詞が「自動詞」でありながら「非意志性」を表わす場合もあれば、「意志性」を
表す場合もある。また、同じ動詞が使役・起動交替の分類に当てはまることもある。すると、
他動詞でありながら、同時に使役、さらに、意志といった機能を持つことになる。または、自
動詞でありながら、意志、起動や自発として機能することにもなる。このように、一つの動詞
は、一度に少なくとも、二つの機能を持っているため、それぞれの関連性を無視した分類は有
意義なものではない。そこで、本研究では、シンハラ語の動詞を分類する際、それらの機能の
関連性や動詞の働きをも考察し、以下のように動詞分類することを提案する。
まず、シンハラ語の動詞の特性を導き出す際、その動詞が含まれる文構造の中で、動作を引
き起こす側、すなわち主語あるいは動作主として現れる名詞の有生性が重要な役割を果たす。
有生性を持つ名詞を主語あるいは動作主とする文に現れる動詞を有対動詞、その逆を無対動詞
と呼ぶ。動作主が有生名詞である多くの場合、「意志性」という特性が現れる。つまり、動作
主の意志が原因で引き起こされた行為は「意志動詞」であり、動作主の意志に反して、あるい
は意志なしに引き起こされた行為は「非意志動詞」に分類できる。主語が無生名詞の場合は、
自発的あるいは自然な出来事という特性から、自発として扱うことにする。Henadeerage
（2002）によれば、そのような動詞の場合、「動作」というよりも「出来事」として捉えられ
る場合が多い。ただし、一部の有対動詞が自発的性質を示す場合もある。
また、本論文で提案する動詞分類では、目的語の有無により、自動詞か他動詞かを決定する。
口語では、文脈により、目的語の省略が可能な場合もあり得るが、この場合も基本的には、目
的語が意味的に存在すると考える。目的語の有無は、文の意味と関わってくるだけでなく、意
志性を元に動詞を分類する時にも重要なポイントとなる。
さらに、非意志的自動詞の場合、主語に現れる格を元に二種類に分類できると考える。主語
が対格で現れる場合の非意志的自動詞と主語が与格で現れる場合の非意志的自動詞である。
よって、シンハラ語の動詞は、意志的他動詞、意志的自動詞、非意志的他動詞、非意志的自
動詞及び自発に分類できる。
以上の点を以下のような図 3 で表すことができる。
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図 3 シンハラ語
シンハラ語の動詞分類

この動詞分類において最も重要な点は、すべての動詞ではないが、（何らかの形で人間と関
わりうる）ほとんどの動詞が形態的に規則的対応を示すということである。それは、以下に示
すように、意志性の有無に関する区別である。
シンハラ語口語では、意志性という概念が頻繁に使用され、意志性をもとに形態的に分類
すれば、意志動詞と非意志動詞といった二種類が現れる。基本的にこの分類は動詞語幹の母
音交替をその特徴とする。その母音交替は語幹初頭にも語幹末にも起こる。以下の表は、他
動詞あるいは自動詞である意志・非意志動詞で語幹初頭及び語幹末に起こる母音交替を示す
ものである。Gunasekara(1891)でもシンハラ語の動詞が意志動詞と非意志動詞に分類できるこ
とが示されている。さらに、2.1 で示したように三種の母音交替も上げられている。しかし、
その分類では意志･非意志の区別を表す動詞には３種類あるとされ、多少複雑なものになっ
ているため、ここでは、そのように分類せずに、多くの動詞に当てはまる一定の母音交替規
則が現れることを示したい。そのように定められた規則に当てはまらない動詞があれば、そ
れらは特例として扱う。
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3.2 意志動詞･
意志動詞･非意志動詞の
非意志動詞の形態的分類
3.2.1 意志・
意志・非意志対応と
非意志対応と母音交替
母音交替（他動詞の
他動詞の場合）
場合）
本節では意志動詞・非意志動詞の形態的分類について具体的に検討する。まず、始めに、指
摘しておきたいことは、非意志的動詞が常に前母音/e/で終わることである。これは以下の表に
も現れている。これに対し、意志的動詞語幹が前母音/e/で終わることはほぼない。ゆえに、前
母音 は非意志動詞語幹末の形態素とみなすことができる。

（表 10）
）
日本語訳

意志的動詞

意志動詞語幹8

非意志的動詞

非意志動詞語幹 語幹初

語幹末

食べる

kanawa

ka-

kæwenawa

kæwe-

a→æ

a→ e

洗う

ho:danawa

ho:da-

he:denawa

he:de-

o:→ e:

a→ e

引く

Adinawa

adi-

ædenawa

æde-

a→æ

i →e

破く

iranawa

ira-

irenawa

ire-

i→ i

a→e

では具体的に例文を見てみよう。
例 30a) mamə
I(Nom)

bat

kanawa

rice eat (vol.Pre.)

I eat rice
b) matə mas kæwenawa
I(Dat) meat eat(invol.Pre. )
I ate meat inadvertantly
c) mage atiŋ o:ka kæwenawa
I(Gen) hand(Instr) that eat (invol.Fut.)
I will eat that unknowingly
30a)の述語には他動詞、つまり目的語を取る意志動詞が用いられており、その意志動詞に対
応する非意志動詞は 30b)及び 30c)で用いられている。意志動詞の場合はもちろん、非意志動
詞の場合も、目的語はそのまま保たれている。つまり、他動詞意志動詞に対応する非意志動詞
も他動詞であるということである。
語幹母音を見ると、30a)の意志動詞語幹が後母音の/a/ になっているのに対し、30b)、30c)の
非意志動詞語幹は前母音の/æ/と/e/からなっている。格については、30a)では、主語、目的語が
格をとっていないのに対し、30b)は主語すなわち動作主が与格を取っており、30c)では属格と
具格の組み合わせで主語すなわち動作主が示されている。30a)では、動作主が意志的に行為を
引き起こしているのに対し、30b)及び 30c)での行為は、動作主の意志に反して、あるいは意志

8

動詞語幹とは現在時制を表す nawa と過去時制を表す una の前の部分を指す。
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なしに引き起こされたものである。すべての動詞ではないが、一部の他動詞はこのように与格
と具格の格が交替できる。意味的には、30b)と 30c)は同じく非意志的な行為を意味しているが、
30b)のように与格を用いる場合より、30c)の属格、具格の組み合わせの方が、動作主の反省や
非意志性の度合いが高いと判断できる。動作主の反省や非意志性の度合いについては第 6 章で
詳細に扱うことにする。
以上のように、30a)は意志的他動詞の例として、30b)と 30c)は非意志的他動詞の例として挙
げられる。

3.2.2 意志・
意志・非意志対応と
非意志対応と母音交替(自動詞
母音交替 自動詞の
自動詞の場合)
場合
以下の（表 11）は自動詞の意志・非意志対応に起こる母音交替を示す表である。規則的には、
他動詞の場合と変わらない。
（表 11）
）
日本語訳

意志的動詞

意志動詞語幹

非意志的動詞

非意志動詞語幹

語幹初

語幹末

泣く

adanawa

ada

ædenawa

æde

a→æ

a→e

走る

duwanawa

duwa

diwenawa

diwe

u→i

a→e

歩く

ævidinawa

ævidi

æviddenawa

ævidde

æ→æ

i→e

踊る

natanawa

nata

nætenawa

nætawe

a→æ

a→e

自動詞の場合、主語が取る格を元にさらに二種類に分類できる。それらを、与格主語を持つ非
意志的自動詞と対格主語を持つ非意志的自動詞と名づける。以下で詳細に記述する。

3.2.2.1 与格主語を
与格主語を持つ非意志的自動詞
与格主語を持つ非意志的自動詞と意志的自動詞は以下のように区別できる。
例 31a) mamə adanawa
I(Nom) cry(vol.Pre.)
I am crying
b) matə

ædenawa

I(Dat) cry(invol. Pre.)
I will cry unknowingly
31a)、31b)共に、述語に自動詞、つまり目的語を取らない動詞が用いられている。31a)は意
志動詞で、語幹が後母音であるのに対し、31b)は非意志動詞で、語幹が前母音の/æ/、/e/からな
っている。31a)の意志動詞の場合、動作主が泣くという行為に何らかの理由があり、意志的に
引き起こされるものということが含意されている。また、31a)は格変化を伴わないが、31b)の
非意志動詞は、動作主が意志的に泣きたいとは思っていなくても、「泣く」という行為を引き
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起こしてしまうということを含意していて、主語が与格を取っている。動詞の意味的な分類を
元にした考察は第 6 章で詳細に扱う。

3.2.2.2 対格主語を
対格主語を持つ非意志的自動詞
自動詞の中で、対格主語を持つ非意志的自動詞の機能はシンハラ語独特のものであるといっ
てもいいだろう。動詞は形態的に非意志的形式で現れるが、機能的には、自動詞の役割も果た
す。この種類の文は厳密に分析すれば、さらに二種類に分けられる。１は非意志的自発であり、
2 は非意志的行為である。

3.2.2.2.1 対格主語を
対格主語を持つ非意志的自発
主語あるいは対格を持つ名詞句は有生名詞であり、多くの場合は、望ましくない出来事、行
為を受けることになることが特徴である。また、動作主的性質がない主語しか存在せず、文の
表す事態が自発的に起きるものであり、主語の立場から好ましくない出来事の対象になってい
るため、非意志的ともいえる。以下はその例である。

32) mawə wætuna
I (Acc) fall (invol.past)
I fell down inadvertently
主語の私は対格で現れ、「私」が転ぶという出来事に直面することを意味している。これは
主語の立場からは好ましくない出来事であり、その気持ちが文中に含意されている。この場合、
動詞の形以外に、主語が取っている格も文の意味に大きく影響を与えるといえる。ここで、主
語が対格の代わりに、主格で現れる場合を考えてみよう。
33)？？ mamə wætuna
I (Nom) fall (invol.past)
I fell down inadvertently
主格が用いられると、この文は容認できなくなる。これは動詞の形と主語の格が一致しない
からだと考えられる。
また、同じ自動詞という種類に属する 33）の文とは異なり、対格の代わりに、与格で置き
換えることもできない。
34) ？？matə wætuna
I (Dat) fall (invol.past)
I fell down inadvertently
この場合は、動詞の形ではなく、語彙的な意味と主語の格が一致しなくなるという理由で容
認できないのだと考えられる。
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つまり、この種類の文は対格主語を持ち、動詞の形は非意志的である。これらの文は従来、
「動作主を欠く文」と呼ばれているが、Henadeera（2002）は、「逆使役」として扱っている。
本研究では、これらの文は、非意志性と関連しているものとみなしている。その理由は対格主
語を持つ文の主語は、人間に限られ、かつ、その行為、動作、出来事に関する反省や好ましく
ない気持ちなどを表現できるからである。これは、無生名詞主語を持つ自発文と区別するポイ
ントとしても挙げられる。例えば、以下のような無生名詞主語を持つ文には、反省などの非意
志性と関わる要素は現れない。
35）vas eka wætuna
Vase one(indf ) fall (invol.past)
The vase fell down voluntarily
このように、対格主語を持つ非意志的自発文は動作主が存在しないことから自発的であり、主
語の好ましくないという気持ちを表すから非意志的と言えるので、「非意志的自発」として分
類できる。

3.2.2.2.2. 対格主語を
対格主語を持つ非意志的行為
対格主語を持つ非意志的行為を表す文の場合も主語は人間である。そして、主語の立場から
好ましくないことが起きたという意味を含意する。対格主語を持つ非意志的行為文が以上で示
した対格主語を持つ自発文と異なる点は、主語の参与である。以下の文を参照してほしい。

36）e sinduwa æhenə kota meyawə nætəwenəwa
That song listen when this person(Acc) dance (invol.present)
She dances inadvertently when she listen this song
例 36）で見たように、主語は対格で現れているが、「踊る」という行為に主語の彼女が参
与している。逆にいうと、「踊る」という行為は主語の「meyawə この人」自身の参与が無け
れば起こらない。主語以外に別の動作主は存在せず、主語が動作に参与しているため自発とは
いえない。しかし、意志的に踊るのではなく、「非意志的に、知らずに、つい踊ってしまう」
のである。そのため、主格で現れることができない。動詞の語彙的意味と一致しないため、与
格で現れることもできない。以下はその例である。

37) ？？meyatə nætəwenəwa
this person(Dat) dance (invol.present)
She dances inadvertently
このように、対格主語を持ち非意志的行為を表す文は、主語の立場からは好ましくないことで
はあるが、自ら参加して引き起こすことになる行為を表しているため、「非意志的行為」とし
て分類できる。
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3.3 自発
機能的に見て、無生名詞主語が自発的に動くことを含意する動詞は、自発を表す動詞として
扱うことにする。自発的出来事を検討すると、さらに二種類に分けられる。他動詞対応がある
ものと、他動詞対応がまったくないものである。他動詞対応がある場合の多くは 3.2.1 で意
志・非意志対応として示したものと同じような母音交替を持つことになる。何らかの形で動作
主を含意する場合、意志･非意志の対応になるのに対して、動作主の含意がまったくなく、主
語が自発的に動くことを示す場合は「自発」と呼ぶ。

（表 12）
）
日本語訳

他動詞

語幹

自発的自動詞

語幹

語幹初

語幹末

開ける/開く

arinawa

ari-

ærenawa

ære-

a→æ

i→e

閉める/閉まる

wahanawa

waha-

wæhenawa

wæhe-

a→æ

a→e

割る/割れる

bidinawa

bidi-

bidenawa

bide-

i→i

i→e

殺す/死ぬ

maranawa

mara-

mærenawa

mære-

a→æ

a→e

例 38a) mamə dora
I(Nom)

door

arinawa
open(vol.Pre.)

I open the door
b) mage atiŋ dora æruna
I（Gen）hand(Instr) door open(invol.past)
I opened the door inadvertantly
c) dora æruna
door open(invol.past)
The door opened (by it self)
38a)は意志的行為であり、意志的動詞が用いられている。38b)と 38c)は同じ形の動詞を用いて
いるが、38b)には動作主の含意があるため、非意志的な意味、38c)には動作主の含意がなく、さ
らに、機能的には「自発的に（voluntary/spontaneous）起きる出来事」を意味するため、自発と
命名する。
自発を表す動詞の場合、対応する他動詞を持つ動詞がある一方で、他動詞対応がない動詞もあ
る。他動詞対応がある場合は、3.2.1 の母音交替規則と一致するが、対応がない場合は、語幹初
頭も語幹末も前母音と後母音の両方からなる。以下はその例を示す表である。
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（表 13）
）
日本語訳

自然現象の
自然現象の自発

語幹

語幹初

語幹末

咲く

pipenawa

pipe

i

e

散る

parawenawa

parawe

a

e

降る

wahinawa

wahi

a

i

吹く

hamanawa

hama

a

a

（雷）なる

gorawanawa

gorawa

o

a

このように、シンハラ語の動詞は形態的に意志的動詞と非意志的動詞という 2 種類に分類で
きる。その他にも、機能的にさらに 5 種類の分類ができる。
①意志的他動詞
②非意志的他動詞
③意志的自動詞
④非意志的自動詞
⑤（自動詞であり）自発

これらの 5 種類は 他動性と意志性また自発性といった 3 つの機能が組み合わさったもので
ある。このように、（動詞分類に当たって）一つの動詞は二つ以上の機能を持つことになり、
単純に、ある一つの機能のみによって分類することはできないと考えられる。
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4. 意志･
意志･非意志の
非意志の区別が
区別が判断しがたい
判断しがたい動詞
しがたい動詞
3.1 では、動詞をまず、有生性を元に「有対動詞」と「無対動詞」に分類し、「有対動詞」
は志動詞と非意志動詞に分類できることを示した。基本的に、意志動詞は意志性、非意志動詞
は非意志性を表す。
しかし、2.7 でも取り上げたように、非意志的動詞が有生名詞主語を持ちながら、自発的また
は意志的に働くように見える場合もある。この種類の動詞を根拠に、「非意志的動詞が意志的
な意味も表わす」という点で、シンハラ語の動詞は意志・非意志に分類できないという指摘も
されている（Henadeera2002）。しかし、このような例はさほど多くあるものではない。その
ため、本稿では、仮にいくつかの非意志的動詞が意志性を表したとしても、シンハラ語が意
志・非意志分類を形態的に表すことができるということは否定できないと考える。また、この
ような現象の他に、別の原因で、非意志的動詞が意志的文に現れるという現象もあると考えら
れる。例えば、
１． 実際には目的語であるのに、対格を示す「wa」が脱落した結果、主語として解釈され、
さらに、主語の意志的行為に見せかけられた場合である。
２． 本動詞のプロトタイプ的意味ではなく、あえて、比ゆ的に使用された場合である。
まず、前者の場合、動詞の項は一つである。その項の現れ方により、目的語と主語が混乱す
る場合がある。（シンハラ語は、主語、目的語の格が必須ではないため、文脈から、当該の名
詞が主語を表すのか、目的語を表すのかを判断することが多い）。以下の例を参照してほしい。
39a)では名詞に格が表示されておらず、39b)では名詞は対格で現れている。動詞は両者とも非
意志的動詞である。
39a) eya wahanetə hæppuna
He(Nom) vehicle(Dat) bump(invol-past)
He had a car accident.

b) eyawə wahanetə hæppuna
He(Acc) vehicle(Dat) bump(invol-past)
He had a car accident.
両者は意味的にまったく同じことを伝えており、また、39a)の名詞句は主格で現れているよ
うに見える。しかし、実際には、あるべき対格が脱落しただけであり、主格で現れているわけ
ではなく、意志的行為を表しているわけでもない。このような文が成り立つ理由として考えら
れるのは音声学の問題、すなわち、発音に求められるであろう。以上のような現象がおきるた
め、非意志的動詞が意志的な文で、意志性を表しているという誤解を招くこともある。しかし、
以上のような文は意志的文ではない、そのような文で表される意味は「意志性」ではなく、あ
くまでも「非意志性」である。
二つ目の点については、2.7 で例として挙げらた動詞を元に考察する。
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a. Oyaa, oya boruwələtə ræwətenna epaa.
2Nom that lie. Pl-Dat cheat.invol.inf do_not
You don’t be deceived with those lies.
b. oyaa eyaa-gen gæləwennə Lora
2Nom 2Sg-Inst escape.Invl.inf, Lora
Lora, you escape from him.
c. Liiye ellenna epa
Wood.Loc hang Invl..inf do_not
Don’t hang on the wood.
d. Nikam mærennə hamudawata bædenna epaa.
For_no_ reason kill Invol. Inf army tie. Invol. Inf do_not
It’s not worth it, Don’t join the army and die.
(再掲)

以上の a, b, c, d のような文は、シンハラ語の一部の動詞の持つ語彙的意味の多様性が原因で
成立可能になると考えられる。例えば、「gælawenawa」は、はずれる、わかれる、取れる、
離れるなど、異なる意味を表す。この場合、少なくとも、物を表す名詞であれば「外れる」、
人の場合であれば「分かれる」と区別できる。しかし、gælawenawa を含め、シンハラ語の一
部の動詞は、物にも人にも同じ語彙が使用される。例えば、「gælawenawa （はずれる）」、
「bædenawa（ものに何かが強くつく、人が何らかの団体･機関などに登録する･入る）」とい
う動詞は、複数の異なる意味を表すことができる。このように、語彙的意味の多様性のせいで、
動詞の振る舞いが複雑になっている場合があるが、基本的には、本動詞とその派生形式には、
そもそもの意味、つまりプロトタイプ的意味がある。基本的な意味以外の意味は比ゆ的な意味
であり、その使用が広まったことで、幾つかの意味を持つようになったと考えられる。例えば、
「gælawenawa」のプロトタイプ的意味は「物が外れること」であり、「bædenawa」の場合
「物にいらない他のものがつくこと（カビが生える）」である。このように考えると、
Henadeera（2002）の「意志的動詞でありながら非意志的動詞として使われる」という主張は
否定せざるを得ない。つまり、以上のような動詞の意志・非意志対応が見られるのはプロトタ
イプ的意味を表す場合に限られ、意志・非意志対応が見られないのは比ゆ的な意味で使われて
いる場合なのである。例えば「gælawanawa―galawanawa」は、「物が外れる」という意味を
表す場合は意志･非意志対応があるが、「人が人から分かれる」場合は対応する意志動詞
「galawanawa」がない。つまり、その意味での非意志動詞には対応する意志動詞がない。
また、以上の動詞が使われている例文を検討すると、話者が動作の担い手または参与者の動
作の「非意志性」を無視して、「epa (don’t)」を使っている場合もあると考えられる。例えば、
「ræwatenawa－だまされる」という動詞で表される行為は通常非意志的な出来事である。それ
なのに「ræwatenna epa」というのは、話者の命令というよりも、話者の「望み」また「思い」
を伝えていると考えられる。また、「mærenna epa-死なないで」「wænenna epa－迷わないで」
なども同じように考えられる。このように、動作に参与するもの、または動作主自身が自分で
コントロールできない行為または出来事に対して「epa」が付け加えられた場合、この「epa」
は、否定命令を示すものではないと考えられる。
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以上に示したように、一部の動詞は、プロトタイプ的意味だけではなく、比ゆ的に拡大した
意味でも使われる。これは、もともと「物の動き」を意味する動詞だったものが、似たような
動作を表わす人の場合にも使用されるようになったということである。このような場合、通常
「人の動き」を表す別の動詞がある。また、このような動詞の場合、非意志動詞に対応する意
志動詞は存在しない。しかし、同じ動詞がプロトタイプ的意味で使用される場合、対応する意
志動詞がある。
Carmen (2006)は、ある動詞に対応する動詞が形式的に非意志的でありながら、必ずしも非意
志的な意味を表さない場合があると述べている。それは、上のような場合を誤って解釈してい
るためだと考えられる。シンハラ語の動詞の分類は非常に複雑なものではあるが、以上のよう
な特例を根拠に、シンハラ語の動詞は意志・非意志の区別を形態的に表すことができないと捉
えるのは正しくない。本研究では、意志・非意志は形態的に区別可能であると主張する。そし
て、非意志的形態を持つ動詞には、非意志性以外にも作用があると主張する。その一つは自発
である。非意志的動詞に動作主が認められる場合は非意志的な意味を表し、動作主が認められ
ない場合は自発として扱う必要があると考える。つまり、同じ形態を持ちながら、二つの機能
を持っているということになる。以下では動詞の派生形式に関する分析を通し、非意志的動詞
文をより具体的に考察する。
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5. 動詞の
動詞の派生及び
派生及び意志・
意志・非意志の
非意志の位置づけ
位置づけ
2 節の先行研究で触れたように、意志・非意志は形態的に区別されるのではなく、非意志動
詞が意志性を表す場合があるという指摘があった。しかし、3 節では、シンハラ語の意志・非
意志は基本的に形態的に区別できるということを示した。その一方で、以下のように特例もあ
る。
すべての動詞に、意志動詞に対応する非意志動詞があるわけではない。意志性が非常に高い
動詞の場合、その派生形式が存在しないか、あるいはその派生形式が非意志的な意味ではなく、
自発の意味を表すものになる傾向がある。
例 gahanawa （殴る）－非意志対応がない
例 maranawa

(殺す) －mærenawa(死ぬ)

派生形式 mærenawa(死ぬ)は、非意志的な意味というよりも自発性を表している。有生名詞動
作主が現れる場合、非意志的な意味を表す場合もある。
また、自発性が非常に強いものには、特に自然の出来事の場合、意志動詞の形式あるいは他
動詞が存在しなくなる傾向がある。
例 mo:ranawa （熟する）

－意志対応がない

この種類の動詞の場合は、動作主の存在が考えられない、あるいは求められないものが多い。
意志とは、動作主あるいは話者というような人間が持つ意志のことを言うので、人間が引き起
こす行為でないものに対しては意志的動詞形式が認められない。
動詞の機能的観点から考察すると、対応関係に関して、動詞に 2 種類あることがわかる。そ
れらは、派生形式が存在するものと、派生形式が存在しないものである。
また、派生形式の中には動作主を求めるものと、動作主を求めないものがある。動詞の派生
形式は以下のようにまとめられる。
図 4 動詞と
動詞と派生形式
意志
動作主を認める動詞
派生形式が存在する場合
動詞

派生形式が存在しない場合

動作主を認めない動詞

非意志
自発

意志性が高い動詞

非意志が無い

自発性が高い動詞

意志が無い

近年の研究では、本動詞とその派生形式を使役･起動交替として分類する研究者もいる。その
点に関しては第 5 章で詳細に扱うことにする。
以上に挙げた点を踏まえ、シンハラ語の動詞と派生形式、そしてその例を示すと表 14 のよ
うになる。
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（表 14）
）
派生形式を持た
ない意志動詞
ない意志動詞
gahanawa (殴る)
baninawa (叱る)

派生形式を
派生形式を持つ動詞

派生形式を
派生形式を持たない

動作主を
動作主を認める

動作主を
動作主を認めない

自発を
自発を表す動詞

す べての意 志・非意 志
対応がある動詞

すべての非意志的自
発動詞

mo:ranawa (熟する)

orawanawa (睨む)

idenawa (ご飯が炊き上 がる)
pala daranawa (実る)

最終的に、シンハラ語の動詞の意志･非意志の区別及び派生形式は、以下のような階層を持つ
といえる。

図 5 意志・
意志・非意志と
非意志と派生形式の
派生形式の階層

強い

意志･非意志対応がある動詞

意志動詞

強い自発的
意味を表わす動詞
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6. 非意志的動詞の
非意志的動詞の多様性
3 節で見たように、シンハラ語の動詞は意志動詞と非意志動詞に分類できる。非意志動詞は、
機能的に、主に非意志的文に現れながら、受身や自発文または非意志的自発文にも現れる。以
下にその分類を示す。
図6
意志動詞

非意志動詞

非意志

受身

自発

動詞の形は同じであるため、（以上で取り上げた）非意志的文、自発文または受身文がどのよ
うに統語的に区別されるのかを以下の例文で示す。
40)

能動文

a) pirimi lamaya gæhænu lamayawə tallu kale:yə
Boy (Nom) girl (Acc) push +do(Mas-3sg-Past)
The boy pushed the girl.

受身文

b) pirimi lamaya wisin gæhænu lamaya tallu wuwayə
Boy (wisin) girl (Nom) push+ happen(Fem-3sg-Past)
The girl was pushed by the boy.

非意志的文

c) pirimi lamaya atiŋ gæhænu lamayawə tallu wuye:yə(文章語)/ wuna(口語)
Boy (atiŋ) girl (Acc) push+ happen(Mas-3sg-Past)
The boy inadvertently pushed the girl.

自発文

d) dora tallu wi:yə(文章語)/wuna(口語)
Wind(Dat)door (Nom) push happen(Fem.3sg.Past)
The door pushed itself.

40a) は能動文であり、動作主が主語となり、文末の動詞は主語に合わせて活用している。
つまり動詞は男性名詞単数の主語をもつことと、描写される事態が過去に起こったことを示し
ている。そして、「gæhænu lamayawə(女の子)」は対象であり、対格で現れている。それに対
し、b)の受身文では、能動文の主語である「pirimi lamaya(男の子)」に、「wisin」格(非主語を
表す格)が付加されている。また、対象である「gæhænu lamayawə(女の子)」は対格の「wə」が
削除され、主語となり、それに合わせて、文末の動詞は女性名詞単数形の過去形になっている。
また、a)では、能動文の動詞に補助動詞「/kale:yə/do(する)」が付加されているのに対し、b)で
は、補助動詞「/wuwayə/happen(なる)」が付加されている。意味的には、能動・受動の対応で
あり、a)は動作主の視点から、b)は対象の視点から同じ事態を表している。
また、c)の非意志的文の場合、動作主の「pirimi lamaya(男の子)」に「atiŋ」が付加され、a)
の能動文における動作主と異なり意志性がないこと、つまり、非意志的行為であることを示す。
また、対象である「gæhænu lamayawə(女の子)」の形式は a)とまったく変わっていない。むし
ろ対象は対象を表す形式のまま保たれている。動詞の形は、a)では「/kale:yə/do(する)」が付加
されているのに対し、b)の場合と同じく、c)でも、補助動詞「/wuwayə/happen( なる)」が付加
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されている。しかし、b)とは異なり、動詞は非意志的動作主である「pirimi lamaya（男の
子）」に一致している。意味的には、動作主の非意志的な行為を示している。
また、d)の自発文には、動作主が現れていない。この種類の文では項は一つのみであり、そ
れは多くの場合、無生名詞に限られる。上の文では無生名詞の「door(ドア)」が主語となって
いる。動詞は b)と c)と同じく補助動詞「/wi:yə//wenawa/happen」が付加されている。意味的に
は、この文の主語は無生名詞であるため、行為ではなく、自発的な出来事を表している。
ここで、シンハラ語の非意志動詞が現れる文の構造を以下にまとめる。
①受身「NP1（wisin、非主語を表す格）+ NP2 + V（NP2 の性、数に合わせて活用）」
②非意志「NP1（atiŋ、手＋具格）+ NP2 (wə、対格) + V（NP1 の性、数に合わせて活用）」
③自発「NP1(主格) + V（NP1 の性、数に合わせて活用）」

以上の 3 種類の使用状況については、以下の通りである。
表 15
文章語
口語

受身文
○
×

非意志文
×
○
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自発文
○
○

7. まとめ
以上、本章では、シンハラ語の動詞分類に関する考察を行った。まず、シンハラ語の動詞
は一度に二つ以上の機能を持つものであり、単純に、自動詞と他動詞または意志動詞と非意
志動詞に分類することは不可能であると主張した。また、一つの動詞が複数の部類に属して
いるため、その形態的特徴がどの機能を表しているかは単純に決めかねるが、厳密に分析す
ると、意志・非意志は形態的特徴によって区別されると主張した。
シンハラ語の動詞を段階的に分類すると以下のような 5 種類になる。
（1） 意志的他動詞
（2） 意志的自動詞
（3） 非意志的他動詞
（4） 非意志的自動詞
（5） 自発動詞
まず、目的語の有無という統語的な特徴が重要であり、その区別を元に、動詞が他動詞と自
動詞に分けられる。それから、主語あるいは動作主を表す名詞の有生性も分類の基準となる。
その基準に基づいて、自動詞及び他動詞は、意志的及び非意志的動詞の二種類に区別できる。
「自他」による区別では明白にならない形態的区別が、「意志性」という観点を導入すること
によって明らかとなる。以下で、意志・非意志の区別が、意味的に区別できるだけでなく、形
態的にも区別できるということについてまとめる。
意志的動詞の語幹は「前母音―後母音」、「後母音―後母音」、非意志的動詞の語幹は
「前母音－前母音」からなる傾向が強い。意志動詞語幹に現れる後母音は、非意志動詞ではそ
の後母音に対応する前母音と交替する。また、意志動詞語幹に前母音が現れた場合、その前母
音はそのまま保たれる傾向が見られる。意志動詞語幹を語幹初と語幹末に分けると、語幹初に
は前母音も後母音も現れるが、語幹末には後母音が現れる傾向が強い。ただし、前母音の/i/が
意志動詞語幹末に現れる場合も稀にある。前母音の/æ/または/e/が意志動詞語幹に来ることは
まったくない。それに対し、非意志動詞語幹初には意志動詞語幹初の後母音に対応する前母音
が現れる。さらに、非意志動詞語幹末には前母音の/e/が現れる。つまり、意志的動詞の語幹に
は｢前母音－後母音｣、｢後母音－後母音｣、「前母音―前母音の/i/」、また、非意志的動詞語幹
には「前母音－前母音の/e/」という特徴が見られる。
このように、形態的に区別できるのは、動作主の含意がある意志的・非意志的動詞の区別に
限られる。自他動詞全体を形態的に分類することは不可能である。特に、自発を表す場合、そ
の動詞語幹は後母音からなることも前母音からなることもある。しかし、自他動詞の区別と意
志的非意志的動詞の区別は関連している。他動詞の意志動詞は、対応する非意志動詞も他動詞
である。自動詞の場合も、意志動詞に対応する非意志動詞は自動詞である。自発を表す動詞の
場合、すべてが自動詞になる。
ここで注意すべきことは、すべての動詞が以上のように派生するわけではないということ
である。また、母音交替規則により派生しても、意志・非意志の機能を果たさない場合がある。
例えば、動作主または動作への参与者がいない場合、または何らかの形で人間が関わっていな
い場合、意志・非意志機能は見られない。しかし、派生形式を持つ多くの動詞は、動作主また
は動作の参与者がいれば意志・非意志の分類ができる。従って、その点を元に、形態的に派生
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が見られる動詞類を意志・非意志と名づけるのは適当であると考えられる。一方で、非意志的
動詞類には非意志的文以外の機能もある。以上 6 節で示したように、受身や自発の文にも非意
志的動詞が使われる。
本研究では、意志・非意志の中でも非意志性と非意志的動詞を重視する。そのため、非意志
的動詞に関する詳細な分析は次の 4 章から始める。第 4 章はシンハラ語における受身と非意志
性に関する考察である。
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第四章
非意志性と
非意志性と受身～比較的観点から
比較的観点から～
から～
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非意志性と
非意志性と受身～比較的観点から
比較的観点から～
1.はじめに
はじめに
本章では、シンハラ語の非意志性と受身の関連性について考察する。以下の表に示すような
非意志的動詞類を主に扱う。
表 16 シンハラ語
シンハラ語の非意志的動詞
日本語訳

非意志的動詞

食べる

kæwenawa

洗う

he:denawa

引く

ædenawa

破く

Irenawa

泣く

ædenawa

走る

diwenawa

歩く

æviddenawa

踊る

nætenawa

シンハラ語においては、動詞の同一派生形式が様々な文の述語に現れるため、その派生形式
がそもそもどのような文法範疇に属するものなのかを一概に言えないという複雑さがある。従
来、それらの派生形式は受身動詞として扱われてきた。西洋の言語では「能動―受動」の対応
が極めて目立ち、ほとんどの言語にその対応が見られることは事実である。そして、シンハラ
語のような受動態がさほど使用されない言語の場合においても、動詞とその派生動詞は「能動
―受動」対応として区別され、非意志的文における述語動詞も受動動詞と呼ばれている。それ
のみならず、非意志的文は一部の研究者によって受身として扱われている。
本章では現代シンハラ語における非意志的文を受身と比較しながら、非意志的文は受身とは
異なるものであることを示したい。受身は典型的な受身と間接受身というように大きく二種類
に分けられる。本章では、非意志的文がその二種類のどちらにも入らないことを示す。つまり、
非意志的文は動作の非意志性を表現するものであって、受身の一種ではないということを主張
したい。
本章の構成は次の通りである。まず、2 節で、シンハラ語の受身に関する先行研究を検討す
る。つづく 3 節では、シンハラ語の受身について分析を行う。4 節では間接受身について先行
研究を通した考察を行い、5 節では非意志的文と受身を比較する。6 節でこの章の考察結果を
まとめる。
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2. 先行研究
2.1 Gair (1970,1971,1990,1998) シンハラ語
シンハラ語の動詞を
動詞を形態的に
形態的に分類
Gair（1970）はシンハラ語の動詞を二種類に分け、それらを動作動詞（Active）と非人称動
詞（Impersonal）または受身動詞（Passive）としている。動作動詞は主語を持ち、能動節に現
れるものであり、他動詞にも自動詞にもなれる。その一方、非人称動詞(受身動詞)は主語を持
たない自動詞であり、①非意志（Involitive） ②非動作（Inactive） ③受身（Passive）とい
った三種類の文に現れる。これらの節の関係は変形規則を用いて記述できる。すなわち、すべ
ての非人称動詞節(受身節)はそれらの能動節から派生したものである。Gair（1970）はこのよ
うに述べ、以下の例文をあげている。
41) a.（動作動詞；Active）

Lamaya kurullawə marawi
Child(Nom) bird(Acc) kill(Vol.Fut)
The child might kill the bird.

b.（非人称動詞；Impersonal）Lamaya atiŋ kurullawə mærewi
Child (inst) bird(Acc) kill(invol.Fut)
The bird might be killed by the child.

(Gair 1970:74)

しかし、Gair (1990)で非意志的構文を受身文と区別し、非意志的文は主語を持つと指摘して
いる。また、以下のような例文で、非動作主的文構造の「自動詞化（Detransitivization）」の
過程を示している。
42)a. Lamaya wæli_ kandak hæduwa
Child(Nom) sand_hill(Indef) make(vol.-Past)
The child made a sand pile.
b. (sulagen) wæli_kandak hæduna.
(wind.Inst) sand_hill (Indef) make (invol.-Past)
A sand pile formed (because of the wind).

(Gair 1990:16)

しかし、動詞をみると、42a)は意志動詞、42b)は非意志的動詞（involitive）を含む文になっ
ており、両者は意志・非意志として記述することもできる。Gair (1971)はシンハラ語の動詞を
形態的に 3 種類に分類し、それらを A 動詞（動作動詞）、P 動詞（受身動詞）及び C 動詞（使
役動詞）と名付けている。また、その中の P 動詞「受身動詞」は 非意志的文（Involitive）、
非動作的文（Inactive）及び受身文（Passive）という 3 種類の文に現れるとしている。しかし、
この分類における P 動詞(受身動詞)は、Giar(1971)2.4.1 の「動詞の派生」においては、非意志
的動詞と呼ばれていることから、P 動詞(受身動詞)と非意志的動詞は同じ種類の動詞を指して
いると考えられる。つまり、シンハラ語の派生動詞を P 動詞(受身動詞)と呼ぶのか、非意志的
動詞と呼ぶのか戸惑っているように見える。
また、Gair (1990)は、非意志的構文と受身(非人称動詞文)は異なると述べているものの、は
っきりした区別は示していない。さらに言えば、「自動詞化」の定義もしていない。
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Gair(1998)では、Gair(1971)の再分析を行っているが、動詞分類に当たっては、依然として基
礎的な動詞類を 3 種類、すなわちそれぞれ同じ語幹を使用する動作動詞(Active verb)、受身動
詞（Passive verb）、使役動詞（Causative verb）としている9。そして、以下のような例文を用
い、受身動詞は、非意志的文、非動作的文、受身文という三種類の文に使用されるとしている。
43) 非意志的文 [N-dat(N)V]
a. matə kiyauna
I(Dat) got spoken(P)
I spoke involuntarily.
b. matə pansalə penawa
I(Dat) temple see (P)
I see the temple.
44) 非動作的文[N(acc) V]
a. minihawə bima wætuna
man(Acc) ground fall (P)
He fell down.
b. hulagatə gaha wætuna
wind(Dat) tree fell (P)
The tree fell from the wind.
45) 受身文[N atiŋ N(acc)V]
a. miniha atiŋ lamayawə wæteewi.
Man by child (Acc) get dropped-wi(P)
The child might be dropped by that man.
b. Banda atiŋ pol siiyak witarə kedenawa
Banda by coconuts (Acc) hundred about get picked (P)
About a hundred coconuts can be picked up by Banda.
このように、Gair(1970,1971,1990,1998）では、シンハラ語の動詞を形態的に、動作動詞、受
身動詞、使役動詞の三種類に分類しており、受身動詞は受身文、非意志的文及び非動作的文と
いう三種類の文に使用されるとされている。まず、動作動詞と使役動詞に関してはその正当性
を認めることができる。ただし、受身動詞として分類している動詞には様々な問題があるとい
える。まず、シンハラ語では、口語においても、文章語においても、全般的に受身の使用頻度
が極めて低い。にもかかわらず、「動作動詞から派生される動詞を「受身動詞」と呼ぶのは適
切なのか」という問題がある。もう一つは、受身の意味を表す補助動詞「lada」「laba」も別
に存在することから、「受身文に現れることを、動作動詞の派生動詞の重要な役目としてよい
のか」という問題がある。
また、Gair(1971)では、同じ形態をある時は受身、またある時は非意志と呼んでいることか
ら、動作動詞と使役動詞以外の種類が受身動詞なのか非意志的動詞なのかはっきりしないとい
う問題も指摘できる。
9

この他の様々な動詞類の存在を示唆しつつも Gair(1998)では扱っていない。
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さらに、Gair(1998)で受身文として取り上げられている例文(5)では、動作主が「atiŋ」句と
組み合わされているが、「atiŋ」句が付加された場合、受身文ではなく非意志的文になるとい
うことも主張したい。このことについては、以下 4 節で詳細に示すことにする。最後に、42b)
のような文には、シンハラ語母語話者は違和感を覚えるということを指摘しておく。通常は
42b)のような文ではなく、能動文を用いるのである。

2.2 Gunasingha(1981) シンハラ語
シンハラ語の受身には
受身には二種類
には二種類ある
二種類ある
Gunasingha(1981)は、シンハラ語の受身には「動作主が存在する受身・統語的受身」と「動
作主が存在しない受身・意味的受身」の二種類があるとしている。Gunasingha によれば、シン
ハラ文章語には、この二種類の受身が両者ともに存在するという。動作主が存在する統語的受
身は口語にはまったく存在しないが、文章語では非常に限られた機会に使用される。以下はそ
の例文である。
46 a) sebalu saturan wænəsuhə
soldiers(Pl-Nom) enemy(Pl-Acc) destroy(past-3p-pl- A)
The soldiers destroyed the enemy.
b) sebalun wisin saturo wanəsanu læbuhə
soldiers by enemy(Pl-Nom) destroy(Pcpl )get (past-3p-pl-P)
The enemy was destroyed by the soldiers.
Gunasingha（1981）によれば、この種類の受身は、対応する能動文と統語的あるいは意味的
に明確な関係を持ち、変形規則によって記述できるという。ただし、（文章語に）基本的に存
在するのは、動作主が存在しない受身（意味的受身）である。その例は以下の通りである。
文章語の例
47) dæn kadukaraye : boho te: wawanu læbe:
Now hillside(Loc) much tea(Nom) grow(pcpl) get (Pres-3p-sg-P)
Nowadays much tea is grown in the hills.
動作主が未知の場合、あるいは、文脈で動作主がわかる場合に、シンハラ文章語では、受身
が義務的になるが、 47)のような受身構造はそのような場合に使用される。口語では、受身で
はなく、48)のような能動文が使用される。Gunasingha によれば、以下のような能動文も意味
的受身に入る。
口語の例
48) dæn kadukare: hugak te: wawənawa
Now hillside(Loc) much tea(Nom) grow(pcpl) get (Pres-3p-sg-A)
Nowadays much tea is grown in the hills.
また、Gunasingha(1985)でも、二種類の受身が導入され、それらは、それぞれ動作主的な受
身、非動作主的な受身（agentive/non-agentive）とされている。動作主的な受身は非基礎的で、
派生構造として能動節に対応するものである。非動作主的受身は意味的受身とも言われるが、
基礎的で自発的で、対応する能動構造がないと述べている。
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また、Gunasingha and Kess(1989)もシンハラ語には二種類の受身があるとし、それらは、文
法的な受身（Grammatical Passive）および意味的な受身（Semantic Passive）と呼ばれている。
この二種類の分類は動作主性とヴォイス(態)を元に定められており、文法的な受身は口語には
存在しないが文章語には存在するという。また文法的な受身はヴォイスが元になっており、英
語の受身に似ている。その一方で、動作主の存在がない受身つまり意味的受身は、口語にも存
在するが、それらは自動詞文構造であり、文法的な受身とは異なり、対応する能動文はないと
している。Gunasingha and Kess が、意味的受身すなわち動作主の存在が無い受身として取り上
げているのは以下のようなものである。
文章語の例
49) Cha:li atiŋ dora æruni
Charlie hand (instr) door open(invol.-past-3sg)
The door was opened (accidently) by Charlie.
口語の例
50) Cha:li atiŋ dora æruna
Charlie hand (instr) door open(invol.-past-3sg)
The door was opened (accidently) by Charlie.
Gunasingha and Kess(1989)では、例文 49)と 50)には、動作主がまったく現れていないとして
いる。そして「atiŋ」句は非意志的な行為、あるいは、その過程で使用される道具を示すもの
だとしている。
Gunasingaha（1981，1985，1989）をまとめると、シンハラ語には二種類の受身があり、それ
らは、統語的受身および意味的受身に分類できると言う。その区別は「動作主の有無」が基準
となる。動作主が存在する統語的受身は文章語にはあるが口語にはない。動作主が存在しない
意味的受身は文章語にも口語にもある。以上をまとめると、以下のような図で表せる。

図７シンハラ語
シンハラ語の受身

確かに、シンハラ文章語には典型的な受身に当たる形が存在する。それは Gunasingha(1981,
1985, 1989)が分析している統語的受身、つまり動作主の存在する受身であると認められる。ま
た使用頻度が非常に限られたものであるというのも事実である。
しかし、意味的受身として分析されているものの正当性には疑問が残る。Gunasingha では、
動作主が存在しない構造（Agentless Constructions）がすべて受身として捉えられており、その
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中には、動作主の存在の無い能動文も含まれているからである。Gunasingha (1989)では以下の
ように述べている。
There is, however, also an agent less active which is semantically equivalent to agent deleted
passive. This is in fact an active from which the agent has been deleted …
Gunasingha (1989)
この件については 5 節で詳細に述べる。
また、Gunasingaha の分析では、「atiŋ」句を含む非意志的文は動作主の無い構文として扱わ
れているが、この件に関しては以下の 4 節で再び取り上げる。

2.3 Henadeera(2002)
Henadeera(2002)は、シンハラ語の動詞を動作動詞、受身動詞、使役動詞の三種類に分類する
のは、英語のような言語の場合はよいかもしれないが、シンハラ語の場合は不適切であると指
摘している。Henadeera(2002)によれば、受身動詞はさらに、使役と非使役の二種類に分けられ
る。

2.4

Chandralal(2010)「
「シンハラ口語
シンハラ口語には
口語には受身
には受身はない
受身はない」
はない」

Chandralal(2010)は、典型的な受身構造はヴォイスの交替という統語的過程であり、他動詞が
自動詞に変わる形態的過程で現れるが、このような受身構造はシンハラ口語には存在しないと
述べている。また、受身と表面的に似た構造として以下のような非意志的構造を挙げているが、
それらの構造は典型的な受身とはみなせないとしている。その理由として、意志的文構造と非
意志的文構造を比較すると、両者は動作主性の点では異なるが、文法的主語は両者とも同じよ
うに保たれ、意志的構文の対象が非意志的文の主語になることはないことを挙げている。例文
(51)、(52)において動詞は受身の形をしているが、それは、他動詞文の受身化ではなく、非意
志化が起きていることを示している。
51) kella atiŋ ma:lu age:tə pihenawa
Girl atiŋ fish well
cook(Pres.-invol.)
The girl can cook fish very well
52) Miniha atiŋ pinga:nə biďuna
He atiŋ plate
break (invol.-pt)
He unintentionally broke the plate.
また、非活動的構文・非動作主的構文（Inactive Constructions・Agentless
も受身に似ているように見えるが、受身とはみなせないと述べている。
53) Gas wætenawa
Trees fall(Pres.-indicative)
The trees fall.

80

Constructions）

この文における単一の参与者としては有生名詞を選ぶことも無生名詞を選ぶこともできるが、
この文は偶然の出来事を意味しているため、動作の責任を取るものはいない。動作主の参与が
ないことがこれらの文の主な特徴である。そのため、これらを文も受身とみなせない。
受身の機能的側面に関連する次の文構造も受身に似ているとされている。それは、主題と
評言の移動を容認する文である。
54) sapattuwə balla kæ:wa
Shoe
dog eat(Past-A)
The shoe was eaten by dogs.
ただし、この文にも受身とみなせない理由がある。それは、他動詞文の対象が主語位置に移
動しているものの、動詞の形は典型的な他動詞のまま保たれているからである。つまり、典型
的な受身文のように、動詞が他動詞から受身の形に変わっていない。この文はシンハラ語にお
ける語順の自由さを示している。
また、シンハラ語では、対象不在の他動詞文も許す。以下の文は、動作主および動詞のみが
現れている他動詞文であるが、母語話者には対象が理解できる。つまり、文の最初の要素は蚊
に指された体の部分に当たるが、それを省略した結果、主語が動詞の直前に移動し、不定の形
で現れている。この文は一般的に「逆受身（anti-passive）」と呼ばれるものである。動詞は他
動詞であり、受身の形に変わっていないため受身とみなすことができない。
55) maduruwo kanəwa
mosquitoes eat (Pres.-indicative)
we are/I am bitten by mosquitoes.
同様に、シンハラ語は、主語なしの他動詞文も許す。この種の文も受身と捉えられがちだが、
ここでは、動的他動詞が使用されており、対象が主語の地位に上がった証拠になるような格変
化あるいはその他の仕組みがない。対象は対象そのものとして残っている。それは主語の位置
にあっても、対格の「wə」が付加されていることからわかる。Chandralal は、シンハラ語では、
このような主語を省略した文が自由に使用されるため、受身を作る必要がないと指摘している
（Chandralal 2010）。
56) sa:ppuwə pahatə wahanəwa
Shop
five(Dat) close (Pres.-indicative)
The shop closes at five.
シンハラ語に受身が必要ないことを示すもう一つの種類の文がある。それは、主語を間接的
に示す文である。その場合の主語は公的な主体を示すものが多い。以下の文では主語が奪格で
現れている。
57) polisi-en pænəla badu ælluwa
Police (Abl) jump(Pcpl) commodities confiscate(Pt)
The police suddenly appeared and confiscated the commodities.
また、能動構造を取る以下のような文も受身に似ていると言える。この種の文の場合は有生
名詞主語が現れる場合が多く、それらの主語が誰かから何らかのマイナスの影響を受けること
を意味する。被害者が主語であり、行為の担い手は奪格で現れる。
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58) Ranjith (taatta-geŋ) guti ka:wi
Ranjith (father -Abl) beatiŋg eat(Infer)
Ranjith might get beaten (by his father).
Chandralal(2010) によれば、このような文は英語の「is beaten」とは異なる。シンハラ語では、
動詞が能動の形で現れている。
このように、Chandralal（2010）は、シンハラ口語に受身が無いことを、以上で取り上げた
ようなさまざまな例文を挙げながら述べている。
以上の例文を検討すると、シンハラ語には受身が存在する必要がなく、全体的に受身は存在
しないように感じられる。しかし、シンハラ文章語には、その使用頻度が非常に限られてはい
るものの、受身の形がある。以下ではまず、シンハラ語の受身の形を取り上げながら、意志性
および動作主性との関連性について検討する。
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3．
．シンハラ語
シンハラ語の受身
シンハラ語は口語と文章語というダイグロシアのある言語であり、1 章で示したように、口
語は文章語が簡略化されたものである。受身の有無は、その違いを示す一つの例である。つま
り、文章語には受身があるが口語にはない。T.Somananda(1962)によれば、シンハラ文章語の
受身は 11、12 世紀ごろに現れた。つまり、中間時代（Mediaeval Era）の後半である。また、
Abhayasinghe (1973)によれば、シンハラ口語には能動文の文体上の変化さえ存在しないという。
この点に関しては、Henadeera (2002), Chandralal (2010)、Inman(1993)も同じように述べている。
Gair(1997)も、シンハラ語の態(ヴォイス)は複雑なものであると述べている。Gair は、受身に
関して、シンハラ口語には、典型的な受身は接辞的にも迂言的にも存在しないが、受身に似た
構造があるとし、それらは、非意志的文構造だと述べている。
以上示した先行研究の多くでシンハラ口語には受身がないとされている。また、文章語の受
身を分析しているのは、Gunasingha(1985、1989)のみである。本論文では、シンハラ語には受
身が存在するという立場をとり、口語と文章語というわけ方を無視して、シンハラ語全般を対
象とし、受身の再分析を行いたい。その理由は、口語は非常に簡略化されたものであり、口語
だけを分析すると、受身、非意志性および自発の区別が明らかにならないと考えるからである。
ここでは、まず受身の一般的な分析を行う。
まず、言語学大辞典(1996)は以下のように受身を定義している。
態は印欧語の動詞の文法範疇の一つであり、英語などでは、能動態 (active voice)と、受動
態(passive voice)の区別として表されている。これは動詞の表す動作と、その動作を起こす
者（動作主）、および、その動作を受ける者（受動者）とのかかわりあいを示すものであ
る。動作を起こす者が主語となる場合は、その動詞は能動態の形を取り、その動作を受け
る者が主語となる場合は、その動詞は受動態の形を取る。
このように定義される典型的な受身に相当するものとして、シンハラ文章語からは以下の受
身の形があげられる。
59)「能動文」
a)
Adyapanə departəmentuwə nawə nirdesha hadunwa dunneya.
Educational Department new syllabuses introduce give (Pt-active)
Educational department introduced new syllabuses.
「受身文」
b)
Adyapanə Departəmentuwə wisin nawə nirdesha hadunwa dini
Educational Department by new syllabuses introduce give(Pt-passive)
New syllabuses were introduced by the Educational department.
能動文と受身文を比較すると、受身文では、能動文の動詞の形が変更されている。また、能
動文の主語に/wisin/という格助詞が付加され、従って、「非主語」として表示されている。か
わりに、能動文の目的語が主語となり、受動の視点から能動文が表しているのと同じ意味を表
現している。
このような能動文と受身文は GB 理論では以下のように説明できる。つまり、受動化の変形
規則に当てはめると以下のような構造で表される。
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能動文：
深層構造
表層構造

受身文：
深層構造

表層構造

[s [Np Adyapanə departəmentuwə] INFL [vp [Np nawə nirdesha] [v hadunwa
dunneya]]] (Move-α: DNA)
Adyapanə departəmentuwə nawə nirdesha hadunwa dunneya （Educational department
Introduced new syllabuses.）

[e s [Np e [pp Adyapanə Departəmentuwə wisin]] INFL [vp [Np nawə nirdesha]
[ v hadunwa dini]]] (Move-α)
[s [Np ti] [pp Adyapanə Departəmentuwə wisin] INFL [vp [Npi nawə nirdesha]
[v hadunwa dini]]]
Adyapanə Departəmentuwə wisin nawə nirdesha hadunwa dini（New syllabuses were
introduced by the Educational department.）
図8

能動文

受身文
S

S

NP

VP

N

NP（後置詞句）

NP
A

V
N

V

NP
give(補助動詞)

Adyapanə nawə nirdesha hadunwa dunneya
departəmentuwə

N

Adyapanə
Departəmentuwə

VP

P 後置詞 NP
A

wisin nawə

V
N V give
(補助動)

nirdesha

hadunwa dini
ただし、シンハラ語の受身の場合、英語の場合と同じように受動化の変形規則が適用される
わけではない。受動化の変形規則は；
NP1－V－NP2 ⇒ NP2－V－by NP1
である。シンハラ語の場合、NP1 は非主語にはなるものの、移動はせず、能動文の主語の位置
にそのまま残る。つまり、以下のようになる。
NP1－V－NP2 ⇒ NP1 wisin －NP2－V
また、シンハラ語の受身の場合、動詞の形態的変化を伴う場合と、/lada/ 、/laba/といった補
助動詞が付加される場合の二通りがある。/lada/ 、/laba/は形態的に類似し、意味的にも同様で
あるが、/lada/は過去形でしか使用されないのに対して、/laba/は現在形、過去形の両方に使用
される。しかし、シンハラ語の受身は基本的に報告あるいは情報提供といった目的で使用され、
過去形になることが多い。以上の受身文を補助動詞が付加された場合と置き換えると、以下の
ようになる。
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c)

Adyapanə Departəmentuwə wisin nawə nirdesha hadunwa denəladi/denu labiiyə
Educational Department by new syllabuses introduce give get (Pt-passive)
New syllabuses were introduced by the Educational department.

以下では非過去形の形を例証する。
d)

Adyapanə Departəmentuwə wisin nawə nirdesha hadunwa denu labe
Educational Department by new syllabuses introduce give get (Pres-passive)
New syllabus is being/will be introduced by the Educational department.

このように見てみると、シンハラ文章語の受身は基本的に三つの形で現れるといえる。表
17 のようにまとめられる。
表 17 シンハラ語
シンハラ語の受身の
受身の三種類

主語
目的語
テンス
使用目的
、場面

動詞形態的に
格助詞が付加され非主語に
変わる・動作主省略可
主語になる
現在形・過去形
報告、ニュース、情報提供
例：場所、日にちなど

動詞＋補助動詞/lab/
格助詞が付加され非主語に
変わる・動作主省略可
主語になる
現在形・過去形
報告、ニュース、情報提供

動詞＋補助動詞/lad/
格助詞が付加され非主語
に変わる・動作主省略可
主語になる
過去形
報告、ニュース、情報提
供

西洋語の規定に基づけば、シンハラ語においても以上のような形で受身が現れるといえる。
しかし、以上のような受身の使用は、文章語または公式な場面でのスピーチやニュースに限ら
れる。また、この種の受身の特徴として挙げられるのは、動作主の省略ができることである。
また、行為・出来事が起きる、あるいは起きた場所や日にちなどの情報を与える。つまり、シ
ンハラ語の受身の使用は、基本的に報告が中心になるということである。シンハラ口語では、
以上のような場合、能動文がその役割を果たす。これについて Chandralal (2010)も同じことを
述べている。しかし、非意志的文を受身とみなす研究者もいるため、以下では非意志的文と受
身の関係について分析を行う。
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４．非意志的文と
非意志的文と受身
世界の様々な言語の受身を検討すると、受身に二通りの現れ方があることが明らかになる。
ここでは、それらを典型的な受身及び間接受身（意味的受身）と名づけておく。英語をはじめ
西洋語では、変形規則が適用できる受身類は典型的な受身とみなされている。一方、典型的な
受身とみなせない間接受身（意味的受身）類を持つ言語も存在する。その一例は日本語である。
本節では非意志的文を典型的な受身と間接受身と比較する。その目的は、非意志的文はその
両者の受身とはまったく異なるものであることを主張することにある。ここで扱う非意志的文
は以下の 3 種類である。
「動作主･主語＋手・具格(atiŋ)」、「動作主･主語＋与格(tə)」、「主語＋対格(wə)」
まずは、典型的な受身と非意志的文について考察を行う。次に、間接受身文と非意志的文を
比較する。

4.1 非意志的文と
直接受身)
非意志的文と典型的受身 (直接受身
直接受身
まず、Henadeera(2002)は、「能動文における目的語が受身文の主語となり、能動文の主語は
省略される、または降等される」という典型的な受身文の定義に基づけば、シンハラ口語の非
意志的文を受身と見なすことはできないと述べている。これについて、以下で、具体的に考察
する。
英語の受動変形規則
Given noun phrase followed by a verb and another noun phrase, put this second noun phrase to
the beginning of the sentence and place the first noun phrase at the end of the sentence inserting
by in front of it.
日本語の受動規則
直接目的語また間接目的語を主語にし、元の主語に助詞「に」を付加したうえ、文中
に移動し、動詞に助動詞「(ら)れる」を付加せよ。
以上の変形規則をシンハラ語の場合に置き換えると以下のようになると考えられる。
シンハラ語の受動変形規則
受動文では、他動詞文の主語が「wisin」格をとって非主語になり、他動詞文の目的語
が主語となる。動詞は、本動詞が母音交替規則によって派生するか、あるいは補助動
詞「ladə」、「labə」が本動詞語幹に付加されることにより作られる。
第 2 節で述べたように、Chandralal(2010)も、非意志的文構造は、シンハラ語では受身と表面
的に似た構造ではあるが、典型的な受身とはみなせないと述べている。その理由は、意志的文
構造と非意志的文構造を比較すると、両者は動作主性の点では異なるが、文法的主語は両者と
も同じように保たれているため、意志的構文の対象が非意志的文の主語になることはないとい
うことによる。動詞は受身の形をしているが、それは、他動詞文の受身ではなく、非意志化が
起きているからであると述べている。以下の文を参照されたい。
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60) Miniha atiŋ piganə binduna
He atiŋ plate
break (Invol-Pt)
He unintentionally broke the plate.
このように、動作主性の視点だけでは、シンハラ語の受身と非意志的文の違いをはっきりさ
せることはできないと考えられる。そのため、以下では、受身文、非意志的文、能動文を比較
してみる。まずは、以上にあげた非意志的構文をそれに対応する意志的構文と比較する。
61) Miniha piganə binda
He plate break (Vol-Past)
He broke the plate.
非意志的文 60)と意志的文 61)を比較すると、動詞の形と、動作主の「miniha」がとっている
格が異なる。しかし、対象の「piganə」は両方とも格変化をせず保たれ、主語にはなっていな
い 。か つ、 60)は、 動作主 に意 志性は 無いが 、動 作を 引き起 こして いる こと から動 作主
「miniha」が主語として機能しているという点で、61)の能動文と同じである。次に、57)を受
身の形にしてみる。
62) Minihawisin piganə biduni
He
by
plate break (Pcpl-Past)
The plate was broken by the man.
62)のような文はシンハラ口語では成り立たないが、強いて言えば、文章語としてなら構造
的に成立する。動作主＋「wisin」の場合、動作主の立場が一段降格され、「piganə」が主語に
なっている。60)のような動作主＋「atiŋ」の場合、動作主の降格はなく、非意志的だが、動作
主 性 が 含 意 さ れ て い る 10 。 ま た 、 60) と 62)の 構 造 は 同 じ よ う に 見 え る が 、 60)の 場 合 、
「piganə」が主語になっているとは言えない。
この違いがはっきりわかるのは、主語および対象が有生名詞である文の場合である。シンハ
ラ文章語は主語名詞の性、数、人称によって動詞が活用変化する。
63) a) Pirimi Lamaya gæhænu lamayawə tallu kale:yə 11（能動文）
Boy
girl (Acc)
push do (Past-Mas-3Sg)
The boy pushed the girl.
b) Pirimi Lamaya wisin gæhænu lamaya tallu wuwayə （受身文）
Boy
by
girl
push be(Past-Pcpl-Fem-3Sg)
The girl was pushed by the boy

10

この件に関して Chandralal(2010)は、動作主性が無いと述べているが、論者は動作主性をまったく否定する
のではなく、動作主の意志性が無いことを主張したい。その理由は、動作主性の中に意志性以外の要素が含ま
れているからである。例えば、Ashlid (2007)による動作主の定義では、コントロール性、扇動性などが取り上
げられている。
11
シンハラ語の動詞の一部は補助動詞に支えられている。例えば、/tallu karanawa/, の場合、/tallu/は語幹であ
り、karanawa という補助動詞が付加されることにより、初めて動詞の形になる。シンハラ語では、動作を意味
する語幹に他動詞的な機能を与えるために/karanawa/(do する)、自動詞的な機能を与えるために/wenawa/(be な
る)というように補助動詞が付加されることが多い。
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64 a) Gæhænu Lamaya pirimi lamayawə tallu kala:yə （能動文）
Girl
boy (Acc)
push do(Past-Fem-3Sg)
The boy was pushed by the girl
b) Gæhænu Lamaya wisin pirimi lamaya tallu wuyeyə /wiyə （受身文）
Girl
by
boy
push be(Past-Pcpl-Mas-3Sg)
The boy was pushed by the girl
63a)の能動文の場合と 63b)の受身文の場合を比較すると、前者の動詞は主語である「pirimi
lamaya（男の子）」に一致しており、後者の動詞は主語となった動作の対象、すなわち「女の
子」に一致している。64a)と 64b)の場合も同じことが起きている。能動文の場合、主語である
「女の子」に動詞が一致し、それに対応する受身文では、主語となった「男の子」に動詞が一
致している。このように、能動文に対応する受身文の場合、能動文の対象が受身文の主語にな
っていることは明らかだと思われるが、以下 65b)のような、非意志的文の一種である「atiŋ」
名詞句の場合は、能動文の対象は対象のまま、主語は主語のまま保たれている。
65 a) Mamə pu:sawə pæ:guwa
I (Nom) cat (Acc) step on(Vol-Past)
I stepped on the cat
b) Mage atiŋ pu:sawa pæ:guna
I( Gen) atiŋ cat (Acc) step on (Invol- Past)
I inadvertently stepped on the cat
このように見てみると、「atiŋ」名詞句を含む非意志的文は、典型的受身とは形式的にまっ
たく異なるものであると考えられる。
次に、「tə」名詞句になる非意志的文に関して考察を行う。「tə」名詞句を含む非意志的文
を受身と見ている研究は見つからない。それはそもそも、受動化の変形規則から大きく異なっ
ているからだと考えられる。「tə」名詞句を含む非意志的文と対応する意志的文の例文を以下
に示す。
66

a) e katawə ahala matə æduna
That story listen I (Dat) cry(Invol-Past)
I cried inadvertently when heard that story
b) e katawə ahala mamə æduwa
That story listen I (Nom) cry(Vol-Past)
I cried when heard that story.

66)の a)、b)対応は受動化の変形規則である「NP1－V－NP2 ⇒ NP2－V－by NP1」に当ては
まらない。その理由として、まず、述語動詞が自動詞であることがあげられる。また、「tə」
名詞句を伴う非意志的文には意志・非意志の対応があるが、項の移動は見られない。シンハラ
語の典型的な受身にしても主語になる名詞句と目的語になる名詞句は場所を変えない。つまり、
主語は文頭にいながら/wisin/格が付加され、非主語になり、目的語は場所も形も変わらない。
そのため、「tə」名詞句を伴う非意志的文を典型的受身と見なす理由はない。
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また、「wə」名詞句を伴う非意志的文に関しても似たようなことが言える。つまり、述語
動詞が自動詞であるため、項が一つしかない。よって、そもそも変形規則を当てはめることが
できない。また対応する能動文がない。
67) mawə wætuna
I(Acc) fall (Invol-Pt)
I fell (down)
上で示したように、シンハラ語の非意志的文は、3 種類とも典型的な受身または直接受身と
は異なるものである。述語動詞として他動詞が使われているのは「atiŋ」名詞句を伴う場合の
みであり、「tə」名詞句と「wə」名詞句には、そもそも受動化の変形規則さえ当てはめられな
い。「tə」名詞句を伴う非意志的文は、対応する意志的文を持っていても、項が一つに限られ
る場合がほとんどである。

4.2 非意志的文
非意志的文と
志的文と間接受身
前節では、シンハラ語における非意志的文は典型的な受身とは異なることを示した。しかし、
非意志的文を間接受身と捉えている研究者もいるため、本節では、間接受身が多用される言語
である日本語と比較してみる。日本語を選択するもう一つの理由は、日本語の間接受身の意味
的な特徴に「被害性」があり、シンハラ語の非意志的文の場合にも表面的には「被害性」に似
た意味的特徴が現れるためである。
まずは、日本語の間接受身について先行研究を通して考察を行う。

4.2.1 日本語における
日本語における受身分類及
における受身分類及び
受身分類及び間接的受身
松下(1928)は受身文を「人格的被動」と呼んでいる。その命名は、動作の影響を受ける主体
が利害を感じることのできる人格を持ったものでなければならないということに基づいている。
そして、動作の影響の受け方によって「自己被動」「所有被動」「所有物自己被動」「他物被
動」といった四種類に分類している。「自己被動」「所有被動」は英語や漢文にも見られる受
身だが、日本独特の受身文として、「所有物自己被動」「他物被動」をとりあげている。その
中でも、「他物被動」は自動詞の受身文や間接受身文であるとしている。さらに受身文を作る
動詞が自動詞か他動詞かは問題ではなく、動作の主体と客体がどのように関係しているかが受
身文の意味に深く関係していると述べている。また「日本語の自動詞が受身文を作った場合に、
受身の主格は必ず利害の影響を受ける」とし、自動詞から作られる受身文を「利害被動」と呼
び、他動詞による受身文を「単純の被動」としている。
しかし、その命名は、動詞が自動詞か他動詞かという区別ではなく、意味的に主語が有情物
であるか非情物であるかを反映したものであるといえる。つまり、松下(1928)は受身文におい
て重要な点を二つ取り上げている。すなわち、主語が有情物か非情物かという点と、主語が出
来事の影響を直接受けるか間接的に受けるかという点である。
また、佐久間(1966、1967)は日本語の受身文の場合、動詞が自動詞か他動詞かは問題ではな
く、動作の主体と客体がどのように関係しているかが重要であると述べている。そして、主格
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に来るものが動作・作用・出来事の影響を直接受けているか、間接的に受けているかによって、
前者を「動作の受身」または「本来の受身」、後者を「利害の受身」と呼んでいる。また受身
文は、「ヒト(他人)」のしわざによって、その影響を受けて迷惑を感じたり、事件の余波でと
ばっちりを受けて困ったり、時としては好ましくないことの反対で、利益や光栄に欲したりす
る場合の立場を表すとしている。つまり受身文の意味的特徴は人間の利害に関する感情を表す
ことだと述べている。
三上(1972)は、受身文をその主語と構文のかかわり方によって二種類に分類している。被害
を蒙る主体が端にいる場合はその受身文を「はた迷惑受身」、被害を真向から蒙る主体がいる
受身文は「まともな受身」と命名した。
寺村(1978)は日本語の受身文の基本的な意味は「主語に立つものが他者の行為によって、何
らかの作用や影響を受けたことを表す」とし、直接受身文と間接受身文の二種類に分類した。
直接受身文は主語に立つものが動作の影響を直接的に受けたことを表すのに対し、間接受身文
は主語に立つものが動作の影響を間接的に受けたことをあらわす。また、寺村(1982)でも、
「主格補語の受ける影響が間接的」であることを間接受身と呼んでいる。
柴谷（1978）は、動詞の未然形に「レル」、「ラレル」がついた述語節を持っている文を受
身文としている。また、英語とは違い、日本語の場合、自動詞も受動化できると述べている。
さらに、受身文の分類については、意味と、主語の影響の受け方の二つの基準を元にした分類
を試みた。この二つの基準については以下のように述べている。
まず、意味の観点からする分類に関しては次のように述べている。
受身文の主語が「あるものの動作に由っての利害を被る意を表す」かどうかが基準とする
もので、そういう意味を表す文を「利害受身」と呼び、その他のものを「単純受身」と呼
ぶ。（中略）利害受身という代わりに「迷惑受身」という用語も使われるが、（中略）あ
まり当を得た用語ではない。
また、主語の影響の受け方を基準とした分類に関しては、次の通りである。
これによる、受身文は「直接受身文」と「間接受身文」に分けられる。直接受身文は受身
文の主語が直接的に他人の動作・行為の影響を受けたり対象となっているという意味を表
すものである。（中略）一方、間接受身文は受身文の主語が他人の動作や物事の成り行き
の影響を間接的に受けたり、感じたりするという意味を表すもので、このタイプの受身文
は対応する能動文を持っていない。
黒田(1979)は、直接受身と間接受身という受身分類をさらに下位分類し、特に直接受身には
二種類あるとしている。従来、直接受身は主体が出来事・動作から利害を受けた場合の「利害
受身」と「中立的な受身」に分類されていた。黒田は「利害受身」を「に受身文」、「中立的
な受身」を「によって受身文」と名づけている。
寺村(1982)は、いわゆる典型的な受身を直接受身とし、意味的な受身は間接受身としている。
寺村はこの二種類の受身に関して、動詞に「（ら）れる」を接続して表すという形態的な特徴
は共通しているが、意味的、統語的特徴は異なっていると述べている。
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鷲尾(1995、1997)では、日本語の受身文の意味的特徴は「被害性」とされている。また、受
身文が表す出来事に被動作主が関与している「関与受身文」と関与していない「排除受身文」
に分けて受身文を分析している。関与受動文は、動詞の選択や様々な要因が被害性に関係して
いるため、文全体の意味と構文が直接的に結び付きにくいのに対し、排除受身文は「被害性」
と関係しているとしている。
木村（1991）は、受身文には二つのタイプがあるとし、その一つは能動文と対立するもので、
両者の間に変形関係が成立するものであり、もう一つは文にある事象を含んでいる派生的な受
身文であると述べている。前者を直接受身文、後者を間接受身文として区別しているが、両者
の意味は共通しており、「ある関与者（Y）が、ある事象を受けるということを述べた文」と
記述している。（Y）は一般に人間を表す名詞である。直接受身文と間接受身文の共通点及び
相違点については以下のように述べている。まず、述語の形は、動詞に「（ラ）レル」が付加
されることで両者は共通している。さらに、ある動作を受けるという意味構造も共通している。
しかし、直接受身文は基本的に共通の関与者を持つ能動文と対立関係があるのに対し、間接受
身文の場合は、ある事象に相当する基本文をうちに含み、それぞれ異なる事象を表す。その例
としては以下の文を挙げている。
68) 花子は太郎に自分の部屋で殴られた。(直接受身文)
69) 花子は太郎に自分の部屋で泣かれた。(間接受身文)
直接受身文は、能動文と同一の事象を表している。つまり、両者はどの関与者を中心に述べ
るかという立場の違いで対立している。一方、間接受身文と対応する能動文は二つの事象を表
現している。すなわち、69)の場合、「太郎が自分の部屋で泣いた」ということと、「太郎が
花子の部屋で泣いた」ということである。さらに、「太郎が泣いた」ことにより、花子が困っ
たことも意味する。また、意味役割に関しては、間接受身の主語は、意志性を持たないため、
（意味役割は）動作主ではなく経験者になると述べている。
仁田（1991）は、受身を下位分類し、直接受身を「まともの受身」、間接受身を「第三者の
受身」と命名し、それらの受身が両端とすると、その中間にもう一種の受身として「持ち主の
受身」が位置しているとしている。まともの受身は、能動文中に存在している「非が格」の共
演成分12を「が格」に転換し、それに従って「が格」の共演成分を「が格」から外した受身で
あるとしている。第三者の受身とは、元の動詞の表す動きや状態の成立に参画する共演成分と
しては含みようのない第三者を「が格」で捉えた受身であるとして、以下のような例文を挙げ
ている。
70) 僕は雨に降られた。 → 雨が降った。
71) 彼は警官に息子を殴られた。→ 警官が息子を殴った。
また、持ち主の受身とは、「を」格や「に」格などで表される共演成分の持ち主を表す名詞
を「が」格で取り出したものでありながら、意味的には、直接的に働きかけを被っている部分
や側面を消去したものである。以下はその例である。
仁田（1991）によれば、共演成分とは動詞の表す働きや状態の表現・成立に必須的に参画して
いる公正性要素のことである。たとえば、「食べる」であれば、食べ手たる「動作主」と「食べら
れる」ものである「対象」がこれであるとされている。
12
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72)

武志が頭を広志に殴られた。→ 広志が武志の頭を殴った。
↓
武志が広志に殴られた。

つまり、元の文に存在する「武志が頭を」といった成分から、直接働きかけを受ける「頭」
の持ち主たる「武志」を「が格」で取り出して、受身化したものであるとしている。
許（2004）は、受身文を直接受身と間接受身に大別している。直接受身文は述語動詞が表す
動作の影響を主語が直接的に受ける文であり、能動文と対応関係が成立するのに対し、間接受
身文は述語動詞が表す動作の影響を主語が間接的に受ける文であり、対応する能動文がなく、
基本になる文が受身文の中に埋め込まれる構造をなしていると述べている。さらに、直接受身
を「有情物受身」「非有物受身」の二種類に分類し、動作主の位置に現れる名詞句が「有情
物」か「非有情物」によって以下のようにパターン化した。
「有情物受身」→「＋＋型」、「＋－型」
「非有物受身」→「－－型」、「－＋型」
間接受身は、主語が基本的に有情物である為、動作の対象と主語との関係によって、「所有物
受身」と「非所有物受身」に下位分類している。
以上、日本語の受身分類に関する従来の研究を考察した。日本語の受身については様々な面
から数多くの分類がされているが、日本語の受身分類に当たっては、二つの点を基準とする研
究者が一般的であることがわかった。一つは受身文の表す意味であり、もう一つは主語が受け
る影響である。それらを区別するには、様々な用語が使われているが、本研究では、「直接受
身」と「間接受身」といった分類及び用語を採用する。また、ここでは、日本語の受身の中で
も間接受身に焦点を当てて考察を行いたい。次節は、日本語特有の間接受身の分析をより具体
的に見ていきたい。

4.2.2 日本語における
日本語における間接受身
における間接受身
間接受身とは能動文の名詞句に新たな名詞句が追加されて作られる受身のことである。間接
受身文は、新しく加えられた主体にとって、その出来事が好ましくない出来事であることを意
味する「被害受身」である。従って、有情の受身でもある。また間接受身は他動詞からだけで
はなく、自動詞からも作れるため、自動詞受身とも呼ばれる。
柴谷（1978）は、間接受身文に関して、間接文は、英文法の受身文と異なり、能動文の主語
及び目的語の置き換え規則で派生されるものではないと述べている。なぜなら、間接文にはそ
れに相当する能動文がないからである。
例：ア 私は母に去年死なれた。（間接受身文）→ ？*母が去年私を死んだ。（能動文）
イ 私は子供に一晩中泣かれた。（間接受身文）→ 子供が一晩中私を泣いた（能動文）
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また、柴谷は日本語の間接受身文は埋め込み構造13から述語繰上げ規則を経て派生すると述
べている。例に挙げた間接受身文を埋め込み構造にしてみると、以下のようになる。
図 9 間接受身文の
間接受身文の埋め込み構造
文

名詞句

私は

文

述語節

名詞句 副詞節 述語節

助動詞

母が

（ら）れた

去年

死ぬ

意味的には「私はある実態から影響を被った」「その実態とは母が去年死んだということで
ある」ということを示している。間接受身文が埋め込み構造から派生することについて、柴谷
(1978)は以下のように説明している。
統語的には、「（ら）れた」が主文の助動詞として設けられているので、前節で設
けた述語繰上げ規則14の適用を受ける。その後で刈り込み規則を適用し、補文の主語
であった「母が」の助詞を「母に」に調整すれば次の表層構造が導き出される。
図 10 間接受身文の
間接受身文の埋め込み構造

文
名詞句
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名詞節
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副詞節
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このように柴谷(1978)は、間接受身文を埋め込み構造から派生するものとしている。
日本語の受身分析に関する理論は 2 つある。まず一つ目は、長谷川(1964)、黒田(1965b)によ
って提案された統一理論「Uniform Theory」であり、もう一つ目は、Howard and Niyekawa
Howard、Kuno, N.Mc Cawley によって提案された非統一理論「Non-uniform Theory」である。
13

埋め込み文とはある文が他の文に埋め込まれている文である（柴谷 1978:80）。
述語繰上げ規則とは、助動詞を主文の述語節に含んでいる構造に適用され、補文の述語と主文の助動詞を結
合させる規則である(柴谷 1978:130)。

14
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統一理論「Uniform Theory」とは、直接受身文と間接受身文が同じ基礎的構造を持つというも
のであり、非統一理論「Non-uniform Theory」は、直接受身と間接受身に異なる基礎的構造が
あるというものである。
73

a)太郎は先生にしかられた(直接受身)
b)太郎は先生に花子をしかられた(間接受身)
c)先生は太郎をしかった(能動文)

統一理論に基づけば、以上の直接受身文も間接受身文も、73c)のような同じ能動文から派生
したものである。直接受身の場合はそれでよいが、間接受身の場合、能動文の目的語である
「太郎」と間接受身文のヲ格目的語(直接目的語)である「花子」の関係を明らかにする必要が
ある。非統一理論では、直接受身文と間接受身文はそれぞれ異なる能動文から派生するが、こ
のことは、再帰代名詞の「自分」を加えることで証明できるとして、柴谷(1978,1997)は以下の
ような例を挙げている。また、柴谷は以下のような例を挙げながら、間接受身文には両義性が
あるだろうと予測している。そして、埋め込み構造から派生する場合、自動詞を持つ間接受身
の場合も 他動詞を持つ間接受身の場合も、ともに、二つの深層構造が可能であるとしている。
例：私は母に去年死なれた(自動詞を持つ間接受身)
74a)私は母に自分の部屋で死なれた
b)私は[母が私の部屋で死ぬ]（ら）れた
c)私は[母が母の部屋で死ぬ]（ら）れた
例：花子は夫にサラリーをみんな使われた（他動詞を持つ間接受身）
75a)花子は夫に自分のサラリーーをみんな使われた
b)花子は[夫が花子のサラリーをみんな使う]（ら）れた
c)花子は[夫が夫のサラリーをみんな使う]（ら）れた
工藤(1990)は、間接受身を含めた現代日本語の受身文を以下のように分類している。
図 11
能動文
文

関係者受身文
受身文

直接対象受身文
直接受身文
相手受身文

当事者受身文
間接受身文(持ち主受身文)

図 11 は、工藤(1990)の内容を元に、門和 (2007)が作成したものである。
工藤(1990)は直接受身と間接受身の違いについて、「直接受身文は目的語(直接対象受身文は
ヲ格が主語となり、相手受動文はニ格、カラ格が主語となる)そのものが主語となるが、間接
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受身文では目的語の規定語(ノ格を中心に、ヲ格、カラ格)が主語となる。また、直接受身文は
行為を直接的に受けるのに対し、間接受身文は行為を間接的に受ける」と述べている。
杉本(1991)は、間接受身文とニ格名詞句を比較しながら、間接受身文の特徴を以下のように
挙げている。
(ア) 間接受身文は単純に客観的意味を述べるにとどまらず、被害の意味が加わる
（イ） 間接受身文のニ格名詞は、直接受身文のそれとは異なり、必須の要素である
（ウ）間接受身文のガ格名詞句は人間でなければならない
雲隠れしていた作家が編集者に見つかった
？動物園を逃げ出した馬が捕獲隊に捕まった
* 古い遺跡が調査団に見つかった
（エ）間接受身文のニ格名詞句は有生名詞でなければならない
鈴木さんがかわいがっていた猫に死なれた
*？山田さんが自転車に故障された

山下(2001)は間接受身に関して、迷惑受身のプロトタイプを取り上げている。そこでは、迷
惑受身の特徴として 5 つの点を挙げている。
（ア）主文に
主文に現れる
（イ）人称制限がある
人称制限がある
迷惑受身の「主語」は人であると言われている。 しかし、迷惑を被る主語と、迷惑の与
え手の表現には一種の制限が存在する。日本語には「ウチ」と「ソト」の人間関係が存在す
ると言われている。それが人称の階層にも反映している。
人称の階層
ウチ

ソト
私、私の息子、あなた、山田、知らない人、誰か

山下は、迷惑受身の「主語」にはウチよりの人聞が選択されると指摘している。
（ウ）恩恵を
恩恵を表す「～てもらう
「～てもらう」
てもらう」 とペアをなす
（エ）受け身の行為者は
行為者は「に」 で表される
受身文における行為者は「に」または「によって」によって通常表される。迷惑受身文の主
語は「によって」で現れると不自然に感じられる。
（オ）行為性の
行為性の述語である
述語である
受身文には行為・出来事を表すものと性質を表すものがあるとよく言われている。迷惑受身
は、主語になっている人がある行為を受けて、何らかの迷惑を感じていると見なすことがで
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きる。したがって行為性の述語であると言える。逆に状態性の述語として受け身が現れた場
合は迷惑性があまり感じられない。
以上、日本語における受身分類及び間接受身についての先行研究を取り上げた。日本語の間
接受身に関する研究は数多くあるが、以上で取り上げた研究を検討すると、以下のような点が
明らかになった。まず一つ目は、日本語の間接受身は、直接受身とは異なり、変形規則に当て
はまらない。従来の研究では、埋め込み構造、非統一理論などが挙げられているが、直接受身
とは異なり、二つの深層構造が考えられることが特徴である。その他の特徴として、対応する
能動文がない、意味的には被害性を表していることなどがあげられる。以下ではそれらの間接
受身文の特徴とシンハラ語の非意志的文を比較してみる。その目的は 1 節で述べたように非意
志的文の特徴を導き出すことにある。
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5. 非意志的文と
非意志的文と間接受身文
以上 4.2 では、日本語の間接受身について考察した。そして、4.1 では、非意志的文は直接受
身とみなしかねることを示した。しかし、Gunasingaha（1981，1985，1989）をはじめ一部の
研究者は、非意志的文を間接受身とみなしている。Gunasingaha(1981,1985,1989)が述べている
意味的受身は、その定義がはっきりしていないため、どのような意味で論じているのか不明だ
が、意味的受身が「対象の視点から語る」という意味を表すものだとすれば、以上に取り上げ
た非意志的文は意味的受身とも異なっている。なぜなら、非意志的文は「対象の視点から」と
いう意味を(必ずしも)持っていないからである。
まず、Gunasingha (1989 )による、非意志的文の一種である「動作主＋atiŋ」句の記述を例に
とる。Gunasingha（1989）では、46)の文章語の例にも 47)の口語の例にも、同じく「atiŋ」が
付加され、これが意味的受身の例として示されている。ここには明らかな問題があると思われ
る。Gunasingha（1989）では、「atiŋ」は、文章語ではまったく使用され得ない口語の表現で
あることだ。また、「atiŋ」は非意志的な行為の担い手を示すため、「atiŋ」が付加された行為
の担い手は動作主として扱うことはできないとし、故にそのような文には動作主が存在しない
と述べているが、その捉え方にも問題がある。筆者は行為が意志的であれ・非意志的であれ、
その行為の担い手が文の主語である限り、動作主のないものとして扱うことはできないと考え
る。Henadeera (2000)も同様のことを主張している。Henadeera (2000)も、シンハラ語では、意
志・非意志の区別と能動・受動はまったく別のものだと述べている。
本節では、非意志的文は間接受身とは別であることを証明したい。間接であれ、直接であれ
受身の意味は「何らかの動作･作用を受ける」側を主語とした文の構造である。間接受身とは
何らかの動作・作用の影響を主語となるものが間接的に受けることである。以下では、シンハ
ラ語の非意志的文を統語的特徴及び被害性との関連性という二点から分析する。まずは、統語
的特徴について考察する。

5.1 統語的特徴
シンハラ語の非意志的文と日本語の間接受身文を比較した場合、以下のような統語的特徴が
見られる。
間接的受身文は対応する能動文を持たない。しかし、非意志的文の場合、対応する意志的文
（能動文）がある。以下はその例を示す。
シンハラ語の非意志的文の例
76a)mage atiŋ mal pocchiya Kæduna （非意志的文）
I (Gen) atiŋ flower vas break (invol. past)
I broke the flower vase inadvertently.
b) mamə mal pocchiya kæduwa （意志的文）
I flower vas break(vol past)
I broke the vase.
77 a) e katawə ahala matə æduna （非意志的文）
That story listen I (Dat) cry (invol. past)
I cried inadvertently after hearing that story.
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b) e katawə ahala mamə æduwa （意志的文）
That story listen I (Nom) cry ( vol. past)
I cried inadvertently after hearing that story.
ただし、対格主語を持つ非意志的文は対応する能動文を持たない。
78) mawə wætuna （非意志的文）
I (Acc) fall (invol.past)
I fell.
日本語の間接受身文の例
79a) 私は母に去年死なれた
b)*母が去年私を死んだ
80a) 花子は夫にサラリーをみんな使われた
b)*サラリーはみんな花子を夫を使った
間接的受身は、動作主と動作の受け手が明らかに異なり、動作主と動作の受け手(直接目的
語と間接目的語)と対象というように項が三つあるのが特徴である。しかし、非意志的文では、
動作主と直接目的語以外に他の項はない。以下の例を参照されたい。
81) 花子は
Hanako

夫に
サラリーを みんな 使われた
Husband (Dat) Salary(Acc) all use (Passive Past)

間接目的語 行為をする人 目的語

受身動詞

Hanako was adversely affected by husband’s using the salary.
82) mage
I (Gen)

atiŋ
atiŋ

mal pocchiya
flower vase

動作主 非意志性マーカー

Kæduna
break (invol. past)

目的語

非意志的動詞

I broke the flower vase inadvertently.
例文 81)では、花子が間接目的語で、サラリーが直接目的語である。それ以外に「夫」とい
う動作主がいる。シンハラ語の例文 82)には、「mage atiŋ」という動作主と「mal pocchiya」と
いう直接目的語しかない。もし、直接目的語以外に間接的な影響を受けるものがいるとすれば、
それは動作主自身になる。しかし、以上のような文では、動作主自身が動作の影響を受けるか
どうかは不明である。おそらく、動作の影響を受ける場合もあれば受けない場合もあるだろう。
つまり、82)の直接的対象である花瓶が動作主自身のものであれば、「花瓶が壊れた」ことの
影響は動作主自身も被るだろう。しかし、その対象物の帰属は以上の文からはわからないため、
動作の影響が動作主にあるかどうかは判断できない。
文の構造に関していえば、シンハラ語の場合、意志的文（能動文）と非意志的文の構造は以
下のように句構造文法を元に記述できる。そこで明らかになるのは、変化が起きているのは名
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詞句の部分のみであり、述語句（VP）の部分は変化していないということである。主語の名
詞句と目的語の名詞句も移動しない。つまり、統語構造において、語順が変わらない。しかし
日本語の場合は、能動文と間接受身文の構造は大きく異なる。つまり、間接受身文の場合、複
文が含まれるというような構造をしている。以下を参照されたい。
図 13 シンハラ語
シンハラ語
意志的文
Mamə mal pocchiya kæduwa

非意志的文
mage atiŋ mal pocchiya kæduna

S
NP
N

S
VP

PP

NP

V

VP

PP

PP
NP

N
Mamə

NP

malpocchiya

P

NP

V

P

kaduwa

N
N

N

Mamə

ge

ata

in malpo
cchiya

kæduna

図 14 日本語
能動文
太郎さんが弟を殴った
S

NP

間接受身文
僕は太郎さんに弟を殴られた
S

VP
NP

NP
V

N

S

VP

NP

VP

N

NP

V

N
N
太郎さんが 弟を 殴った

僕は

V
れた

太郎さんが弟をなぐ
以上で示したように、シンハラ語の非意志的文と日本語の間接受身文は統語的に異なる構造
をしている。
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5.2 意味的特徴である
意味的特徴である被害性
である被害性
日本語の間接受身は「被害性」を意味するという特徴がある。シンハラ語の非意志的文も
「何らかの被害」を意味する傾向にある。まずは日本語における間接受身の場合、他動詞文で
も自動詞文でも被害性を意味することが可能であることを確認する。久野(1981)は、受身文で
被害性が現れるのは外的な（Extra）名詞句があるときのみであると述べている。
83) マリーはその指輪を泥棒に盗まれた (他動詞)
Mary(topic) the ring (Acc) thief (Dat)steal (Passive.Past)
Mary had the ring stolen on her by the thief.
84)ジョンが妻に死なれた (自動詞)
John(Nom) wife(Dat)die(Passive.past)
John was dead by his wife(lit)
Johne’s wife dead on him.
他動詞文の間接受身文の場合は、直接目的語及び主語、またはトピック（「は」格名詞句）
として現れる外的な名詞句が、自動詞文の場合は、主語として現れる外的名詞句が動作の影響
を受ける。例文 83)では「マリー」が、84)では「ジョン」が動作の影響を受けている。それら
の影響はマイナスの意味を持つものなもので、主語が何らかの不利、迷惑または被害を受ける
ことを表している。
Babby（1993）によれば、間接受身文の主語は動作を引き起こさない。むしろその逆で、主
語に何らかの事態が起き、主語はそれをコントロールできない。そのため、主語が被害性を経
験するということになる。
シンハラ語の非意志的主語と日本語の間接受身文の主語を比較してみると、日本語の主語が
動作を引き起こさないのに対し、シンハラ語の非意志的文の「atiŋ」名詞句と「tə」名詞句は
動作を引き起こす、または、動作に参与する。以下にその例を示す。
85) mage atiŋ pigana biduna
I (Gen)atiŋ plate break(Invol-pt)
I broke the plate inadvertently.
88) matə aduna
I (Dat) cry(Invol-pt)
I cried in advertently.
87) mawa kanden pahalatə peraluna
I(Acc) mountain (Alb) down (Dat) roll(Invol-pt)
I was rolled down from the mountain.
例文 85)では、動作主･主語の「mamə(I)」が述語動詞「biduna（break）」が表す動作を引き
起こしている。しかし、その動作は動作主が意志的に引き起こしたわけではない。その非意志
性を表現するために、動作主「mamə(I)」に「atiŋ」を加えている。そうすることによって、動
作主の「mamə(I)」を、直接ではなく、間接的に、または控えめに、表現することができる。
このタイプの文は、動作主にとって当該の動作が好ましくない場合に用いられるが、動作が動
作主・主語にとって好ましいものではないという点で、日本語の間接受身と類似している。し
かし、動作の影響を受けるという点では、非意志的文の動作主･主語は間接受身の主語と異な
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っている。そのため、間接受身で現れる「被害性」に近いとも言えるが、シンハラ語における
非意志的文の動作主・主語はむしろ「反省」を表現している。86)の述語動詞は自動詞であり、
格は与格「tə」である15。この場合も動作は主語にとって好ましいものではない。
また、動作のコントロール性に関しては、間接受身文の主語の場合は、そもそも述語動詞と
内的に関係しているものではなく、外的に現れたものであるため、動作をコントロールできな
い。それに対し、シンハラ語の非意志的文では、「atiŋ」名詞句の場合も「tə」名詞句の場合
も、動作主・主語がそもそも動作をコントロールできることが前提である。その意味で、非意
志的文からは「被害性」よりも「反省」という意味がより強く含意されると考えられる。
しかし、「wə」名詞句の場合は状況が異なる。「wə」名詞句を伴う非意志的文動作を引き
起こさない。主語は動作を引き起こすものではなく、動作の影響を受けるものである。さらに
日本語の間接受身と同様に「被害性」をも表現している。また対応する能動文がないという点
も日本語の間接受身と類似している。しかし、この文も、間接受身とは見なせないと考えられ
る。なぜなら、「wə」名詞句を伴う非意志的文の場合、主語は述語動詞の動作の影響を間接
的に受けるとは考えられないからである。つまり、「wə」名詞句を伴う非意志的文の場合、
動作の影響は間接的にではなく直接的に受けている。この点で、この種の「wə」名詞句の非
意志的文は、間接受身と見なすことはできない。また、この種の文には、動作の担い手が示さ
れない。そして、動詞は他動詞ではなく、自動詞である。この点で、直接受身と見なすことも
不可能である。この種の非意志的文については、第 6 章で改めて詳細に述べることにする。こ
こで主張したい点は、「wə」名詞句の非意志的文は受身の一種と見なすことができないとい
うことである。

15

このように、与格名詞句の場合、述語動詞が自動詞になる場合が多い。しかし、一部の動作動詞(食べる、飲
むなど)が与格主語を取る場合もある。
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6.まとめ
まとめ
「受身」を下位分類した場合、一般に「直接受身」と「間接受身」があるが、その両者を比
較してみた結果、シンハラ語における非意志的文は受身の一種ではないことが明らかになった。
非意志的文は、動作主の非意志的な動作･行為を意味するものであり、受身のように、動作の
影響を受けることを表すものではない。また、日本語における間接受身と比較し、「被害性」
との関連性についても触れたが、間接受身の場合の「被害性」は、主語になるものが、他者が
引き起こす行為･動作による影響を受けるのに対し、非意志的文の場合はそのような「被害
性」が現れないことを以上第 5 節で示した。また、非意志的文の場合も、当該の動作が動作主
にとって好ましいものではないということを表現しているが、そこに現れるのは「被害性」で
はなく、自分が起こした動作に対する動作主の「反省」であることも明らかになった。そのた
め、非意志的文を「受身」の一種とみなして来た研究者も一部にいるが、筆者は、非意志的文
は受身とは異なるものであると主張したい。
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第五章
シンハラ語
シンハラ語の使役･
使役･起動交替、
起動交替、逆使役
および非意志性
および非意志性
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シンハラ語
シンハラ語における使役
における使役･
使役･起動交替、
起動交替、逆使役および
逆使役および非意志性
および非意志性
1. はじめに
シンハラ語における非意志性が他の文法範疇と混同されることが多いことは第 4 章で示した。
第 4 章で示したように、非意志的文は典型的な受身にも間接受身にも関係しない独立したもの
である。一方、シンハラ語に関する最近の研究では、使役･起動交替や逆使役なども話題にな
っている。シンハラ語の使役･起動交替についてはさほど多くの研究は見られないが、重要な
ものとして Henadeera(2002)及び Beaver and sZubair(2008), Beavers and Zubair(2010)などを挙げる
ことができる。Henadeera(2002)は、シンハラ語の一部の動詞が使役･起動交替に当たるとみて
いるが、意志性と使役･起動交替はまったく無関係であると述べている。Beavers and
Zubair(2010)でも同様にシンハラ語に使役・起動交替があるとしているが、意志･非意志動詞分
類との関係については、Henadeera(2002)とは異なり、意志的他動詞は使役、非意志的自動詞は
起動を表すと述べ、両者を関連するものとして捉えている。
本章の目的は、シンハラ語の使役･起動交替や逆使役文について具体的に分析し、意志性と
の関連性を導き出すことにある。シンハラ語の動詞は形態的に意志･非意志に分類できるので、
意志性はシンハラ語の文法において広い範囲に影響を及ぼしていると推定できる。「逆使役」
の規定にも当てはまる「対格主語を持つ文」も、意味的には非意志性が含意されることを示し、
それを根拠として、本研究においては非意志的文の一種とみなす。このような文は Beavers
and Zubair(2010)では、形式的起動文と呼ばれ、外的動作主が考えられることから、意味的には
「受身」として扱われている。しかし、ここでは、それらの文には、外的動作主が現れること
はないこと、さらに、意味的には「受身」よりも「非意志性」が含意されていることを示した
い。
そのため、まず、2 節では先行研究を概観し、3 節でシンハラ語における使役･起動交替の分
析を行う。4 節ではシンハラ語や日本語における逆使役文を分析し、逆使役と非意志性との関
連性を示す。5 節はまとめである。
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2. 先行研究
2.1 Gair(1971)
Gair(1971 )では、P 動詞（受身動詞）は 3 種類の文に現れるとし、それらを、「非意志的文
[N-d(N)V]」「非動作的文[N(-a)V]」「受身文[N atiŋ N(-a)V]」と呼んでいる。本研究で、「対
格主語」を持つ非意志的文として扱う文は、そのうちの「非動作的文（inactive sentences）」
にあたり、Gair(1971 )では、以下のような例文が挙げられている。
88a) Minihawə bimə wætuna
man(Acc) ground fall(p.past)
He fell down.
b) Hulagatə gaha wætuna
wind(Dat) tree fall (P. past)
The tree fell from the wind.
これらの「非動作的文」の場合、文の示す事態は何らかの外的な力を受けて起こっている。
主語自身には内的な力がない。つまり、コントロール性がないということである。
以上の 2 つの例文を検討すると、両者は明らかにその性質を異にすると言える。主語が有生
名詞であるか無生名詞であるかという違いである。両者とも内的な力がないという点では共通
しているが、a)の場合、b)に比べて非意志性がかかわっていると考えられる。（この点に関し
ては以下 4 節で詳細に述べる。）そのため、a)と b)を同じ扱いにすることは不可能であろう。
本研究においては以上の a)の種類を対格主語を持つ非意志的文、b)の種類を自発として分類す
る。

2.2 Deepthi Kumara Henadeera(2002)
Henadeera(2002)では、本論文における「対格主語を持つ非意志的文」を、動作主を欠く文の
一種として扱っている。Henadeera(2002)によると、動作主を欠く文とは他動詞節の動作主的
NP が削除されたものであり、動作主性を含意しない事態または出来事を表すものである。以
下、Henadeera(2002)の挙げる例である。
89 a) Balala miyo maranawa
Cat(Nom) mouse (Acc. Pl) kill (Vol.Prese)
The cat kills mices.
b) Dosthara atiŋ ledawə mærenawa
Doctor (Instr) patient (Acc) kill(invol.Prese)
The doctor accidently kills the patient.
c) Miyo mærenewa
Mouse (Acc.Pl) die
The mice die.
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例文 89a)、b)とは異なり c)では、動作主が示されていない。また項が一つに限定されている。
Henadeera(2002)は、この場合の項は他動詞文の目的語を表していると述べている。動詞の形が
b)の場合と同じではあるが、動作主が存在しないという点では b)と異なる。Henadeera (2002)
では、c)のような文は「逆使役」であり、非意志的文ではない、すなわち、非意志性は含意さ
れないと述べている。
さらに、動作主を欠く文には、動作主が「仰制（suppression）」された結果、動作主を欠く
文にみえるものと、そもそも、動作主が存在しない文があると述べている。Henadeera によれ
ば、動作主を「仰制」している文は動作主を欠く文とは異なる。
また、シンハラ語では、項の省略「pro-drop」が一般に許されるため、以下のように文頭で
「動作主」を表面に表わさないことも可能である。
90) Dorə æriya
Door open(vol.prese)
[Someone ] opened the door.
これらの文も動作主を欠く文の類には入らないとしている。
さらに、動作主を欠く文は、幾つかの他動詞に対応する自動詞からしか作れず、すべての動
詞から作れるものではないと述べている。
ここで重要なポイントは、Henadeera(2002)が、この動作主を欠く文、つまり「目的語の項の
み持つ文」を非意志性とはまったく無関係なものとみていることである。本研究では、その種
の文を、動作主を欠く文または逆使役文とする点は否定しないが、多くの場合において、逆使
役でありながらも非意志性が含意されているということを主張したい。

2.3 Beavers and Zubair (2010)
Beavers and Zubair(2010)は、シンハラ語には、使役動詞・起動動詞交替(causative/inchoative)
が存在すると述べている。また、本研究で「対格主語を持つ非意志的文」として扱っている文
を「対格文」と呼び、それをさらに二種類に分けている。それらは外的に動作主が存在する文
とそうでない文である。その例として以下のものを挙げている。
91a) Nimal giluna/*giluwa
Nimal drown(Invol.past/vol.past)
Nimal drowned.
b) Nimalwa giluna/*giluwa
Nimal (Acc)drown(Invol.past/vol.past)
Nimal was drowned (by someone).
91 a)では動作主は含意されないが、b)では、外的に動作主が含意される。また b)の文は、受
身に似ている。しかし、統語的には受身とは異なり、動的動作主が存在しない。そのため、形
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式的には起動的（Inchoative）あるいは事態・出来事を意味しているとしている。ここで注目
すべき点は、対格を持つ文の場合、外的に動作主の存在が含意されるという判断である。なぜ
なら、動作主の存在は逆使役文の基準となるからである。Beavers and Zubair(2010)はシンハラ
語の逆使役について、以下のように述べている。
We argue that anticausativization in Sinhala is in fact technically independent of the
volitive/involitive stem contrast. Rather, it is the result of a process of causer suppression by
which a causer argument unspecified for agentivity is deleted from the verb’s argument structure,
but is left present in the underlying event representation. The suppressed causer may in turn be
interpreted in one of two ways: (a) coreferential with an argument still on the verb’s argument
structure, yielding a true inchoative reading or (b) external to the argument structure, giving rise
to a passive-type reading, and this is what is reflected in the subject case alternation.
Beavers and Zubair(2010)
以上の記述からすると、b)の文では、動作主の意味役割は外的には存在するが、意味的には
受身に似た意味で解釈できると考えられる。
また、Beavers and Zubair(2010)は、逆使役動詞と主格主語との関係について論じる際に、シ
ンハラ語では主語の省略「Pro-drop」が一般に（その他の文法機能を表す語をも含め）容認で
きると述べたが、その点から、以上のような逆使役文も分析できるとしている。また、逆使役
動詞が主語を省略した他動詞になる可能性もあると述べている。
意志性との関連性については、シンハラ語における意志・非意志の区別は使役・起動的
（inchoative）交替をも表すと述べ、意志的他動詞は使役を、非意志的自動詞は起動性
（inchoative）を表すとしている。さらに、シンハラ語における起動性は主語・対象の格交替
をもたらすと述べている。例えば、主格は実際の起動性（inchoative）を意味し、対格は受身
を意味する形式的な起動性（inchoative）を示す。彼らが主張する点は、以上の二種類の起動
文（inchoatives）は、逆使役化によって、動作主の動作主性が表されないという共通点を持っ
ているが、異なる二種類の方法、つまり、再起用法として（動詞の意味役割に関連する他の項
として）または、外的結合を通して、異なった解釈ができるということである。これらの点は
逆使役化の理論に対して重要な役割を果たすものであり、従来、逆使役には一つの分析しかさ
れてこなかったが、このように見ると、二タイプの逆使役文が現れるとしている。
以上で取り上げたように、シンハラ語にはいくつかの種類の起動文がある。主格で現れる場
合もあれば対格で現れる場合もある。ただし、対格で現れる場合、外的な動作主が存在すると
いう点には、賛成できない。本論文では、これらの対格主語を持つ文は内的にも外的にも動詞
の意味役割として動作主を持たないと考える。以下 4 節で詳細に述べる。
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3. シンハラ語
/ inchoative alternation)
シンハラ語における使役
における使役･
使役･起動交替(causative
起動交替
「使役・起動交替 （causative-inchoative alternation）」は、他動詞・自動詞の対応関係を示す
ものである。対応する他動詞の目的語を主語とし、自動詞的概念を表すものは使役・起動交替
であるといえる。この捉え方では、他動詞が基本動詞であり、自動詞は他動詞から派生するも
のであるという考え方を元にしている。つまり、他動詞が基本であって、自動詞は「反他動化
（もしくは反使役化）」によって派生したものだと捉えている。しかし、この捉え方を適用で
きない、もしくは、反対の方向性を持った言語、すなわち、自動詞が基本的で、他動詞は「使
役化」によって派生したものと見なした方がよい言語もあるだろう。これは対象とする動詞の
概念によっても、また、言語によっても異なり得ると考えられる。
使役･起動交替で他動詞が基本動詞となる場合、以下のような例が挙げられる。以下は英語か
らの例文である。
92

a) John broke my computer. 他動詞用法（コンピューターは目的語）
b) My computer broke.
自動使用法（コンピューターは主語）

以上の例を見ると、92a)の目的語が 92b)では主語の位置に上がっている。a)は他動詞または使
役用法であり、b）は自動詞または逆使役用法である。a)と b)を比較すると、b)では項が一つ、
つまり、動作主を表す項が削除されているのがわかる。英語の場合、他動詞用法、自動使用法
ともに、同一の動詞形式を使用できることが以上の例から明らかである。
しかし、日本語の場合、他動詞用法と自動使用法では異なる接尾辞が使用される。シンハラ
語もどちらかといえば、日本語に似ており、他動詞と自動詞が異なる形式で現れる。ただし、
他動詞･自動詞の分類に当たっては、形態的規則性がみられない。また、シンハラ語の場合は、
他動詞が基本的なものであり、自動詞は逆使役化によって派生したものであると考えられる。
以下はシンハラ語からの例文を示す。
93 a) mamə kompyutarayə kæduwa
I(Nom) computer(Def) break (tran,past)
I broke the computer.
b) Kompyutarayə Kæduna
computer(Def) break (intran,past)
The computer broke.
以下は、Henadeera (2002)がまとめた使役･起動交替動詞のリストである。このリストからも
わかるように、シンハラ語の場合、同一の形式が使役と起動の両方の意味で使用されることは
ほぼないといっていいだろう。
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表 18 シンハラ語
シンハラ語における使役
における使役･
使役･起動動詞リスト
起動動詞リスト
他動詞･使役（意志）

起動（非意志）

ussanawa

Lift

Issenawa

Rise

maranawa

Kill

Mærenawa

Die

arinawa

Open

Ærenawa

Open

kadanawa

Break

Kædenawa

Break

bindinawa

break(glass/pots)

Bindenawa

Break

ellanawa

Hang

Ellenawa

Hang

palanawa

Split

Pælenawa

Spilt

karakanawa

spin/turn

Karakæwenawa

Spin

welanawa

Twine

Welenawa

Twine

wawanawa

Grow

Wæwenawa

Grow

wleelanawa

Dry

Weelenawa

dry in the sun

peralanawa

roll/fell

Peralenawa

roll/fell

halanawa

Spill

Hælenawa

Spill

niwanawa

put out (fire)

Niwenawa

die/stop

pathuranawa

Spread

Pæthirenawa

Spread

hu:ranawa

Scarcth

Hi:renawa

be scratched

uduranawa

pull up

Idirenawa

be uprooted

akulanawa

fold /twine

Ækilenawa

be shriveled up

beranawa

get someone out of trouble

Berenawa

escape

hollanawa

Shake

Hellenawa

Shake

Henadeera(2002)によれば、シンハラ語の動詞のすべてが、このように使役･起動交替を持つ
わけではない。まず、使役･起動交替をしない他動詞もある。また、自動詞の場合も使役･起動
交替が見られないものがある。Henadeera の推定によれば、使役･起動交替の有無を決めるのは
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動詞の語彙的な意味であるという。この件に関して Henadeera（2002）は以下のように述べて
いる。
Verbs that share certain semantic properties pattern differently from others which do not share the
same semantic property. It is because of this reason that some transitive verbs can be used
intransitively, but not others.
Henadeera（2002）

以上のような記述は、シンハラ語の他動詞･自動詞の区別に当たって特に新しいものでは
ない。つまり、従来から、シンハラ語の自他分類は形態的なものではなく、統語的または語
彙的な区別であると言われてきた。その点は、使役･起動に関しても同じだといえる。
ここでは、本研究の第 3 章で提案した動詞分類を元に使役･起動交替の位置づけを示す。
本研究での動詞分類においては、動詞を有生性を元に、有対動詞と無対動詞に分類し、有対
動詞はさらに意志性を元に意志動詞と非意志動詞に分類できることを示した。また、無対動
詞は動作主がいないという点を元に、自発と名付けた。シンハラ語の動詞は、動作主が関わ
る場合、ほぼすべてが形態的に意志･非意志に分類できる。Henadeera（2002）が使役･起動
交替としてあげている以上のすべての動詞も、主語が有生である場合、意志･非意志として
区別できる。つまり、シンハラ語の場合、使役･起動交替という分類には当てはまらない動
詞が一部あるが、有生性があれば、意志･非意志分類が該当しない動詞はないと言っていい
ほど、意志･非意志は生産力が高いといえる。
しかし、ここでは、Henadeera（2002）が述べている使役･起動交替を否定はしない。以上
の使役･起動交替は、本研究の「自発」の範囲に入る。しかし、自発の中には、他動詞対応
がある動詞も他動詞対応がない自動詞も含まれるという点では、以上の使役･起動交替とは
多少異なる。逆に言うと、「自発」にはより広い範囲の動詞が含まれるのに対し、使役･起
動交替は派生する動詞または対応がある動詞のみの関係を示す。
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４. シンハラ語
シンハラ語における逆使役
における逆使役
4.1 逆使役とは
逆使役とは
逆使役(anticausative)という概念は、Nedjalkov and Sil'nickij (1969)によって提唱されたも

のであり、使役(causative)に比べて新しい概念である。Kulikov(2001)によれば、逆使役と
は、基礎構造から項が削除されたものである。英語では「anticausative」「decausative 」
「non-causative」といった様々な用語が使用されるが、そのすべてが大体同じ概念を示し
ている。以下は Kulikov(2001 )で逆使役の働きを示す図である。
図 15 逆使役の
逆使役の働き
A 使役構造

X

Y

S

DO

B 逆使役構造

Y

⇒

－

S

以上に示したように、逆使役文では、A の使役構造から X 項が削除される。また、他動
詞から派生した動詞が述語に来る場合、使役述語の方が形態的に無標で、逆使役述語の方に
接尾辞などのプラス α の要素が加わる。
逆使役文と受身文を比較すると、受身文では、動作主が主語としては現れないものの斜
格要素として出現し得るが、逆使役文においては、どんな形であれ動作主が出現すること
はない。その意味で、受身文は、統語的には自動詞的であっても、意味的には他動詞的であ
ると考えることもできるが、逆使役文は統語的にも意味的にも自動詞的だと考えられる。つま
り、逆使役は項が一つ減るので、自動詞化の一つと考えられるということである。
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4.2 シンハラ語
シンハラ語における逆使役
における逆使役
近年の研究では、使役･起動交替の関係は逆使役化を通して記述できると言われている。以
下では、シンハラ語の場合を考察する。
使役･起動交替の語彙概念構造（動詞「壊す」の場合）
7a) mamə kompyutarayə kæduwa
I computer broke (vol.past)
I broke the computer.
使役状態変化
[[x Action y] Cause [ Become [y be broken]]]

(動作主・主語）（対象･目的語） （対象･目的語）
mamə
kompyutarayə
kompyutarayə
b) Kompyutarayə Kæduna
Computer break(invol.past)
Computer broke.
起動状態変化
[Become[y Be broken]]

(対象･主語)
Kompyutarayə
a)では、/kæd (break)/という動作を引き起こす動作主が主語の位置にあり、/komputarayə
(computer)/は対象･目的語の位置にある。それに対し、b)では、a)の目的語が主語の位置に現れ、
自らの動作で状態変化を起こしている。動作主は存在しない。
しかし、シンハラ語における主語と目的語の関係は、常にこのように単純に記述できるわけで
はない。以上の例に現れている目的語は無生名詞だが、有生名詞目的語が来る場合は、以下の
ように、主格や対格として現れることもある。
8a) Pusa miyawə mæruwa
Cat(Nom) mouse(Acc) kill(Vol.past)
Then cat killed the mouse.
b） Miya mæruna
Mouse(Nom) die
The mouse died.
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9a) Nimal Lamayawə wættuwa
Nimal (Nom) child (Acc) fell
Mother dropped the child.
b) Lamaya wætuna
Child (Nom) fell(invol.past)
The child fell.
c) Lamayawə wætuna
Child (Acc) fell(invol.past)
The child fell.
例文 8b)と 9b)は、4.1 で取り上げた規定により逆使役文とみなせる。つまり、他動詞あるいは
使役動詞に当たる動詞類から派生する動詞が述語に使われており、動作主が削除されている。
ここで、両者の共通点は目的語が有生名詞であることである。それぞれの主語をみると、8b)
と 9b)では主格をとっている。それに対し、9c)では対格をとっている。8b)と 9b)は、問題なく
それぞれ 8a)と 9 a)の逆使役文と見なすことができるが、9c）はどのように扱えばよいのだろ
うか。Beavers and Zubair（2010）は 9b)および 9c)の両方とも逆使役とみなしているが、実際の
逆使役は主格主語を持つものであり、対格主語を持つものは、外的動作主の含意があるため、
形式的には逆使役だが、意味的には受身であると述べている。つまり、シンハラ語の逆使役文
の場合、以上に示したように、主格主語を持つ場合と対格主語を持つ場合16二通りがあるとい
うことになる。
本研究では、9c)は「対格主語を持つ非意志自動詞」、8b） と 9b)は格変化を伴わないため、
自発に分類した。動詞の形は同じであるが、9b)と 9c)を異なる種類に分類したのはそれぞれの
特性を元に分類したからである。つまり、「非意志性」を表すという点で 9b)と異なった特徴
を示すため、9c)は「対格主語を持つ非意志的自動詞」の類に分類する。Beavers and Zubair
（2010）は逆使役の分類に当たって、9c）の主語が「対格」で現れるため、外的動作主の含意
があると述べている。しかし、母語話者の判断に基づけば、9c）のような場合、新たな外的動
作主を考えることはできない。以下では、9c）のような対格主語が使われる文を分析する。以
下にいくつかの例を挙げる。
10 a) atanə polowə lissala, lamayawə wætuna
There ground slip(Past pcpl/la/), child (Acc) fell
The child fell down as the ground was slippery.

16

文中の動詞と一致する語を主語という。「対格主語」は対格を持っているため、典型的な文法的
主語には当たらないが、述語動詞との結びつきが強く、述語動詞の形と一致していることから、主
語と呼ぶ。
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b) mal kadannə gihin, mawə wætuna
flower pluck go(past participle), I (acc) fell(Invol.Pats)
I fell down when I was plucking flowers.

c) kudayak nætuwə gihin, wæssatə mawə næuna
Umbrella without go(past participle) rain (Dat) I (Acc) soak(invol.past)
I got soaked because I went without an umbrella.
d) kalabaletə duwannə gihin, mawə meke hæppuna
haste(Dat) run go (past participle) I (Acc) this(Gen) bump
I was bumped here as I was run hastily.
以上のような対格主語文をみると、直前には何らかの原因あるいは手段を示す文が置かれる。
そうでなければ、常に以下のように疑問文が続く。
11a) kohomadə wætune
How fell (Past)
How did you fell?
b) Mokak karannə gihinndə wætune
what do
go(pastparticiple) da(qw) fell
what were you going to do to fell (like that)
つまり、そのような出来事または事態がどのように発生したのか、またどのような原因で発
生したのかが問われている。しかし、中の意味から考えると、動作主は必要がない。それは、
以下の c)のような疑問文が現れないことからも説明できる。
c) kauda wættuwe
who make fall (causative.past)
Who made you to fall?
そのため、Beavers and Zubair（2010）が述べていることとは異なり、対格主語を持つ非意志
的文は外的動作主を含意しないと主張したい。
ここで、なぜ主語が対格を取るのかを考えたい。以上で述べたように、対格主語を持つ非意
志的文の直前には、文の意味する出来事を発生させた何らかの原因が示されることが多い。そ
の原因は、Beavers and Zubair（2010）が述べているような外的動作主として扱うことは難しい
が、潜在的な主語の役割を果たすものとしては考えられる。そのため、対格主語文の主語が主
格ではなく対格で現れるのだろうと推定できる。原因を示す文は対格主語文の直前に現れる場
合もあれば、現れない場合もある。また、これらの原因を示す部分は文の意味理解に不可欠な
要素ではない。しかし、具体的に現れなくても存在すると推定されるこれらの原因文があるか
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ら、後半部分の主語に対格が付与されると考えられる。さらに、述語動詞によって主に語られ
ているのはこれらの対格を持つ名詞句であるため、それらの対格を持つ名詞句を目的語または
対象として扱うことは不可能である。そのため、「対格主語」と呼ぶのがふさわしいと考える。
例えば、以上の例文 10)と 11)を考察しよう。まず、10 a)と 10b)の述語動詞は/ wætuna /であ
り、文の後半には、主語が対格の形で現れている。10 a)の前半では、転んだ原因として「床が
すべって」いたことをあげていて、10b)の前半では、「花を摘み取ろうとしたときに」転んで
しまったと述べている。これら二つの文を考えると、文の述語である/ wætuna /という出来事
は、それを起こした人または動作主を含意しない。従って、対格で表示された主語自身が述語
の行為または出来事に責任を持つことになる。しかし、一方で、文の前半で背景となった状況
や理由が説明されているため、主語自身には責任がないとも考えられる。例えば、10 a)の場合、
転んだ原因は「床がすべる」であり、10b）の場合の、転んだ原因、または背景は「花を摘も
うとした」行為である。この原因、また背景は、動作主的特性を満たしているものではないた
め、動作主として扱うことは不可能であるが、潜在的に主語17の役割を果たしているものとみ
なすことは不可能ではない。このとき、前半部分で述べられた行為が他者の引き起こしたもの
であれば、責任はその他者にあるだろうし、後半の対格主語自身が引き起こしたものであれば、
責任は対格主語自身が持つことになる。どちらにしても、これらの文では、主語の視点からは
好ましくない、または望ましくない出来事が起きていること自体は否定できない。そのため、
これらの文は非意志的であると考えられる。また、これらの文には、述語動詞が表す行為を引
き起こすもの、または参与するものが、対格を持つもの以外に存在しない。そのため、このよ
うな文は、「対格主語を持つ非意志的自動詞」と呼ぶのがふさわしいと考えられる。
以上見てきたように、シンハラ語の場合、有生名詞主語の現われ方が 2 種類あると考えられ
る。その中で、対格主語を持っているものに関しては、動作主が存在しなくても、潜在的な主
語が存在すると推定できることからいわゆる「逆使役の定義」から外れると考えられる。しか
し、主格主語を持つ文に関しては、逆使役としてみなされると考えられる。そこで、シンハラ
語の場合、逆使役に当たるのは無生名詞主語が現れる場合と主格主語で現れる有生名詞の場合
に限ると判断できる。
シンハラ語の逆使役の状況をさらに明らかにするため、日本語の場合と比較してみよう。以
下は日本語の場合を考察してみる。

17

潜在的な主語とはいっても、典型的な主語を意味するわけではない。非典型的に、述語動詞から
主となるものを意味する。
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4.3 日本語における
日本語における反使役
における反使役と
反使役と脱使役
影山（1996,2000）は、日本語の使役交替には 2 つの操作があると指摘している。その一つは、
反使役であり、もう一つは脱使役であるとし、以下のような例を挙げながら反使役と脱使役の
構造を説明している。
1）反使役

[x CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]]] → [x=y CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]]]
（影山2000:41）

2）脱使役

[x CAUSE [ y BECOME [ y BE AT-z ]]]

（統語構造での現れ）Ø

内項
(影山2000:35）

どちらの操作も、使役構造を持つ他動詞の語彙概念構造に適用されて自動詞を派生するもの
である。反使役は、本研究で逆使役としているものを指していると考えられる。反使役は「破
る―破れる」や「外す―外れる」ようなペアに適用され、語彙概念構造において使役者と被使
役者を同一物とみなすものであり、次のように表される。
12）a. 取っ手が勝手に外れた。
b. 紙が勝手に破れた。
c. ページが勝手にめくれた。（影山 1996：189）
13）a. *? 左手を使って、ページがめくれた。
b. *? ドイツ製のはさみで、布がていねいに切れた。
c. *? ペンチでつかんで、ねじが外れた。（影山 1996: 190）
14）a. ロープよ、切れないでくれ！
b. しみよ、きれいに取れてくれ！
c. ひもよ、ほどけるな！ （影山 1996: 190）
（12）の副詞「勝手に」は、「動作主なしに」を意味するので、この副詞と共起することは、
使役主がもはや使役主ではなくなっていると考えることができる。この点は、（13）のように、
動作主の動作様態や手段を表す表現と共起できないことでも示される。状態変化を司っている
のは対象物そのものであるのだから、（14）のような命令文も適格になる。
脱使役は「植える―植わる」や「掛ける―掛かる」のようなペアに関わるもので、使役構造
の語彙概念構造において、使役主を不特定の人物（Ø）として抑制するという外項抑制の働き、
すなわち「脱使役化」で、次のように定式化されている。この使役交替ペアの自動詞は、意味
的には動作主の存在が前提とされる。たとえば「木が植わる」は、誰かが木を植えるという使
役行為が前提とされ、「絵が掛かる」には、誰かが絵を掛けることが前提となる。しかし、動
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作主は意味的に理解されるだけで、動作主を統語的に表示することはできない。つまり、動作
主は、意味的に含意されるだけで、統語構造に反映させることは一切できない。従って、「わ
ざと」や「ていねいに」というような動作主指向の副詞や、「～するために」という目的節と
共起することはできない。
15） a. * 市の職員によって桜の木が公園に植わった。
b. * ボランティアの学生によって募金が集まった。
16）a. * わざと、壁にグロテスクな絵が掛かっている。
b. * 箱にていねいに品物が詰まっている。
c. * プライバシーを守るために、生垣が植わっている。（影山 1996: 187）
また、反使役化の場合とは異なり、動作主は意味的には存在するため、「勝手に」との共起は
許されないし、命令文も不適格になる。
17) a. * 勝手に、箱に本が詰まった。
b. * 勝手に、庭に木が植わった。
c. * ピカソの絵が勝手に壁に掛かった。（影山 1996: 189）
18） a. * 木よ、植われ！
b. * 絵よ、壁にうまく掛かれ！
c. * 本よ、箱にきちきちに詰まるな！（影山 1996: 190）
ここで、シンハラ語における「主語＋対格」文と「主語＋主格」文を日本語の場合と比較し
てみよう。まずシンハラ語の「主語＋主格」文は、上述の「反使役」類に対応するといえる。
主語が対格で現れる場合は、逆使役とみなすのが難しい。主語が「対格」で現れるため、動作
主が他に存在すると思われがちだが、実はそうではない。しかし、潜在的主語の存在は考えら
れる。その潜在的主語は、使役者として扱うことはできないのも事実である。なぜかというと、
潜在的主語は動作主的性質を持つものではなく、それ自体、自動的なまたは自発的な出来事に
当たるものだからである。しかしながら、その潜在的な主語の存在がこの種の文を逆使役の規
定から外す働きをしていると思われる。また、Beavers and Zubair（2010）が述べているように、
この種の対格主語を持つ文を受身扱いすることは不可能である。それは、受身の場合は何なら
かの形で動作主が存在するからである。
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５．まとめ
以上、シンハラ語の使役･起動交替および逆使役文についての考察を行った。先行研究の中
には、シンハラ語に使役･起動交替があると述べているものもある。しかし、シンハラ語の動
詞全般を考察すると、使役･起動交替が占めるのはごくわずかな範囲であると主張したい。つ
まり、本動詞とその本動詞から派生する動詞のペアのごく一部が使役･起動交替に当たる。そ
のため、本動詞とその派生形式を区別する形態的特徴は使役・起動交替を示すものであるとい
いきれないと考えられる。
逆使役文については、シンハラ語の場合、文構造からすると、主語が主格で現れる場合と対
格で現れる場合を分析してみた。そこで、シンハラ語の主格主語、対格主語と脱使役、反使役
の関係は以下の通りになると考えられる。
図3
脱使役

反使役・逆使役
主格主語
自発

受身
対格主語
非意志的

多くの場合、主格主語の文には反使役・逆使役の特性、対格主語の文には反使役・逆使役と
受身の間の特性が見られると判断できる。
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第 六章
非意志的文の
非意志的文の格及び
格及び述語動詞の
述語動詞の関連性
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非意志的文の
意志的文の格及び
格及び述語動詞の
述語動詞の関連性
1.はじめに
はじめに
第 3 章でシンハラ語の動詞分類における意志･非意志区別について考察を行った。シンハラ
語の場合、意志・非意志の区別は形態的に表されるものであり、シンハラ語の特徴の一つとし
て挙げられる。中でも、非意志的文は、インドアーリアの語派の言語の中でも特徴的なものだ
といえる。それにもかかわらず、シンハラ語の非意志的文に関する研究はさほど多くない。そ
のため、本研究では、特に、非意志性に焦点を当て、詳細な再分析を行いたい。
シンハラ語の場合、他動詞も自動詞も非意志性を表すことができる。そのため、第 3 章で示
したように、非意志的文は非意志的他動詞文と非意志的自動詞文の二種類に分けられる。
以上の 2 種類の文に共通している点は、述語動詞が非意志的動詞であるということにある。
基本的には、意志動詞から派生した動詞が非意志動詞になるが、そもそも語彙的意味として非
意志性を表す場合もある。しかし、本稿では、より一般的な形式である意志動詞由来の非意志
動詞に注目する。
また、非意志的文において、重要な働きをするのは動作主あるいは主語の格である。シンハ
ラ語の場合、異なる 3 種類の格が非意志的文の主語を表すために用いられる。それらは、与格
と「手＋具格」、そして対格である。
述語動詞が同様に非意志的な形をしていても、異なる格が主語を表現するということは、そ
れぞれの文の間に何らかの意味的な相違点があると推定できる。しかし、その相違点が格の違
いによるのか、それとも、述語動詞として現れる動詞類の違いによるのかについては検討の余
地がある。ここで言う動詞類とは、意味による分類であり、例えば、状態変化を表す変化動詞、
動作動詞、精神的な働きを表す動詞、状態を表す状態動詞などがあげられる。
本章の目的はまず、主語を表し得るそれぞれの格と共起できる動詞の意味的な特性を導き出
すことにある。また、非意志性の度合いを決定する要素を導き出すことも重要だと考えられる。
そのため、まず、2 節では先行研究について、3 節ではシンハラ語における非意志的文の種
類に関して考察を行う。4 節では非意志性と格表示と動詞選択について検討、6 節はまとめで
ある。
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2.先行研究
先行研究
Inman（1993）では、Kratzer(1977,1981)の法の解釈理論を元にシンハラ語の非意志的文の意
味解釈に関わるフォーミュラを以下のように二つ提案している。
１a)偶然性（動作主の意志であり、Kratzer(1977,1981)の「意志的様相基盤（intentional modal
base）」に当たる）
１b)突然性（話し手、聞き手の信念、思い込みであり、Kratzer(1977,1981)の「臆見様相基盤
(doxastic modal base)」に当たる）
Inman は、動作主の意志と関係する「意志的様相基盤」から「偶然性」というフォーミュラ、
話し手または聞き手の信念と関係する「臆見様相基盤」から「突然性」というフォーミュラを
取り出している。
また、シンハラ語の非意志的動詞は能格主語、与格主語、対格主語および具格主語を取るこ
とができるとし、能格以外の格で現れる主語を意味的主語と名づけている。能格は非主格では
あるが、意味を表すものではないため、これを統語的主語と名づけている。Inman によれば、
以上で取り上げた、与格主語、具格主語、対格主語は、いくつかの主語的性質を持つことから
主語と呼ぶことができるという。多くの場合、主語として現れる名詞の格は、動詞によって決
まっているが、複数の主語タイプと現れる動詞もある。
対格主語と与格主語が現れるのは自動詞文、能格、具格が現れるのは他動詞文である。ただ
し、他動詞はまれに与格を伴う。
また、自動詞の場合、主語選択はさらに語彙的意味によっても制限される。対格主語は非
対格動詞、与格主語は非能格動詞と現れることが多い。この場合、動作主の意志的様相基盤に
基づく偶然性が解釈できる。たとえば、
110) lamayawə wætuna
child(Acc) fall (Invol.Past)
The child fell (accidently).
それに対し、具格主語が容認できるのは、非意志性の様相力を元に判断すると、話し手また
は聞き手の信念に矛盾しない世界においてのみである。Inman(1993)では、以下のような例を
挙げながら、具格主語が現れる非意志的文の場合、臆見様相基盤(doxastic modal base)が選択さ
れ、動作主が動作に意志的に参与すると推定されると述べている。
111) mahathungen ee wæde kerenne næhæ
mahatun(Inst) that work do (Invol.emp.) neg
Mahatun doesn`t do that work (in spite of a belief that he does).
112) ee lamayagen demaupiyanwə rækenawa
that child(Inst) parent(Pl. Acc) support (Invol)
The child happens to support his parents (expressing astonishment).
111)の場合、動作主である mahathun は意志的にその仕事を避けている。また、112)の場合、子
供が意志的に親を経済的にサポートするということを表しており、一般の推定から外れている

121

ものを取り上げている。つまり話し手の信念や思い込みに反して生じる「突然性」が働いてい
るということになる。
よって、具格主語の場合、臆見様相基盤(doxastic modal base)が選択され、意志的に行為を担
うため、最も意志的であり、非意志的意味とは解釈できない。一方、能格主語の場合は様相基
盤(modal base)が選択され、行為は意志的にも非意志的にも解釈できることから意志性は中間
的である。さらに、対格主語および与格主語は意志的様相基盤( intentional modal base)のみが選
択されるため、非意志的なものだと解釈できる。このことから、Inman(1993)は、意志性は最
小であり、意志的な解釈はまったくできないと述べている。
ここで、Inman(1993)が述べている意志性の階層では具格主語の一部しか扱っていないこと
を指摘したい。つまり、「動作主属格＋手＋具格」といった構造が無視されている。「動作主
属格＋手＋具格」を検討すると、具格主語を含む文が臆見様相基盤(doxastic modal base)しか選
択しないという判断はできなくなる。つまり、その場合は、意志的解釈のみが可能であり、従
って、非意志的解釈はできないという判断自体も成り立たなくなる。例として以下のような文
が挙げられる。
113) mage atiŋ vas e:kə kæduna
Sub/Agn(Gen) hand+(instr) vas (indf.art. ) V(invol.past)
I broke the vas inadvertently.
以上の例文 113)の場合、動作主である「私」が意志的に花瓶を壊したのではない。「うっか
り」、すなわち、非意志的に壊してしまったのである。この件については 3 節で詳細に述べた
が、ここで主張したいことは、具格は意志的意味でだけではなく、非意志的意味でも使用され
るということである。確かに、Inman が取り上げている例文 111)と 112)は意志的な意味を表す
文であるが、これらの例文のみを元に、具格は意志的意味でしか使用されないという判断には
賛成できない。
本研究では、以上の「具格、与格、対格主語＋非意志的動詞」の文を非意志的文と名づけた
い。そして、それらの場合に表されるのは意志性ではなく、非意志性であると主張したい。さ
らに、意志性の階層は非意志的動詞として選択される動詞の語彙的意味を元に分類すると、よ
り具体的な分析ができると考えられる。なお、能格は非意志性とは無関係であるため、本章で
は触れないことにする。
本章においては、Kratzer(1977,1981)の法の解釈理論を元にした Inman(1993)のシンハラ語の
非意志的文の解釈も否定しないが、動詞の語彙的意味を考慮したうえで、シンハラ語における
非意志的文を全般的に考察した分析が必要だと考えられる。
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3.シンハラ
シンハラ語
シンハラ語における非意志的文
における非意志的文の
非意志的文の種類
3.1 非意志的他動詞文
非意志的他動詞文
述語が他動詞で表される文のうち、動作主が意志を持たずに引き起こす行為、あるいは動作
主の意志に反して引き起こされる行為を表す文を非意志的他動詞文とする。この種類の文では、
基本的には動作主が明示されるが、動作主が現れない場合は話者自身を動作主と見なすことに
なる。格の多様性を元に分析すると、非意志的他動詞文の構造は以下のような 2 つのタイプに
まとめられる。
構造：
3.1.1｛（動作主・主語）（与格 tə）｝＋（目的語・対象）＋（動詞）
3.1.2｛（動作主・主語）（属格 ge）＋（手＋具格 atiŋ）｝＋（目的語・対象）＋（動詞）
意味：動作主が非意志的に引き起こす行為を意味する。動作主が文中に現れない場合、話者、あるい
は文脈に出現する行為者が動作主になる。
114a) mamə bat kæ:wa
I (Nom) rice eat(vol.past)
I ate rice
b) matə mas kæuna
I(Dat) meat eat (invol. Past)
I ate meat by mistake
114a）は意志的動詞が述語になっており、動作主の「私」は意志的に「食べる」という動作を
引き起こしている。それに対し、114b）は非意志的動詞が述語に現れており、動作主の「私」
は意志的に食べたのではなく、「非意志的に食べてしまった」という意味を含意する。かつ、
自分が引き起こした行為に関する何らかの後悔の気持ちも表されている。普段、動作主は主格
を取るが、シンハラ語では主格は形として現れない。114a)においても主格は表示されていな
い。114b）では動作主は与格で現れている。この場合の目的語は無生名詞18のため格変化を伴
わないが、目的語が有生名詞の場合は対格「wə」が付加されることが多い。
次に、非意志性を表すもう一つの文構造の例を挙げる。
115a) mamə e:kə kiwwa
I(Nom) that tell(vol)
I told that
b）matə e:kə
kiyauna
I(Dat) that tell(invol.past)
I told that by mistake
c) mage atiŋ e:kə kiyauna
I(Gen) hand+(instr) that tell (invol.past)
I told that by mistake

18

目的語は有性名詞の場合、対格「wə」を取る。
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115 a）は動作主が意志的に引き起こした行為を示している。この場合も、動作主は主格で表
されるため、格表示をもたない。115b）では動作主が非意志的に「言う」という行為を引き起
こし、それに対する後悔の気持ちを含意しているが、動作主は与格で示されている。それに対
して、115c)では、属格、具格の組み合わせで動作主が現れており、115b)の場合と同様に後悔
の気持ちを表している。また、口語では、115c)のタイプの文に属格が現れない場合もありう
るが、その場合は、動作主を表す有生名詞または文全体の意味に、属格の意味が含まれている
と考えてよいだろう。
例えば、「mage atiŋ 私の手で」では、有生名詞に属格の「ge」が現れているが、属格の
「ge」を省略した「man atiŋ 私手で」も同じ意味を表現することができる。基本的に、属格が
表面的に現れていなくても、次に「atiŋ 手で」があるときは、動作主の意味を表す名詞の中に、
属格の意味が含まれていると考えられる。
さらに、非意志的文では、動作主・主語が省略された文、すなわち目的語と動詞のみで構成
される文も、ある特定の場面においては、例えば、聞き手が動作主を文脈から容易に見つける
ことができる。以下の文を検討する。
116) mage atə kæpuna
I (Gen) hand cut (invol. past)
I cut my hand by mistake
文中には動作主が現れていないが、文脈上、動作主が話者自身になると考えられる。また、
動作主または主語にとって好ましくない行為または出来事が起きてしまったことを表している
と解釈できるため、非意志的文と考えられる。
一方、文中に人間の動作主あるいは主語が現れておらず、またどこにも動作主を見いだせな
い場合、例えばこの出来事が自然現象の結果であれば、その文は非意志的文と認められない。
つまり、単なる自然現象の結果なら、非意志的文とみなされないということである。非意志的
文と認められるためには人間の動作主または主語の存在が必須である。
以上述べてきたように、シンハラ語における非意志的他動詞文では、動作主または主語が
「与格」または「手＋具格」で現れる。

3.2 非意志的自動詞文
非意志的自動詞文とは、動作主・主語は存在するが、それ以外の対象あるいは目的語が存在
しない文である。つまり、動作主・主語が引き起こす行為に動作主の意志が働かない、あるい
はその行為が動作主の意志に反して起こるという点で非意志的である事態を表し、かつ自動詞
を伴う文である。非意志的自動詞文には、動作主が与格の「tə」で現れる場合と、対格の
「wə」で現れる場合がある。文構造は以下のようにまとめられる。
構造：
3.2.1（主語・動作主）→（与格 tə） →（動詞）
3.2.2（主語・動作主）→（対格 wə） →（動詞）
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ここで取り上げた構造を元に、非意志的自動詞文を二つに分類できる。これは第 3 章の動詞分
類で導入した、①与格主語を持つ非意志的文と②対格主語を持つ非意志的文である。以下で詳
細に分析を行う。

3.2.1 与格主語を
与格主語を持つ非意志的文
与格主語を持つ非意志的文の意味は次のように記述できる。
意味：対象となるものが存在しない、動作主が非意志的に引き起こした行為、あるいは、動作
主の意志に反して起こる行為･出来事を意味する。
117a) e:kə dækala matə kæ:gæhuna
that see(conj) I(Dat) scream (invol.past)
I screamed inadvertantly when I saw that
b) hæmada:mə pahatə matə æhærenawa
everyday
5o’clock(Dat) I (Dat) get up(invol.pres)
I get up at 5o’clock everyday inadvertantly
まず、117a) 及び 117b) では、動作主が与格で現れている19。117a) では、動作主の私が何
らかの原因で自分の意志によらない行為、あるいは意志に反した行為、つまり、「叫ぶ」とい
う行為を引き起こす。同様に、117b)においても、動作主の私が意志的に「起きる」のではな
く、非意志的に、「毎朝五時に起きる」という行為を行うことを表している。動詞の非意志的
形式とは別に動作主に付加される与格も、動作主が引き起こす行為の非意志性を表現している。
このように、与格主語を持つ非意志的自動詞文の場合、主語または動作主は「与格」で現れ
るが、目的語はない場合がほとんどである。

3.2.2 対格主語を
対格主語を持つ非意志的自動詞文
対格主語を持つ非意志的文は、項が一つであり、それが対象または目的語の形で現れている。
述語には自動詞が来ているが、与格主語を持つ非意志的文とは異なり、動作主がまったく存在
しない。さらに、同じ構造をなしているにもかかわらず、異なるタイプの述語が現れるのが特
徴である。第 3 章で示したように、対格主語を持つ文には、非意志的自発と非意志的行為の二
種類があるが、自発の場合は出来事を意味する述語、行為の場合は動作を意味する述語が来る。
意味：主語は対格で現れ、文は主語が望まなかった、または好まない事態を表現している。非
意志性のほかに、動作によって悪影響を受けたと言う意味が含意されている。
以下はその例を示す。

19

動作主が取る格が含意する意味の違いについては第 4 節で詳述する。
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118) mawə wætuna
I (Acc) fall (invol.past)
I fell down inadvertently
主語の私は対格で現れ、転ぶという出来事に直面することを意味する。主語の立場からは好
ましくない出来事であり、その気持ちが文中に含意される。述語動詞は基本的に他動詞から派
生する自動詞または本格的な自動詞である。
119) e sinduwa æhenə kotə meyawə nætəwenəwa
That song listen when this person(Acc) dance (invol.present)
She dances inadvertently when she happens to hear this song
119）では、主語が対格で現れていて、「踊る」という行為に主語である彼女が非意志的に
参与している。述語動詞には他動詞から派生する自動詞と本格的な自動詞が来る。例文 118)と
の違いは、述語動詞が動的な動詞の派生動詞ということである。
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4.非意志的文
非意志的文における
非意志的文における格表示
における格表示と
格表示と述語動詞の
述語動詞の関連性
本節では、3 節で取り上げた 3 種類の非意志的文に関して、動作主･主語が取る格とその特
徴に関して検討していく。3 節で示したように、シンハラ語では、意志的動詞が述語になる場
合、動作主は格を取らない(主格は表面に現れない)が、非意志的文では、複数の格が現れる。
本節では、格が異なれば共起する動詞類も異なることを示したい。また、シンハラ語の非意志
的文の格の多くが、他のインドアーリア語でも同じように使用されることを示した上で、シン
ハラ語特有の格や性質を導き出したい。
シンハラ語の非意志的文において動作主を表す格は以下のようにまとめられる。
1
2
3

動作主･主語＋与格
動作主･主語（＋属格）＋手＋具格
動作主･主語＋対格

4.1 動作主＋
動作主＋与格表示
非意志的な意味を表す動詞が述語に現れる文では、他動詞・自動詞を問わず、動作主が与格
を取る場合がある。「与格」には様々な用法があるが、基本的には「受け手」の意味を表現す
る格であると言える。そのため、動作主が与格を取る動詞は多くの場合、「動作主･主語が何
らかの物質･情報･影響･行為を受ける」という性質を持っていると考えられる。その点も踏ま
え、動作主が与格を取る場合の動詞を以下のように分析する。
1.「外から動作主の方面に何らかの物事・情報・影響が入る」という「受け手」の意味を含意
する動詞類
matə ka:wadinawa（頭・心に強く入る・当たる）、matə læbenawa（もらう）
2.「何らかの外的な影響を受け、動作主が非意志的に引き起こす何らかの精神的な活動または
感情」を表す動詞
matə kæ:gæhenawa（叫ぶ) 、matə ædenawa（泣く）、matə matakwenawa （思い出す）、matə
o:nəwenawa（要る）、matə amatakəwenawa（忘れる）、matə epawenawa（いやになる）、 matə
ahimiwenawa（なくなる）、matə hitenawa（思う）、matə mæwenawa（想像する）
3.「知覚・感覚」を表す動詞
matə æhærenawa（起きる）、matə dænenawa（感じる）、matə te:renawa（わかる）、matə
ninnda yanawa（眠る）、matə wæradenawa（間違える）
4.「可能」の意味を表す動詞
matə æhenawa（聞こえる）、matə penenawa（見える）
5.「摂取」の意味を表す動詞
matə kæwenawa（食べる）、matə pewenawa（飲む）
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与格が現れる場合は他にもあるが、ここで扱うのは本研究と関係のある部分のみである。以
上で取り上げた種類の動詞が述語に来る文は多くの場合、非意志性を表す文となり、その動作
主･主語は与格をとる（111b、112b、114a、114b 参照）。
さらに、従来の研究によれば、シンハラ語だけではなくインドアーリア語派に属する他の多
くの言語にも、動作主･主語が「与格」で現れる特徴が見られる。Butt（2000）、 Peterson
（ 1998）によれば、与格主語は古代インドアーリア言語（サンスクリット語）から引き継が
れたものである。また、 Verma & Mohanan (1990)によれば、 多くの研究者が与格主語を精神
的な活動また状態を意味するものとみなしているが、その一方で、与格は非意志性、目標、属
性、肉体的能力などの意味的要素にも支配されると述べている研究者もいる。ともかく、非意
志的文に「与格」が現れることに関して論じた論文は、管見の範囲ではない。そのため本節で
は、インドアーリア語派に属する言語をいくつかをとりあげ、非意志的文における「与格」の
現われ方について、シンハラ語との比較の観点から論じたい。まずはシンハラ語の例である。
120） (Sinhala)

I

matə æduna
(Dat) cry (invol.past)
I cried inadvertently.

動作主･主語の「私」は与格を取り、述語動詞は感情を表す動詞である。シンハラ語の場合、
例文 114b)に見られるような摂取の意味を表す動詞や、例文 115b)、117a)、117b)にあるような
動作動詞も与格を取り、非意志性を意味するといった特徴があるといえる。
ヒンディー語の場合にも、非意志的文の動作主は「与格」で現れる例が多くある。以下の
121a)はヒンディー語の意志的文、7b)は非意志的文である。
121a) (Hindi) Maine mans kaya
I (Nom) meat eat (vol)
I ate meat.

(past)

b) (Hindi) Mujhee mans katehue patahi nahi chala
I (Dat) meat eat (vol infin+ hue) know (empz) no (past)
I ate meat inadvertently

121b)の「pata (hi) nahi」は、動作主の「私」が、「知らないまま」あるいは「知らないで」肉
を食べたといった意味を表す。そのため、121a)の動作主は主格をとっているのに対し、121b)
の動作主は与格で現れている。121b)の動詞は、摂取の意味を表す動詞であり、シンハラ語と
同じように、ヒンディー語でも、摂取の意味を表す動詞とともに与格主語が現れることがわか
る。Kachru (2008)によると、ヒンディー語では、自動詞が多く、および与格主語を取る動詞は
そのすべては状態動詞か状態変化動詞であり、かつ、非意志性を表すという。
次にマラーティー語から動作主が与格をとる非意志的文を挙げる。
122)（Marathi）mAlA vimAn dislA
I (Dat) aeroplane see (past)
I saw an aeroplan

(R. Pandharipande:161)
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「lA」はマラーティー語の与格であり、動作主の「mA」は与格の「lA」で現れ、動作が非意
志的であることを示す。「dislA」の意味は「見えた」である。マラーティー語では、精神的
活動または肉体的状態などを表す場合、主語は与格をとる。以下の文を参照されたい。
123）(Marathi) t i-lA rAg AlA
She(Dat) anger come (Mverb.past)
She got angry (Anger came to her)

(R. Pandharipande1990)

上記の例文の述語動詞は「怒りが来た」という精神的な活動を意味する動詞である。動作主･
主語は与格で現れている。文は非意志性を表している。 Pandharipande(1990)によると、与格主
語は動詞の一致を支配しないが、マラーティー語の主格主語に関するいくつかの要素を示して
いる。
ネパール語は他の同族言語とは多少異なり、非意志的文の動作主も主格を取ることが多い。
しかし、精神的な活動を表す動詞の場合、ネパール語の主語も与格で現れる。
124)(Nepalese)MalaI hanso ayo
I (Dat) laugh come(past)
I laughed inadvertently
125)(Nepalese)Ra:m la:I ri:s uThyo
Ram (Dat) anger rose(Mverb )
Ram became angry
ネパール語の与格は「lai」である。124)で動作主の ma「私」が「lai」で現れているのは、精
神的な活動の現れである hanso ayo「笑いが来た」と関連しているからである。125)では、主
語の‘Ram’が与格で現れている。述語動詞は精神的な活動を表すものである。しかし、Gupta
and Tuadhar (1979,1980)によれば、ネパール語では、知覚や認識を表す動詞の主語が与格で現
れることはまれであり、多くの場合、主格で現れるという。
ベンガル語の非意志的文にも動作主が与格で現れるものが見られる。Klaiman (1986:131-32)
は、ベンガル語話者が非意志的文の動作主を表す場合、与格を選ぶのが普通であると述べてい
る。以下の例を参照されたい。
126)(Bengali）Use bahƽr ane mẽ šƽrm a rƽhi thi
She (Dat) out coming pp shy- com (CV) prog. was
She was feeling shy of coming out

(Anvita.Abbi:260)

以上取り上げた例文を元に考察すると、インドアーリア語派に属する言語、あるいは南西ア
ジア諸語の非意志的文では、動作主が与格をとることが多いことがわかる。特に精神的活動を
表す動詞や感情を表す動詞の場合に極めて目立つ。
以下では、東アジア語の日本語を考察する。日本語にもごくわずかだが動作主が与格で現れ
る場合がある。以下の文を参照してみよう。
127) (Japanese) watasi ni wa sonoyooni kaNzirareru
I (Dat + Nom) that way feel+rareru
I feel that way
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日本語の場合もネパール語と同様に、一部の精神的な活動を表す動詞が述語になる文において、
動作主が与格で現れる。日本語ではこの形式は自発といい、「感じられる」「思われる」「考
えられる」などの動詞を含む文がこれに当たる。このような文では、動作主が現れないことが
多いが、現れる場合は与格をとる。ただし、シンハラ語や他のアジアの言語とは異なり、日本
語の場合、与格「に」は「は」と組み合わさっていることが多い。
与格主語が含まれる文の特徴を一般化することは簡単ではない。しかし、与格は非意志性
を表すのに使用されるひとつの重要な格である。それはシンハラ語の場合のみならず、他のイ
ンドアーリア諸語や日本語にも見られる。つまり、非意志的文の一部である、精神的活動を表
す動詞、知覚、認識を表す動詞、また、ある言語では、摂取の意味を表す動詞を持つ文の主語
がしばしば与格で現れる。すべてのインドアーリア語が同じ種類の動詞の場合に、同じように
与格主語を取るわけではないため、一般化するのは難しいが、その点はともかく、与格主語が
現れる非意志的文に関していえば、以下のような構造が一般に現れると考えられる。

[A+Dat + (Adv/AdvP) + V (Invol / Intran /Infi+Aux.V)]
インドアーリア語派の中でシンハラ語の特徴を考えた場合、一部の動作動詞も、その主語が
与格で現れることが挙げられる。たとえば、「言う」「叫ぶ」などにあたる動詞である。さら
に、非意志性を表す他の格と比較すると、動作主・主語に不利益をもたらす行為のみならず、
様々な行為や出来事を意味する動詞が述語に現れるという特性がある。それは与格主語の機能
的多様性が原因だと考えられる。

4.2 動作主（＋
動作主（＋属格
（＋属格）＋
属格）＋手
）＋手＋具格
動作主が「属格＋手＋具格」で現れるのは、動作動詞･状態変化動詞の非意志的な形式が述
語に現れる場合がほとんどである。動作主･主語が属格＋手＋具格の組み合わせで現れるのは、
シンハラ語だけではなく、ヒンディー語、マラーティー語にも同じような形式が非意志的文に
現れる。その意味で、動作主･主語と属格＋手＋具格の組み合わせは、インドアーリア語派の
一部の言語の非意志性を表す手段と言ってよいだろう。
動詞類についていえば、以下のようにまとめられる。
「動作主自身のコントロール欠如、あるいは注意の欠如で非意志的に動作主が引き起こす行
為」 kæduna(壊れてしまった) 、biduna（割れてしまった）、kæuna（食べてしまった）、æruna
（開けてしまった）
動作主･主語が属格＋手＋具格の組み合わせで現れる場合の動詞との関係は、以下のように
考えられる。たとえば、動作動詞が述語に現れる場合、それらの行為はそもそも動作主自身が
コントロールできると考えられるため、動作主の責任または注意が強く感じられる。そのこと
から、動作主が「属格＋手＋具格」で現れると、動作主の責任を弱めることができるのである。
表面的に属格が現れず、動作主が属格をとらない場合もあり得るが、基本的には属格を持つ。
またここで、非意志性の意味と直接関係するのは、属格ではなく具格である。動作主が「属格
＋手＋具格」の組み合わせで現れた場合、与格を取る場合とは異なった意味、つまり、コント
ロール性があるものという意味が含意される。また、意味的には、非意志的に引き起こされた
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行為を表し、結果的に完全にマイナスのイメージを与え、動作主の反省を示している。以下は
その例である。
128) (Sinhala) mage atiŋ piganə kæduna
I (Gen) hand(instru) plate break (Vinvol)(past)
I broke the plate inadvertently
主語の 「 I」は「属格＋手＋具 格」で現れ、述語動詞 は「状態変化を表す動 作動詞」 の
「kæduna」である。
ヒンディー語にも同じような構文が見られる。
129) (Hindi) bacce se shiisha TuuT gayaa
The child (Instr) mirror break go (past)
The child broke the plate inadvertently
以上の例文 129)では、「壊す」は子供が引き起こした行為だが、それは非意志的な行為であ
るため、具格 [se]が使用されている。またこの場合、121b)に見られる [pata hi nahi chala]の節は
現れていない。自動詞「TuuT（break）」が[gayaa（go）]と組み合わさって非意志的な意味を
含意しているからである。動詞の意味的分類では「状態変化を表す動作動詞」である。Kachru
(2008)によれば、多くの場合、自動詞は非意志的な意味を表し、動作主を表現する場合、具格
の「‘se’」で現れると述べている。
マラーティー語にも動作主が具格をとる例がある。
130) (Marathi) rAm-cya hAt-Un kAc FuT-I-I
Ram of (Gen) hand from (instr) glass (Fem) break (Vintran) (past)
The glass broke at the hand of Ram
(P.Pardeshi, 2009)
この場合、シンハラ語と同様に、マラーティー語の動作主も [N+属格+手 +具格] をとってい
る。動詞は動作性が高い「状態変化を表す動作動詞」である。
このように、インドアーリア語派の言語では動作性が高い他動詞も非意志的文に現れること
があるといえる。その場合、「動作主＋属格+手＋具格」をとる傾向が見られると考えられる。
この種の非意志的文の述語動詞の名称については、紛らわしい問題がある。従来シンハラ語を
含めた多くのインドアーリア語において、動詞分類は典型的に、他動詞と自動詞とし、他動詞
の派生動詞を、自動詞として扱う傾向がある。つまり、自動詞は他動詞の派生形式と見なされ
ているのである。そのため、以上のヒンディー語の例文 129）とマラティー語の例文 130）を
見ると、述語動詞は「自動詞」とされている。確かに、例文の述語動詞を見ると、その動詞は
他動詞とはいえない。他動詞の派生形式であることも確かである。しかし、他動詞の派生形式
を単に自動詞として扱うのは妥当なのだろうか。筆者は以上のような文に現れる述語動詞を
「自動詞」と命名することに賛成しない。以上の 129）、130)の文の動詞は形式上他動詞とは
いえないが、他動詞の派生形式だから自動的に自動詞になっているとはいえないと考えるから
だ。つまり、動作主が存在することから、自動詞と呼べないのではないかと考えるのだ。意志
性を元に意志動詞と非意志動詞に分類できないのだろうか。
ネパール語には、動作主が具格を取る例は見つからない。東アジア言語の日本語や韓国語の
場合も、動作主が具格で現れ非意志性を含意する例は見つからない。
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以上をまとめると、インドアーリアの語派の言語（シンハラ語、ヒンディー語、マラーティ
ー語）の一部の非意志的文は以下のような構造で現れると考えられる。

[A+(Gen+hand)+Ins + (Adv/AdvP) + obj+ V (Invol / Intran /Infi+Aux.V)]
4.3 動作主＋
動作主＋対格
主語が対格をとる非意志的文は、調べた限りではシンハラ語に限られる。基本的に「動作主
が何らかの外的な影響を受け、引き起こす行為または起きる状況」を示す。対格主語を含む一
部の非意志的文は「主語が自分自身の行為の対象になる」という意味を表す。また、動作主は
いないが、主語が何らかの出来事や状況に陥るという意味を表す。この種類の非意志的文に現
れる動詞は、基本的に自動詞の非意志的形、または、状態変化を意味する他動詞の派生形式つ
まり、他動詞の非意志的形式である。
Henadeerage (2002)は、動詞を他動詞と逆使役動詞に分類し、主語が対格を取る動詞類は逆
使役動詞であり、動作主を含意しないため非意志的な種類には入らないと述べている。本研究
では、人間が関わり、関わった人間がマイナスの結果を与えられる場合、基本的に非意志的文
としてみなすべきだと考える。この件に関しては 8 章にて詳細に述べる。
以下では動作主が対格を取る場合を二つに分類し、動作主の関与が必要な場合とそうでない
場合があることを示す。
1

動作主の関与は全くないが、何らかの潜在的な外的影響(原因)が動作の全体に及んでいる
ことを含意しているものである。自分自身ではコントロール不可能な出来事を表す。状態変化
を表す他動詞の派生形式すなわち意志動詞対応がある非意志動詞類。
he:denawa（洗われる）、hirawenawa（挿まれる）、wædenawa（あたる）、terapenawa（込み
合う） 、podiwenawa（込み合う） 、wæhenawa(しまる) 、prathikshepa wenawa（断られる）

2

外部からの影響もあるが、動作主の関与が必要で、動作を引き起こす側あるいは動作の担
い手が存在する。しかし、動作の担い手自身では動作のコントロールは不可能であり、この点
は上の１と類似している。自動詞の非意志的動詞類。
nætawenawa（操られる･踊らされる）、næwatenawa（止まる）、ædenawa（引かれる）、
indenawa（座る）
この二種類の中で、動作主の含意または関与がまったくないものは 1 の種類の動詞のみであ
り、2 の種類に入る動詞は、動作主の関与があるという点で１とは異なっている。そのため、
本研究では、2 の種類の動詞で動作主が引き起こす行為は、非意志的な行為として扱うべきだ
と考える。この種類の動詞の多くは意志動詞対応があるもので、その対応する意志動詞は強い
動作性を示す。
131a) (Sinhala) e:kə ahala mawə atanə induna
That listen I (Acc) that place sit (invol) (past)
I sat in that place unawares when I heard that
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b) (Sinhala) me: sinduwə ahanə kotə ma:wə nætawenawa
This song listen when I (Acc) dance (invol)
I dance unawares when I hear this song
以上の例では動作主が対格を取っており、両方とも非意志的な出来事を意味している。
131a)の動作主が「座る」という行為を起こしたのは、何らかの驚くべき話を聞いたからであ
る。そのため、その動作主はその行為を行ったことを意識していない、またはコントロールで
きていないのである。次の「踊る」といった行為も、動作主が非意志的に引き起こしている。
動作主がまったくいない種類に関しても、人間が関わっており、自分自身が陥った状況また
は出来事は自分自身の求めるものではないという点では、非意志的だと判断できる。以下の例
を参照されたい。

132) mawə wætuna (Sinhala)
I ( Acc ) fall down(invol.past)
I fell down involuntarily
主語である「I」は対格で現れている。動詞の種類は元々の自動詞または、意志動詞から派
生した非意志動詞であり、状態変化を意味するものである。たとえば、「転ばない」状況から
「転ぶ」状況に変化するという意味が含意される。主語以外の動作主は存在しないが、何らか
の外的な原因があると考えられる。また、対格で示された人間の、起きた出来事に対する非意
志的な気持ちが含意される。この件については 8 章で詳細に扱うことにする。
このように、動作主が対格で現れる例は、他のインドアーリア諸語にはみられないため、非
意志的文において動作主が対格で現れるのは、シンハラ語の特徴であると考えられる。構造は
以下のようにまとめられる。
[Sub+Acc + Invol.verb]
以上、非意志的文の動作主･主語の格と述語に来る動詞の種類に関して考察を行った。その
結果は、以下の表のようにまとめられる。

格
与格

属格＋手＋具格

対格

表 19 格と動詞の
動詞の関係
動詞類
特徴
精神的活動を表す動詞、 主語は人間。
知覚動詞、
摂取の意味を表す動詞
感情を表す動詞、
や動作動詞の場合以
動作動詞(一部)、
外、多くの場合対象は
摂取の意味を表す動詞
無し。
状態変化を表す動作動詞 動 作 主 と 対 象 は 異 な
る。
動作主は人間。対象は
人間でも物でもいい。
状態変化を表す動作動詞 動作主無し。または動
作主＋対象が同一人
物。主語＋対象は人間
に限る。
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言語
シンハラ語、ヒンディ
ー語、マラーティー
語、ネパール語、ベン
ガル語
シンハラ語、ヒンディ
ー語、マラーティー語

シンハラ語

5.格
格･述語動詞が
述語動詞が表す意味
ここまで、非意志的文の主語の格と述語動詞類について考察を行った。すると、非意志的文
の種類は、以下のように分析できた。
１．（主語＋与格）動作動詞
２．（主語＋与格）精神的活動、感情などを表す動詞
３．（主語属格＋手＋具格）状態変化動作動詞、
４．（主語＋対格）状態変化動作動詞、状態動詞
動詞が精神的活動、感情などを表す場合、そもそも動作主の視点からするとコントロール性
が低いと考えられる。それに比べ、状態変化動詞、動作動詞などの場合は、動作主がそもそも
意志的に何らかの行為を引き起こすものであるため、これが非意志的な形式になった場合は、
動作主がコントロールできるのに何らかの理由でコントロールできなかったという意味を含意
する。それに加え、主語の格が対格の場合、動作動詞であっても、対格主語が当該の行為に関
してコントロール不可能であるという意味や、与格の場合、主語はそもそも当該の動作を完全
にコントロールできるものではないという意味が伝わる。このように、コントロール性は、非
意志的文の場合に重要な働きをする要素として挙げられる。
それに加えて、非意志的文の場合、動作主の視点から責任感も含意させる。たとえば、そも
そもコントロールできる行為が何らかの原因でコントロールできなかった場合、その責任は動
作主または主語にある。その意味で、そもそもコントロールできない場合は責任感もなくなる
と考えられる。そのように考えれば、対格主語を持つ場合の非意志的文は責任を含意しないと
いっていいだろう。かつ、与格主語の場合、そもそもコントロール性が完全に主語にあるわけ
ではないということが前提なので、主語の責任も、動作動詞と具格主語の場合よりは比較的少
ないと考えられる。
このように、非意志性と関わる意味的要素として、コントロール性及び責任感があげられる。
それらの要素による各非意志的文の相違点は、以下のようにまとめられる。
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表 20 非意志性の
非意志性の意味的要素
動作主＋与格

動作主（＋属格）＋手＋具格 動作主＋対格

動詞の種類 精神的な活動を表す動詞、あ 動作動詞･状態変化動詞から 動作動詞から派生する動
るいは、精神的な活動に繋が 派生する動詞が多い。
詞が多い。
る動詞から派生する動詞が多
い。
コ ン ト ロ 責任の度合い
ール性
後悔の度合い

コントロール欠如の意味が表 そもそもコントロール可能だ そもそもコントロール不
現されている。
が、何らかの理由でコントロ 可能または欠如が表現さ
ール不可能だった。
れている。
行為に対する動作主の責任の 行為に対する動作主の責任の コントロール不可能の場
度合いが低く感じられる。 度合いが強く含意される。 合、責任は無し。
コントロール欠如の場合
責任は低く感じられる。
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6．
．まとめ
本章では、シンハラ語の場合を中心に、非意志的文における、主語の格および述語動詞の種
類について考察を行った。シンハラ語の場合、非意志的文は非意志的他動詞文、非意志的自動
詞文に大きく分けられる。さらに、格と述語動詞類による分類では「（主語＋与格）＋動作動
詞」、「（主語＋与格）＋精神的活動、感情などを表す動詞」、「（主語属格＋手＋具格）＋
状態変化動作動詞」、「（主語＋対格）＋状態変化動作動詞、状態動詞」に分類できる。
本章を通じて見てきたように、非意志的文は、非意志性を持つと言う点では共通しているが、
各々の文が表現している非意志性の意味はすべて同じであるというわけではない。述語動詞の
種類や主語の格により多少異なる意味が含意される。その違いは、以上第 5 節で示したような
非意志性の要素に理由があると推定される。シンハラ語を考えた場合、母語話者の判断による
と、非意志的文ではコントロール性や責任感が表現されていると推定される。そのように考え
ると、述語動詞に動作性の高い動詞が来る場合、そもそもコントロール性が高いため、責任の
度合いも高くなる。それに比べ、動作動詞が述語にきても主語が対格を取る場合は、コントロ
ール性が少ないか、まったくない。コントロール性が少ない場合、責任の度合いも低く感じら
れ、コントロール性がない場合、責任感もないと考えられる。また与格主語の場合、動詞は精
神的活動や感情を表すものがくるため、そもそもコントロール性が欠如しており、従って責任
の度合いも低く感じられる。
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第七章
非意志性の
非意志性の現れ方
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非意志性の
非意志性の現れ方
１．はじめに
言語が統語的、音声的、形態的に様々であることは当然である。同時にすべての言語は、同
じように人間の言語として無限の事態を表すことができる。すなわち、言語ごとに多少異なる
ことはあっても、すべての言語にはすべてのことが表現できる何らかの方法があるということ
である。
シンハラ語が動作主の格及び述語動詞の形態的な特徴を通して「非意志性」を表現すること
は第六章で示した。この他に、本動詞に補助動詞を付加する場合や副詞を付加する場合もある。
シンハラ語の場合、動詞の形態的特徴に依存する部分が大きいが、動詞によっては補助動詞が
付加される場合もある。さらに、副詞を用いる場合もあれば、シンハラ語において、非意志性
を表現する副詞の数はさほど多くはない。
一方で、日本語は、シンハラ語のように動詞の形態的特徴を元に「非意志性」を表現するこ
とはない。その代わりに、多数の多様な副詞がある。さらに、「～しまう」のような補助動詞
が付加されることも頻繁にある。この傾向はインドアーリア語派の他のいくつかの言語の場合
にも当てはまる。つまり、同族ではあるが、シンハラ語の状況とは異なっており、語族が確定
されていない日本語と、ヒンディー語、マラーティー語、ネパール語、ベンガル語などが共通
しているように見える。
この点を踏まえ、非意志性を表す他の方法について検討するのが本章の目的である。まず、
2 節では、非意志性の多様な現れ方をまとめる。3 節では、日本語における形態的特徴、4 節
では、非意志性を表す副詞、5 節では、非意志性を表す補助動詞の現れ方を観察する。6 では、
語彙的意味と非意志性に関する考察を行う。7 節はまとめである。
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2．
．非意志性の
非意志性の表し方
これまでの調査によると、非意志性はさまざまな言語において、以下のようなさまざまな方
法を用いて表現される。
1． 述語動詞の形態的特徴
2． 動作主の格表示
3． 副詞の付加
4． 補助動詞の付加
5． 語彙的意味
シンハラ語では、以上で取り上げたすべての方法で非意志性を表現しているが、基本的には
動詞の形態や動作主の格による表し方が主要となる。日本語の場合は、動詞の形態的特徴が非
意志性を表現することはない。限定された一部の動詞に「レル･ラレル」を付加することによ
り一種の非意志性を表すことができる。しかし、日本語ではその範疇は「非意志性」ではなく
「自発」として扱われている。この件については、以下で詳細に述べる。
一方、日本語の場合は、非意志性を表現するには副詞が多く使用される。さらに、補助動詞
が付加されることも多い。ヒンディー語やマラーティー語では、動詞の形態的特徴を通して非
意志性を表現することはないが、動作主が多様な格を持つことはある。インドアーリア語派に
属する多くの言語で、少なくとも一部の動詞は動作主が取る格を通して非意志性を表現してい
ると推定できる。
述語動詞や動作主の格を用いた非意志性の表し方に関しては第六章で詳細に扱ったため、本
章では扱わない。以下 3 節では、日本語の形態的特徴をまとめる。
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3．
．自発における
自発における形態的特徴
における形態的特徴
渋谷（2006）は、共通語では自発というカテゴリーが十分に分化していないが、一部の方言
ではそれが盛んに用いられていると述べている。 共通語には自発対応する適当な形式がなく、
現代共通語において自発文と言われるものは、思考動詞や感覚動詞など、ごく一部の動詞に助
動詞（ラ）レルが付加して作られるものにすぎないと述べている。
植田（1998）は、「自発」表現に使われる形態のうち、現代日本語でもっとも典型的な形態
はレル･ラレル形を取る自発形だが、まだ研究が充分とは言いがたいと述べている。この植田
（1998）によれば、「自発」表現には異なる二系列の文がある。これらは、A 型動詞―感情、
心情を表す動詞と B 型動詞－思考、判断を表す動詞というように二グループに分類されてい
る。以下の表は植田（1998）の動詞例を使って作成したものである。

A 型動詞
悩む
思いやる
案じる
感じる
苦しむ
思い出す
偲ぶ

表 21 自発
自発形式
悩まれる
思いやられる
案じられる
感じられる
苦しまれる
思い出される
偲ばれる

B 型動詞
望む
考える
想像する
期待する
判断する
推定する
見る

自発形式
望まれる
考えられる
想像される
期待される
判断される
推定される
見られる

以上の表に分類されている動詞の特徴を検討すると、そのほとんどは、精神的な活動を表し
ている。つまり心理動詞である。工籐（1995）は、心理動詞を「内的状態動詞」と「非内的限
界動詞」に分類し、思考動詞、感覚動詞、知覚動詞、感情動詞の 4 種類に分けている。これら
の四種類の動詞はすべて自発形式を持つことができるように見える。以下を参照されたい。

心理動詞
思考動詞
感情動詞
感覚動詞
知覚動詞

表 22 自発になれる
自発になれる動詞類
になれる動詞類
本動詞
自発
思う
→
思われる
悩む
→
悩まれる
痛む
→
痛まれる
感じる →
感じられる

シンハラ語の場合は、日本語と違い、本来の意味が精神的な活動を表すものだけでなく、動
作動詞の多くも非意志性を表す形態を持つことができる。例として、kanawa-kæwenawa（食べ
る）、bonawa-pewenawa（飲む）、liyanawa-liyawenawa（書く）が挙げられる。
では、自発文の構造をみてみよう。以下の例文はシンハラ語と比較したものである。
133a) 私には今日このかばんが普段より重く感じられる
I (Dat)は today this bag(Nom) usual than heavy feel (invol.Pres)
I feel this bag is heavier than usual
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b) matə
adə me bæ:g eka wenadatə wada baratə dænenawa
I (Dat)
today
this bag Indef. other days than heavy feel (invol.Pre)
I feel this bag is heavier than usual
134a) 私にはそのように思われる
I (Dat)は
that way
think（invol.pres）
I happened to think in that way
b) matə
ehemə hitenawa
I (Dat)
that way think (invol)
I happened to think in that way
以上の例文を検討すると、日本語の自発文とシンハラ語の非意志性を表す文の構造には一つ
の共通点が見られる。それは、動作主または主語を表す格には、シンハラ語でも日本語でも同
様に「与格」が使用されていることである。
動詞類についていえば、「自発」は、心理動詞、つまり、精神的な活動を表す感情動詞、ま
た、思考動詞、感覚動詞、知覚動詞というように、感情や心情または思考、判断や感覚などを
表す動詞が使用される。このような動詞類の動詞が述語に現れた場合、その主語が「与格」で
現れるという現象は日本語とシンハラ語に限らず、インドアーリア語派の他の多くの言語にも
当てはまるといえる。
その意味では、日本語はインドアーリア語派の言語と共通していると推定できる。しかし、
ごく一部の動詞しか「レル・ラレル」形態を通して自発を表現しないことや、「自発」と「非
意志性」の関連性が明確に定義されていないことから、非意志性を表す形態的特徴として「レ
ル･ラレル」を扱うことはできないと考えられる。
日本語の場合、明確に非意志性を表現する一つの方法としては非意志的な意味を表す副詞を
付加することがあげられる。以下 4 節では、非意志性を表す副詞について考察を行う。
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４．非意志性を
非意志性を表す副詞
李（2003）は、副詞の定義を以下のようにまとめている。
「副詞とは、一般的にそのままの形で（用言のように活用せず）主語とならず、主として動詞
や形容詞を修飾する働きをする語を言う」。
また、意識や意志にかかわる語は、副詞分類からすると、情態副詞、つまり、動作、作用、
または実態のあり方を表し、主として動詞を修飾する副詞の種類に属すると述べている。
シンハラ語では副詞を「kriya visheshana（動詞修飾語）」と呼ぶ。意味的に「動詞を修飾す
る」ということである。
まずはシンハラ語における副詞について見てみよう。

4.1 シンハラ語
シンハラ語における非意志的副詞
における非意志的副詞
以上の李（2003）の定義を考察すると、シンハラ語で非意志性を表現するのに使用される語
には、典型的な副詞とみなすことのできるものと、そうでないものがある。両者とも、基本的
に、述語に現れる非意志的動詞の非意志性を強調する役割を果たし、さらに、動詞を修飾して
いるという類似点が見られる。その点を踏まえると、シンハラ語における非意志性を表す語は
二種類に分類できる。一つ目は、明白に副詞とみなされるものであり、用言のように活用せず
動詞を修飾するものである。これを以下では、A タイプと呼ぶ。もう一つは、非意志的動詞を
修飾する役割には変わりがないが、それ以外の作用もあるものである。動詞修飾の役割におい
ては活用しないが、その他の作用(動詞としても用いる)を表す場合は時制で活用する。以下で
は、B タイプと呼ぶ。
4.1.1 A タイプの副詞
タイプの副詞（
）
副詞（ibe: /ekapara / nodænuwatwə）
このタイプの副詞は典型的な副詞であると言えよう。ibe: /ekaparə は、「ibe:tə / ibe:mə /
ibe:tmə/ekaparata/ekaparama/ekaparatama」などのように、「tə」「mə」「təmə」などが付加する
ことにより、意味をより強調することができるが、これらは必然的なものではなく、省略する
ことも可能である。基本的にはこれらの副詞は語を修飾する以外、他の役割はない。
ibe:təmə は、動作主の努力または意志をまったく伴わずに、自然に、あるいは、意識が欠如
した状況で起こる出来事を表現するものであり、動作主の心理的あるいは身体的影響が含まれ
た、動作動詞、心理動詞の前に現れる傾向が強い。
135) Matə ibe:təmə kæ:gæhuna
I(Dat) adv V(invol)
I screamed involuntarily
ただし、非意志性を表すこのタイプの副詞は、非意志的動詞と結びついて動詞の意味を強調
することはできるが、意志動詞の前に現れて非意志性を意味する力はない。その理由は、両者
を同時に用いると、意味が矛盾してしまうからだと考えられる。以下の例を参照されたい。
136) a)Matə ibe:təmə kæ:gæhuna
I (Dat) voluntarily scream(invol. Past)
I voluntarily (unknowingly) screamed (非意志的)
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b)???Mamə ibe:təmə kæ:gæhuwa
I (Nom) voluntarily scream(Vol. Past)
I voluntarily screamed （意志的）
意志動詞の「kæ:gæhuwa」と非意志的な意味を表す「ibe:təmə」は意味的に矛盾しているた
め容認不可能であると考えられる。
「nodanuwathwamə」や「ekaparatamə」などの副詞も同じように非意志的動詞述語に現れる。
「nodanuwathwamə（知らずに）」は「ibe:təmə」と同じく非意志的動詞述語とともに現れ、述
語動詞の非意志性をより強調する。しかし、「ekaparatamə（偶然）」は非意志的動詞とともに
意志的動詞を述語に持つ文にも現れ、意志的動詞と共起する場合は、非意志性を表現するので
はなく、意味的には「突然の意志的行為」を意味する。以下はその例を示す。
137a) mamə ekaparatamə kæ:gæahuwa
I (Nom) suddenly scream(Vol. Past)
I suddenly screamed （意志的）
b) matə ekaparatmə kæ:gæhuna
I (Dat) suddenly scream(invol. Past)
I suddenly (unknowingly) screamed (非意志的)

4.1.2 B タイプの副詞
）
タイプの副詞（
副詞（bæri wela/ bæri weemakin）
このタイプの副詞は、名詞あるいは形容詞と be 動詞「wenawa」の継続形「wela」、あるい
は名詞化された be 動詞が理由を表す形態「n」と結びついたもの、というように複合された形
で現れ、動作主のコントロールが失われた状況、または、意識が失われた状況を表現している。
動作動詞の前に現れる傾向が強い。
表 23
～wela
bæri wela
不可 なる
atapahu wela
見逃し なる

～weemakin
baeriveemakin
不可能性 で
atapahuveemakin
見逃し ので

このように、B タイプの副詞は二つの形で現れるが、意味的には同じである。以下はその例を
示す。
138) Mage
atiŋ bæriwela malpo:cchiya biduna
I(Gen)+hand(Inst) Adv flower pot
(Acc) (invol)
I broke the flower pot inadvertently (I couldn’t control of being broken)
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この文に副詞である「bæriwela」が付加されたことにより、意味が強調されている。
シンハラ語の特徴は、非意志的副詞の A タイプも B タイプも動詞を修飾するだけであり、
副詞の有無に関わらず述語動詞により充分非意志性が伝えられるということである。しかし、
副詞だけで完全に「非意志性」を表現する言語もある。その一つは日本語である。以下では日
本語の状況を示す。

4.2 日本語における
日本語における非意志的副詞
における非意志的副詞
日本語における非意志性を表す副詞として、李（2003）では、以下の15語を例示している。
うかにも、うかつに、うかうか、うっかりと、つい、思わず、無意識に、我知らず
（に）、いつの間にか、いつしか、ふと、何気なく、何となく、何だか、どことなく
李（2003）では、動作主の非意志性を表す副詞を A グループ、意志性を表す副詞を B グル
ープに分類している。李は、非意志性を表す副詞を下位分類し、A I の種類は、主体の抑制あ
るいは注意が欠如したことが原因でする好ましくない行為、AⅡの種類は、主体が気づかない
まま行う行為、AⅡ’の種類は、主体が気づかないうちに行った何らかの状況、または行為の変
化の結果または変化の始まり、AⅢの種類は、主体が意志なしにする行為を表す動詞を修飾し
ていると述べている。
表 24 李（2003）
）を参考とした
参考とした非意志的意味
とした非意志的意味を
非意志的意味を表す副詞の
副詞の分類と
分類と例
AⅠ
AⅡ
AⅡ’
AⅢ
つい
思わず
いつの間にか
ふと（ふっと）
うっかり（と） 無意識に
いつしか
何気なく
うかうか（と） 我知らず（に）
何となく
うかつに
知らず知らず
何だか
うかつにも

日本語で非意志性を表すのに、もっとも使用頻度が高い方法は、副詞の使用だと考えられる。
李（2003）は、非意志性を表す副詞には、①情態副詞（動作、作用、または事態のあり方を表
し、主として動詞を修飾する副詞）に属するものと②陳述副詞（主に否定･推量・仮定など述
語の陳述的な意味を補足強調し明確化する語で、一般的な話者の心的態度を表す副詞）に属す
るものがあるが、各々の副詞は両方の性質を持ちつつ、語によりその一方の性質をより強く持
つという連続的な性質があると述べている。
渋谷（2006）は、共通語では、自発の意味を表す非対格動詞「（枝が）折れる」「（糸が）
切れる」類の場合、もともと動作主が文構造の中に含まれていないので、「ウッカリ」などの、
動作主体の存在を前提とする副詞とは共起しないと述べている。
＊うっかり枝が折れた（渋谷2006）
以上の先行研究をふまえて、本節では、シンハラ語及び日本語における非意志性を表現する
副詞が、シンハラ語と日本語でどのように現れるのかを改めて考察する。そうすると、両言語
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とも（1）何らかの理由で（注意不足などで）動作主のコントロールが欠如したときのものと、
（2）動作主の意識が弱まったときのものというように二種類に分類できると考えられる。
表25
動作主のコントロール欠如を表す副詞
シンハラ語
bæri wela
bær weemakin
atapahu wela
atapahu weemakin

日本語
つい
うっかり
うかうか
うかつに

動作主の意識の弱まり・欠如を表す副詞
シンハラ語
ibetə
ibetəmə

日本語
無意識的に
思わず
いつの間にか
ふと
何だか

つまり、李が非意志的副詞として分類した AⅡ、AⅡ’、AⅢは、すべて、動作主の意識が弱
まった、あるいは欠如した場合に引き起こすことになった行為や状況を表す副詞として分類す
ることができる。このように分類することにより、シンハラ語における副詞の数や副詞で表す
ことができる非意志的動作がいかに少ないものなのかが明白になる。日本語の場合、李が分析
したように、副詞をより具体的に分析することが可能である。例えば、AⅡは主体が気づかな
いまま行った行為を表すのに対し、AⅡ’は主体が気づかないまま行った行為の変化の結果また
は始まり、AⅢは主体の意志なしに行う行為というように分類できる。シンハラ語では、副詞
使用が非常に少ないため、日本語のような分析は当てはまらない。シンハラ語の場合、副詞を
通して表現しているのは、非意志的行為が「動作主のコントロール欠如」によって引き起こさ
れたのか、「意識の欠如」によって引き起こされたのかということである。
その意味で非意志性を表す副詞使用については以下のようにまとめられる。
シンハラ語では、非意志性を表す副詞または語は、日本語に比べ数が少ない。また、その副
詞は、意志的動詞と一緒に現れて非意志的意味を伝えることはできない。それに比べ、日本語
の場合は、非意志性を現すのに副詞が不可欠な要素になっている。そのため、副詞の数もシン
ハラ語に比べ非常に多い。
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５．非意志性を
非意志性を表現する
表現する補助動詞
する補助動詞
非意志性を表現するもう一つの方法は、本動詞と補助動詞を組み合わせることである。まず、
補助動詞とは何かを考察してみる。補助動詞とは、動詞の本来の意味と独立性を失って、付属
的に用いられるものである。その意味では、シンハラ語でも、一部の動詞に補助動詞が付加さ
れ、非意志性を表すといえる。シンハラ語の場合、非意志性を表現している補助動詞として以
下のものがあげられる。これらの動詞は本来持っている意味と独立性を失って、本動詞の意味
を補助している。
yanawa(行く), （enawa（くる））, wenawa（なる）
中でも頻繁に使われるのは、yanawa(行く)と wenawa（なる）である。以下はその例を示す。
139） matə hina yanawa
I(Dat) laugh go (Pres.)
I happen to laugh
140） mawə thallu wenawa
I (Acc) push be (Pres.)
I am being pushed involuntarily
139）の場合、本動詞「笑う（hina）」に補助動詞「行く（yanawa）」が付加され、主語の
「私」には動作をコントロールすることができないという意味が含意されている。同様に
「ke:nthi yanawa(怒る)」「tharaha yanawa(怒る)」「mækila yanawa(消える)」「pæthirila
yanaya(広がる)」「ædila yanawa(引かれる)」「kædila yanawa(壊れる)」などの組み合わせも使
用される。補助動詞が付加される動詞は「連続形」または「名詞化した形」で現れる。例えば、
「ke:nthi yanawa(怒る)」「tharaha yanawa(怒る)」「hina yanawa(笑う)」などの場合は、本動詞
を意味する語が名詞化した形で現れている。それに対し、「mækila yanawa(消える)」
「pæthirila yanaya(広がる)」「ædila yanawa(引かれる)」「kædila yanawa(壊れる)」の場合は、本
動詞が連続形で現れている。意味的には、動作主または主語が「（動作を）コントロールでき
ない」あるいは「自然にそうなる」などの意味を含意する。
140 の場合は、本動詞「押す（thallu）」に「なる（wenawa）」が付加されている。意味的
には 139）の場合と同様に、動作主または主語が「（動作を）コントロールできない」「自然
にそうなる」などの意味を含意する。上述した「行く（yanawa）」という補助動詞よりも広く
使用され、形式的には「本来の名詞」または「動詞から名詞化された名詞」と「動詞の連続
形」が前方に現れる。
このように、移動動詞「行く」「来る」や、なる動詞「なる」を意味する語が補助動詞とし
て現れるのはシンハラ語だけではない。インドアーリア言語の多くも同じく、「行く」「来
る」「なる」などを付加することによって、自動詞化したり、非意志性を表現したりする。例
えば、マラーティー語では以下のような例文が見られる。
141） ti-lA
rAg AlA(Marathi)
She(Dat) anger came (Mverb)
She got angry (Anger came to her)

(R. Pandharipande1990)
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以上の文の「rAg AlA」は「怒りが来た」ことを意味する。これは「怒った」という意味を伝
えている。
また、ネパール語からは以下のような例文があげられる。
142) MalaI hanso ayo （Nepalese）
I (Dat) laugh come(past)
I laughed inadvertently
143) Ra:m la:I ri:s uThyo
Ram (Dat) anger rose(Mverb )
Ram became angry
142）では「笑いが来た」、143)では「怒りが来た」という表現を用いて、「笑った」、「怒
った」という意味を表している。
また、ベンガル語では、以下の様な例文に現れる。
144）Use bahƽr ane mẽ šƽrm a rƽhi thi
She (Dat) out coming pp shy- com (CV) prog. was
She was feeling shy of coming out

(Anvita.Abbi:260)

この文では、「ane mẽ šƽrm a rƽhi thi」は「恥ずかしい気持ちが来た」という意味で、「恥ず
かしかった」ということを表現している。
このように、シンハラ語のみならず、他のインドアーリア語派に属する言語でも、一部の動
詞に補助動詞が付加され、それらの動詞のほとんどは、非意志性を表現すると判断できる。
この現象はインドアーリア諸語に限られたものではない。日本語の場合も補助動詞を付加す
ることにより非意志性を表現できる。山本（2006）では、日本語の補助動詞を以下のように定
義している。
補助動詞：単独で用いることができる動詞が他の動詞の「て形」に後接した形態
で，意味の中核は前項動詞句（VP1）にあり，後項の動詞（V2）が実質的ではなく
付加的なものとなっているものの，後項の動詞（V2）
山本（2006）

上の定義に該当する語は以下の 11 語である。
「～ている」，「～てある」，「～ておく」，「～てしまう」，「～てくる」，
「～ていく」，「～てもらう（～ていただく）」，「～てくれる（～てくださ
る）」，「～てやる（～てあげる，～てさしあげる）」，「～てみる」，「～てみ
せる」
このように、さまざまな補助動詞があるが、ここでは「～しまう」という補助動詞に限定し
て考察する。目的は、非意志性の一つの現れ方として、補助動詞の使用が日本語にもあること
を示すことにある。「しまう」は「～てしまった」という形で本動詞の連続形とともに現れる。
「てしまう」の意味は多様である。高橋(1969)では以下のような意味で「～てしまう」が使わ
れると述べている。
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ⅰ「終了」動きが終わりまで行われることを表す
ⅱ「実現」過去の終わりとして行われる動作の実現を表す
ⅲ「期待外」予期しなかったこと、よくないことが実現することを表す
また、吉川(1971)では、以下のような意味で「～てしまう」が使用されると述べている。

ⅰ ある過程を持つ動作がおしまいまで行われることを表す
ⅱ 積極的に動作に取り組み、これを片付けることを表す
ⅲ ある動作・作用が行われた結果、取り返しがつかないという気持ちを表す
ⅳ 動作が無意識的に行われることを表す
ⅴ 不都合なこと、期待に反対したことが行われることを表す
以上の先行研究を見ると、高橋(1969)ではⅲで、吉川(1971)ではⅳとⅴで、「～てしまう」
の意味の一つとして「非意志性」を取り上げている。
さらに、森山(1988)では「意志的な動作を非意志的な動作として捉え直す形式が、「～てし
まう」である」と述べている。例として以下のものが挙げられる。
145）私は太郎のかばんを汚してしまった
Ｉは Taro (Gen)bag (Acc) dirt (vol.) てしまった
I inadvertently made the Taro’s bag dirty.

森山(1988：221)

森山によれば、以上の文からは「失敗動作的な解釈ができる」。
補助動詞を付加する場合の重要な点は、本動詞と補助動詞との関係がどのようなものであり、
補助動詞はどのような役目を果たすかということだと考えられる。例えば、非意志性を表す場
合、本動詞はそもそも「非意志的な意味を表現している」ものであり、補助動詞の役目は、
「本動詞の意味を強調する」ことだろう。しかし、そもそも意志動詞だったものに、補助動詞
が付加されることにより、はじめて非意志的な意味を表現する場合もあるだろう。本章では、
この点に詳細には触れない。しかし、日本語の場合も、シンハラ語の場合も、補助動詞は、以
上で取り上げた二通りの役目を果たすと考えられる。つまり、そもそも非意志的動詞だったも
のに接続し、意味を強調することや、そもそも意志動詞だったものに補助動詞を付加すること
で非意志性を表現することができる。
さらに、意志動詞が補助動詞に接続し、非意志性を表現する場合、上述の森山(1988)があげ
たような「失敗的な解釈」のほかに、動作主側の動作に対する責任を含意する場合もあると考
えられる。例えば、以上の 145)の例文の場合、動作主である「私」は「太郎のかばんを汚し
た」という動作を引き起こすが、意志的に引き起こしたわけではない。例えば、何らかのミス
または不注意が原因だったと考えられる。その意味で、動作主の「私」は、行為に対する「残
念な」気持ちを、「～てしまった」を通して表現している。従って、自分が引き起こした失敗
に関する責任が感じられる。このことは、以下のような文と比較するとより明確になると考え
られる。
146） 葉っぱが全部落ちてしまった。
Leaves(Nom)all fall (invol) てしまった
(in vain,) all leaves have been fallen (Naturally)
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146）の場合、本動詞はそもそも非意志的なもの (自動詞)であり、話し手が何もコントロール
できない状況を表現している。その意味で責任は含意されない。しかし、話者の残念な気持ち
も伝わる。
このように、日本語の場合、「しまう」という補助動詞が接続され、非意志性を表現してい
る。しかし、「～てしまう」形には非意志性を表現する以外の作用もあるため、非意志性を表
す補助動詞とはいえない。
以上シンハラ語をはじめ、いくかのインドアーリア語の状況や日本語の状況を観察しながら、
非意志性を表す補助動詞について考えてみた。その結果、シンハラ語や他のインドアーリア語
または日本語の一部の動詞に補助動詞を付加することにより、非意志性を表現できることが明
らかになった。ここでは詳細に触れられなかったが、本動詞と補助動詞の関連性についてのよ
り具体的な分析は今後の課題としたい。例えば、本動詞が意志動詞の場合と本動詞が非意志動
詞の場合があるので、その区別や、それぞれの場合に補助動詞が持つ効果などについても考察
を行いたい。
以上、非意志性を表すさまざまな方法を考察してきた。さらに語彙そのものが非意志性を表
現できる場合もある。以下では、語彙そのものが非意志性を表現する場合について触れる。
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６．非意志性を
非意志性を表現する
表現する語彙
する語彙
非意志性を表すもう一つの方法として、語彙的意味が挙げられる。数はさほど多くはないが、
シンハラ語にも、そもそも非意志性を意味する語彙が存在する。以下はその例を示す。
ræwatenawa(だまされる), wætenawa(転ぶ), ahuwenawa(だまされる・真実などが
明らかになる), penawa(見える), æhenawa(聞こえる), dakinawa(見える)、lissanawa
（すべる）

非意志的形態を持つ動詞のほかに、以上のような動詞の語彙的意味にはそもそも非意志性が含
まれている。しかし、上述したように数は非常に少ない。
しかし、より厳密にいえば、以上の動詞に関しても、完全に語彙的意味だけで非意志性を表
現しているとはいえない。つまり以上のような動詞が取る主語の格は「与格」や「対格」であ
るため、その格の影響がないとはいえない。ただし、dakinawa(見える)だけは、以下のような
現れ方をする。
147）Mamə eyawə dækka
I(Nom) she (Acc) see(Invol. Past)
I saw her
147）では、主語は主格で現れている。よって動詞は語彙的意味として非意志的な出来事を意
味していると考えられる。つまり、主語の「私」は「彼女」を意志的に見たわけではなく、非
意志的に、偶然見たという意味が含意されている。
このように、シンハラ語には彙的に非意志性を表現する動詞もあるが、その数は非常に少な
い。これまでの資料から言うと、頻繁に使用される 280 の動詞のうち、上記の例 1 つしか見当
たらない程度である。にもかかわらずここでこのタイプの動詞を取り上げた理由は、非意志性
には多様な表し方があることを示すためである。
一方で、日本語の場合は、これまでの研究によると、語彙的意味から非意志性を表現するこ
とができるとはいえない。日本語の動詞の場合、まず、多くの研究で動詞は他動詞と自動詞に
分類されている。その自他対応関係は多少複雑である。他動詞が自動詞から派生したのか、自
動詞が他動詞から派生したのか、はっきりさせる必要があるが、これまでの研究によると、以
下のような動詞は、語彙的意味が自動詞だと考えられる。

止まる、治る、落ちる、消える、割れる、折れる、転ぶ、見える、聞こえる

以上の動詞を見ると、その一部には対応する他動詞または意志動詞があるが、どちらにして
も、日本語の場合、非意志性を表現するには、以上のような動詞だけでは不十分だと考えられ
る。つまり、非意志性を表現する場合、そもそも自動詞であっても、非意志性を表す副詞また
は補助動詞が必要となると考えられる。
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148）a) ブックマークが消えた
Book mark (Nom) disappear(Past)
The book mark was disappeared
b) ブックマークが消えてしまった
Book mark (Nom) disappear+Aux V(Past)
The book mark was disappeared
以上の 148 a)では「何か起きたか」という情報だけを提供しているのに対し、148b）では話
者の「期待外」の出来事に対する「好ましくない」といった気持ちも含意されている。以上で
取り上げたすべての動詞にこの現象は当てはまる。その意味で、多くの場合、日本語では、語
彙的意味だけでは非意志性を表現できないと考えられる。非意志性を表現するには、補助動詞
または副詞が付加されなければならない。
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７．まとめ
本章では、シンハラ語と日本語を中心に非意志性の現れ方についての考察を行った。その結
果、非意志性は、以下のような方法で現れるということがわかった。
1． 述語動詞の形態的特徴
2． 動作主の格表示
3． 副詞の付加
4． 補助動詞の付加
5． 語彙的意味
シンハラ語では、動詞の形態的特徴を通して非意志性を表現している。それは、他のインドア
ーリア諸語と比較しても、極めて目立つシンハラ語特有の特徴として挙げられる。また、動作
主または主語が取る格も非意志性を表現する一つの方法となる。シンハラ語をはじめ、インド
アーリア語派に属するいくつかの言語からデータを取りこの点を証明した。さらに、副詞や補
助動詞を使用し、非意志性を表現する方法もある。シンハラ語も副詞を使用するが、その数は
非常に少ない。補助動詞に関しても、一部の動詞は補助動詞を使う傾向にあるが、シンハラ語
の場合必然的ではない。それに対し、日本語の場合、副詞の使用や補助動詞の付加が極めて目
立つ。副詞の数が多く多様であることや補助動詞が必須であることは、日本語の特徴と言える。
その他に、動詞の語彙的な意味を通して非意志性を表現する場合もある。シンハラ語にも語彙
的意味によって非意志性を表現する場合があるが、数は非常に少ない。日本語の場合は、これ
までの研究によると、動詞の語彙的意味で自動性は表現できるが、非意志性を表現することは
ない。
このように、非意志性はさまざまな現れ方をするが、言語によって、より頻繁的に使う方法
や優先される方法が異なっている。
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第八章
非意志性の
非意志性の分析
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非意志性の
非意志性の分析
1. はじめに
シンハラ口語では非意志的文が盛んに使用され、シンハラ語の特徴的な文法範疇ともなって
いる。シンハラ語のみならず、インドアーリア諸語を含めたアジアの言語では、非意志性が文
法上重要な概念であることは 6 章で取り上げた状況からも明らかである。それにもかかわらず、
非意志性に関する研究は非常に少なく、特に非意志性の分析などは筆者が知る限りなされてい
ない。その点を踏まえ、本章では、シンハラ語をはじめ、アジアの言語の状況をもとに、非意
志性の分析を行うことを目的とする。2 節では、先行研究における非意志性の分析を概観し、
3 節では、非意志性とは何かということを考える。4 節では、非意志的文が表現する意味など
について考察したい。5 節では、非意志性と時制の関連性について考察を行う。6 節はまとめ
である。
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2.先行研究
先行研究
2.1 Inman(1993)
Inman(1993)では、Kratzer(1977,1981)の法の解釈理論を元にシンハラ語の非意志的文を分析
している。Inman によれば、Kratzer(1977,1981)の理論では、法の解釈に関わる要素が三つあり、
それらは、様相基盤(modal base)、様相力(modal force)、と順著順序（ordering source)である。
その中で、シンハラ語の非意志的文の分析に関わるのは様相基盤と様相力の二つの要素のみで
あるとし、様相力では、様相演算子(modal operator)によって、必然性演算子(necessity
operator)か可能性演算子(possibility)かが特定される。様相基盤は、ある可能世界で「法
が何を与えてくれるか」、「われわれは何を知っているのか」などで指示される実体
で、命題の集合としてモデル化される。それは、可能世界ごとに異なることが想定さ
れるとしている(Kratzer 1991b)。
非意志性の場合、様相力は非必然的(non-necessity)である。その意味は「非意志的動詞を持
つ命題が真であるのは、埋め込まれる命題が真である場合であり、ある可能世界が様相基盤で
可能世界の集合と共存できる場合、それらの命題は偽になる」ということである。
シンハラ語における各非意志的文は、意味的には多少異なっている。Kratzer の理論に基づ
けば、非意志性の異なる解釈は異なる素材の結果である。様相基盤は非意志性の様相力の解釈
を表すために構成されている。
Inman（1993）は、Kratzer(1977,1981)の法の解釈理論を元に、シンハラ語の非意志的文の意味
解釈に関わる以下のような 2 つのフォーミュラを提案している。
１a)偶然性（accidentəlly）（動作主の意志が関わり、意志的様相基盤の見解から（intentional
modal base））
１b)突然性(unexpectedly)（話し手、聞き手の信念、思い込みに関わり、臆見様相基盤の見解か
ら(doxastic modal base)）
Inman は、１a)の偶然性の場合を、動作主の意志と関係するため意志的様相基盤、1b）の場
合を、話し手または聞き手の信念と関係するため、臆見様相基盤と名づけている。
また、シンハラ語の非意志的動詞は能格主語、与格主語、対格主語および具格主語と現れる
ことができるとし、能格以外の格で現れる主語を意味的主語と名づけている。能格は非主格で
はあるが、以上に挙げた他の格と同じような意味で現れることはないため、これを統語的主語
と名づけている。さらに、Inman によれば、意味的主語である与格主語、具格主語、対格主語
などは、いくつかの主語的性質を持つことから、これらの NP は主語と呼ぶことができる。ま
た、多くの場合、一つの動詞は、以上に挙げた格の中の一つと現れることが多いが、複数の主
語タイプと現れる動詞もある。
さらに主語選択の一部は述語の他動性に制約されており、自動詞で現れるのは対格主語、与
格主語のみである。それに対し、他動詞は能格主語と具格主語で現れるが、まれに与格主語と
現れる場合もある。
また、自動詞の場合、主語選択は語彙的意味によっても制限される。対格主語は非対格動
詞、与格主語は非能格動詞と現れることが多い。この場合、動作主の意志的様相基盤の見解か
ら偶然性が解釈できる。たとえば、以下の例を挙げることができる。
149) lamayawə wætuna
child(Acc) fall (Invol.Past)
The child fell (accidently)
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それに対し、具格主語が容認できるのは、非意志性の様相力を元に判断すると、話し手また
は聞き手の信念に矛盾しない世界においてのみである。さらに、以下のような例を挙げながら、
具格主語が現れる意志的文の場合、臆見様相基盤(doxastic modal base)が選択され、動作主が動
作に意志的に参与することが推定されるとしている。
150) mahathungen ee wæde kerenne næha
mahatun(Inst) that work do (Invol.emp.) neg
Mahatun doesn`t do that work (in spite of a belief that he does

151) ee lamayagen demaupiyanwə rækenawa
that child(Inst) parent(Pl. Acc) support (Invol)
The child happens to support his parents (expressing astonishment)
150 )の場合、動作主である mahathun が意志的にその仕事を避けていて、151)の場合、子供
が意志的に親を経済的にサポートするというように、話し手の一般的な推定から外れているも
のが取り上げられている。つまり、話し手の信念や思い込みの見解から「突然性」が働いてい
るということになる。
よって、具格主語は臆見様相基盤(doxastic modal base)が選択され、意志的に行為を担うため、
最も意志的であり、非意志的意味とは解釈できない。能格主語は様相基盤( modal base)が選択
され、行為が意志的か非意志的かが解釈できることから意志性は中間的である。さらに、対格
主語および与格主語は意志的様相基盤( intentional modal base)のみが選択され、非意志的に解釈
されることから意思性は最小であり、意志的な解釈はまったくできないと述べている。
しかし、Inman （1993）が述べている意志性の階層は具格主語の一部しか扱っていない。つ
まり、「動作主属格＋手＋具格」といった構造は無視されている。「動作主属格＋手＋具格」
を検討すると、具格主語は臆見様相基盤(doxastic modal base)しか選択しないという判断はでき
なくなる。つまり、意志的解釈以外は不可能であり、非意志的解釈はできないという判断自体
も成り立たなくなる。例として以下のような文が挙げられる。
152)mage atiŋ vas e:kə kæduna
I(Gen) hand+(instr) vase (indf.art. ) V(invol.past)
I broke the vas inadvertəntly
例文 152) の場合は、動作主である「私」が意志的に花瓶を壊したのではない。非意志的に
壊してしまったのである。この件については以下 3 節で詳細に述べる。ここで主張したいこと
は、具格は意志的意味だけではなく、非意志的意味でも使用されるということである。このよ
うな問題点なども考察し、以下で本章の意志性の分析を行いたい。
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3. 非意志性とは
非意志性とは
第 2 章で意志性の定義を改めて行った。非意志性については「動作主(人間)が意図せずにと
った行動、または、主語(人間)が望んでいないのに起きた出来事などを動作主または主語の視
点から表現する心的機能を意味する。」とまとめられる。従って、非意志性には二通あると言
える。つまり、動作主が思っていないのに引き起こす行為の場合に、その動作主の心的機能を
表現する非意志性と、主語が望んでいなかった出来事に直面したときに、その主語の心的機能
を表す非意志性である。従来の研究では、筆者の知る限り、その二つを区別した分析を行って
こなかった。つまり、出来事の場合の非意志性は「当然」の扱いをされてきた。しかし、筆者
は、出来事の場合にしても、非意志性の分析が必要となると考える。その理由は、出来事の場
合においても、その出来事に対面する主語の人物の視点からすると、好ましい場合と好ましく
ない場合があると分析できるからである。基本的に、動作主または主語の視点から好ましいと
見なされる行為や出来事は非意志性とは関係ない。ここで扱う非意志性の範囲に入るのは、動
作主または主語にとって好ましくない行為や出来事のみであり、そのときに現れる心的機能で
ある。このような分析は、文構造によって表現できる言語もあるだろうが、シンハラ語のよう
に、文構造だけでは十分に表現できない言語もある。
例えば、「シンハラ語の与格主語や対格主語が現われる文はすべて偶発的な出来事を表して
いる」とは言い切れない。なぜなら、与格主語が「kanəwa 食べる」、「bonəwa 飲む」など一
部の動作動詞と共起できたり、対格主語でありながら、動詞が動作への参与を含む「natənawa
踊る」、「idəgannawa 座る」だったりする場合があるからである。
従って、本研究では、非意志性をまず、人間が関わる場合に限定されるものとし、人間の動
作主または行為者が、思わず、故意でなく引き起こす行為の時に、その動作主側の心的機能を
表現する非意志性のことを「動作による非意志性」と呼び、人間が思わず、望んでいない偶発
的出来事に対面した場合に、その対面する主語側の心的機能を表現する非意志性のことを「偶
発的出来事による非意志性」と呼び、以下のように二種類に分類する。
1．動作による非意志性
2．偶発的出来事による非意志性
以下では以上取り上げた二種類について具体的に考察を行う。

3.1 動作による
動作による非意志性
による非意志性
動作による非意志性とは、動作主が意図せず引き起こした行為や動作による心的機能を意味
する。特徴としては、意志的文と同じく、動作の結果が状態変化を伴い、さらに、目撃できる
形で結果が残存すると言う点にある。以下の文を参照されたい。
153） Mage atiŋ viduruwə binduna
I(Gen) hand(Inst) glass (Sg.Def.) braek (V.invol.Past)
I broke the glass by mistə
対象である「グラス」は状態変化を伴い、目撃できる形で結果が残存している。文中の動作
主の「私」は「手＋具格」で現れていることから、行為に対する意志がないと解釈できる。こ
のように動作主が「手＋具格」で現れる場合、述語には動作性が高い動作動詞が来る傾向が強
い。そのため、これらの種類の非意志的文は「動作による非意志性を意味する文」と呼ぶこと
にする。これまでの調べによると、この種類の文はシンハラ語のみならず、ヒンディー語、マ
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ラーティー語などでも使用される。また、日本語の場合は、動作動詞に「～てしまった」とい
う補助動詞を組み合わせて、非意志的動作を表現することができる。
154)（私は）このコップを割ってしまった。
This cup (Acc)break Shimattə (invol.Past)
I broke the cup by mistəke
以上の場合も、動作動詞である「割る」は「～てしまった」という補助動詞と組み合わさって、
非意志性を表現している。しかし、シンハラ語とは異なり、動作主の表示が必須ではない。対
象であるコップは状態変化を伴う。動作主が表面的に現れなくても、その存在は文の意味に含
意される。従って、動作に対する動作主の非意志的な心的機能も解釈できる。
以上のように、状態変化を伴い、目撃できる形で結果が残存する非意志的文は「動作による
非意志性を意味する文」に分類できる。次に、非意志的出来事について考察する。

3.2 偶発的出来事による
偶発的出来事による非意志性
による非意志性
出来事による非意志性とは、主語が対面する偶発的出来事によって生じる主語の心的機能を
意味する。以上述べたように、偶発的出来事による非意志性は非意志的であるのは「当然」の
ことと「当然」のことと考えられる傾向がある。以上の動作による非意志性を意味する文と比
べると、これらの文の述語動詞は、動作というよりもある状態や出来事を意味する自動詞的な
ものである。以下の例を参照。
155) Lamayawə wætuna
Child（Acc）fall(Invol.past)
Child fell
156) Matə aduna
I (Dat) Cry(Invol.past)

I cried inadvertəntly
例文 155)では、子供が「転んだ」という偶発的な出来事があり、例文 156)では、わたしが
「泣けた」という偶発的な出来事がある。155）と比較すると、156)の方が主語の参与度が高
い。つまり、非意志的ではあるが、泣くのは主語自身である。それに比べ、155)の場合、主語
の参与はまったく含意されていない。
しかし、「泣く」という動詞はそもそも自動詞である。それが「非意志的」な形で現れる場
合、155)の場合と比べて、主語の参与度があったとしても、ますます自動性が高くなっている
と考えられる。このように「偶発的な出来事による非意志的文」の述語動詞には他動性の低い
自動詞が来ることが多いが、主語の参与度が多少あるものとまったくないものがあると考えら
れる。
このように、非意志性は「動作による非意志性」、「出来事による非意志性」の大きく２つ
に分類できる。次に、以上取り上げた分析結果も踏まえ、非意志的文が表現している意味的要
素について考察を行う。
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4. 非意志的文が
非意志的文が表す意味
本節では、シンハラ語の非意志的文を中心に非意志的文が表す意味について考察を行う。ま
ず、シンハラ語には、非意志的文が 3 種類あることを第 6 章で示した。また前節では、非意志
性の現れ方が二通りあることを示した。シンハラ語の 3 種類の非意志的文構造が、以上前節で
取り上げた二通りの現れ方とどのように関連しているのかを明らかにし、それを元に非意志性
の意味的要素を提案することを本節の目的とする。
まず、「動作主＋属格＋手＋具格」の構造は、動作に動作主の参与が明らかであるもので、
述語動詞に来る動詞のほぼすべてが動作動詞であるため、問題なく動作による非意志性を表す
と分類することができる。次に、「主語＋対」の構造及び「主語＋与格」の構造は、基本的に
偶発的出来事を表すが、一部の「主語＋与格」の構造は動作による非意志性を表す場合がある。
次にそれぞれの文がどのような意味的要素を持つかを示す。以下のテストを通じ、3 種類の
非意志的文構造の意味的差異が導き出せると仮定する。すなわち、各非意志的文に、
/ibetəmə(つい)/、/ekaparatəmə(突然)/、/nodanuwathwamə(知らずに)/、/bariwela(（コントロー
ル）できなくなって)/、/amatəka wela(思い出して)/という副詞や句が共起できるかどうかを調
べる。
まず、「動作主＋属格＋手＋具格」の文
157) mage atiŋ piganə Kæduna
I(Gen) hand(Inst) plate break(invol.past)
I broke the plate by mistəke
表 26
副詞･句
ibetəma（つい）
ekaparatəma (突然)
nodanuwathwama (知らずに)

文
mage atiŋ ibetəma pigana Kaduna
mage atiŋ ekaparatəma pigana Kaduna
mage atiŋ nodanuwathwama pigana Kaduna

容認可･否
×
×
△

bariwela（コントロール）できな
くなって)
amatəka wela（わすれて）

mage atiŋ bariwela pigana Kaduna

○

mage atiŋ amatəka wela pigana Kaduna

×

次に、「主語＋対格」の文
158) Mawə wætuna
I (Acc)fall (invol.past)
I fell
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表 27
副詞･句
ibetəma（つい）
ekaparatəma (突然)
nodanuwathwama (知らずに)
bariwela（コントロール）できなくなって)
amatəka wela（わすれて）

文
Mawə
Mawə
Mawə
Mawə
Mawə

ibetəmə wætuna
ekaparatəmə wætuna
nodanuwathwamə wætuna
bariwela wætuna
amatək wela wætuna

容認可･否
○
○
○
×
×

次に、「主語＋与格」の文
159) matə æduna
I (Dat) cry(invol.past)
I cried inadvertently
表 28
副詞･句
ibetəma（つい）
ekaparatəma (突然)
nodanuwathwama (知らずに)
bariwela（コントロール）できなくなって)
amatəka wela（わすれて）

文
matə ibetəma æduna
matə ekaparatəma æduna
matə nodanuwathwama æduna
matə bariwela æduna
matə amatəka wela æduna

容認可･否
○
○
○
△
○

以上のテストでわかるように、３の文は、述語動詞が動作性の高い動作動詞で、動作主が
「手＋具格」で現れている場合、完全に共起できる副詞は「bariwela（コントロール）できな
くなって）」のみであり、「nodanuwathwamə(知らずに)」が共起できる場合は限定されている。
そして、その他の副詞と共起させると違和感が生じる。それに対し、158）では主語が対格を
持ち、述語動詞は自動詞的なものが多く来るため、「動作主が手＋具格」で現れる場合に容認
された副詞「bariwela（コントロール）できなくなって）」は容認されない。その代わり、
「ibetəmə(つい)」,「ekaparatəmə(突然)」,「nodanuwathwamə(知らずに)」などの副詞とは共起で
きる。また、159）のような主語が与格で現れる場合と比較すると、与格主語の場合、「思い
出して」などの句と共起できることが明らかになった。これは、与格主語が来る場合、その述
語として選ばれる動詞が主に「精神的活動を表す」ものであることが原因だろう。その他、主
語が与格で現れる場合も、「bariwela（コントロール）できなくなって）」と共起させると多
少違和感が感じられることがあるが、「ibetəmə(つい)」,「ekaparatəmə(突然)」,
「nodanuwathwamə(知らずに)」などの副詞とは問題なく共起できる。与格主語の場合も、述語
動詞の多くは自動詞的なものが来る。
従って、以上のテストの結果、述語動詞が動作性の高い他動詞から派生した動詞であり、動
作主が「手＋具格」で現れる場合、共起できる副詞の意味から考察すると、当該の動作に対す
る動作主のコントロール性が関わってくると思われる。つまり、そもそも、動作性が高い動作
動詞が述語に来ることから、「動作のコントロールは動作主にある」という前提で、文が成り
立っていると考えられる。非意志的文の場合「コントロールできなくなって」といえるのは、
「そもそも動作主にあるコントロールが何らかの理由で動作主から失われた」という意味が、
文構造と調和しているからである。従って動作性が高い他動詞の場合、その非意志的文は、意
味的には「コントロール欠如」という意味を含意しているといえる。また、コントロールでき
るはずのことが「コントロールできなかった」ということから、動作主の責任も含意される。
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よって、これらの種類の文は動作による非意志性を表していて、「コントロール欠如」、「責
任性」を意味していると判断できる。
それに対し、述語動詞に動作性が低い動詞や自動詞が来て、主語が対格や与格で現れる場合
は、上で見たように、「ibetəmə(つい)」、「ekaparatəmə(突然)」、「nodanuwathwamə(知らず
に)」などの副詞が共起できる。それらの意味を考察すると、「ibetəma(つい)」や
「nodanuwathwamə(知らずに)」などは無意識性を意味し、「ekaparatəmə(突然)」は突然性を意
味すると考えられる。また、与格主語と共起できる「思い出して」のような句からは、精神的
活動とのつながりが感じられるが、その場合も基本的に、突然性とつながると考えられる。従
って、対格主語、与格主語の非意志的文は、無意識性、突然性などの意味が含意されていると
いえる。つまり、これらの種類の文は、出来事による非意志性を表現するものであり、動作に
よる非意志性とは異なり、責任性やコントロール性などではなく、無意識性、突然性を意味し
ていると判断できる。
また、格の特徴から判断しても、シンハラ語の具格は「動作主を意味する」ものであるため、
コントロール性との関わりは納得いくものだとと考えられる。それに対し、与格は「受け手」
を意味するものであるため、動作のコントロール性と直接関わらないのも不思議ではない。対
格の場合も、動詞に支配される・コントロールされる・下敷きになる・抑制されていると定
義されていることから、与格の場合よりも動作との関わりがさらに低いと考えられる。その意
味でも、動作のコントロール性とは関係がない、もしくは関係が非常に低いと判断できる。逆
に、突然性や無意識性は主語が「与格」や「対格」の場合に含意されるということも、格の性
質からして格の性質と矛盾するものではない。
しかし、動作主が「手＋具格」と「与格」に交替できる動詞がいくつかある場合、意味的に
は、コントロール性、突然性、無意識性など複数の意味を伝えることができることになると考
えられる。たとえば、「kiyauna(言ってしまった)」、「 kæuna(食べてしまった)」 、「peuna
飲んでしまった」などの動詞は、動作主が「手＋具格」または「与格」の両方で現れる場合が
ある。それ以外の場合は、動作主または主語の格及び述語動詞類の構造により、優先される意
味が多少異なる。以下はそのまとめである。
表 29
非意志的文構造
「動作主＋手＋具格」動作性が高い動作動詞
「主語＋対格」動作性が低い動作動詞、自動詞

「主語＋与格」動作性が低い動作動詞、自動詞
精神的活動を表す動詞

「動作主＋手＋具格」と「与格」交替可能な構造
精神的活動と関連している動作動詞

共起できる副詞
Bariwela
コントロールできなくなって
ibetəma(つい)
ekaparatəma(突然)
nodanuwathwama(知らずに)
betəma(つい)
ekaparatəma(突然)
nodanuwathwama(知らずに)
matək wela(思い出して)
Bariwela
コントロールできなくなって
ibetəma(つい)
ekaparatəma(突然)
nodanuwathwama(知らずに)
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優先に伝える意味
非コントロール性
有責任性
無意識性
突然性
偶発性
無意識性
突然性
偶発性
非コントロール性
無意識性
突然性
偶発性

以上、シンハラ語を中心に非意志的文に現れる意味的要素について考察を行った。表からわ
かるように、シンハラ語の場合、動作主が取る格及び述語動詞の性質によって異なる意味が優
先される傾向がある。すなわち、動作主が具格で現れる場合は「非コントロール性」や「有責
任性」、主語が対格や与格で現れる場合は「無意識性」や「突然性」、「偶発性」などが優先
的に含意される傾向が高い。ここではシンハラ語を中心に導き出したが、インドアーリア諸語
でこれらの格が現れる非意志的文に関しても同じ分析ができると仮定することができる。
また、非意志的文は、基本的な定義に基づくと、動作主(人間)がある行動をとろうと思わな
いで生起させる行動、または、動作主または主語の視点から期待していなかった出来事を表す
が、シンハラ語を中心に考察すると、非意志的文のほとんどが、動作主または主語にとって何
らかの「マイナスな」意味または「不利な」意味を表現していると判断できる。したがって、
非意志的文は、自分の行為または自分が対面した出来事に対する動作主または主語の「反省」
も表現していると考えられる。このことは、シンハラ語の場合、動作主または主語が具格をと
る場合も、与格をとる場合も、対格をとる場合も、すべての場合に当てはまる。たとえば、以
上で取り上げた例文 157）、158）、159）の場合を考察すると、すべてが「マイナスな」意味、
かつ「反省」を表しているといえる。
さらに、非意志性の定義にもあったように、非意志的文の動作または出来事は、動作主ある
いは主語の視点からすると、不意の行為や出来事に当たる。その意味で、非意志的文は、全般
的に一定の「意外性（unexpectedness）」を表現していると判断できる。以上の例文
「kæduna(壊してしまった)」「wætuna(転んでしまった)」「æduna(ないてしまった)」などの場
合、動作主または主語は、それらの行為または出来事を「やろうと思ってやったわけではな
い」。どちらも、意図していなかったことである。つまり、意外な行為や出来事である。
このように、非意志的文では、全般に「反省」や「意外性」などの要素も働くと考えられる。
以上の点をまとめると、非意志性は基本的に、人間の動作主の無意識的な行為、または、人
間の主語が予測していなかった出来事に対面した際に、それらの動作主または主語が自分の行
為または対面した出来事に関して持つ心的機能を表すものであるといえる。さらに分析すると、
意味的要素としての行為の場合は「コントロール性」や「有責任性」、出来事の場合は「無意
識性」や「突然性」などの意味が優先的に表現されていると考えられる。その他に、非意志的
文は全般的に(行為も出来事も)、「反省」や「意外性」といった意味も表現している。
次節では非意志性と時制及び否定との関連性を通し、より具体的な分析を行う。
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5. 非意志性と
非意志性と時制
時制といえば一般に、過去と非過去に分類したり、過去、現在、未来というように分類した
りする。本研究でこれまで扱ってきた非意志的文はすべて、「過去」時制におかれたものだっ
た。その理由は、基本的に非意志性は、ある行為または出来事が「成立」してからはじめて表
現できる現象だからである。しかし、シンハラ語の場合、非過去においても非意志的文が成り
立つ。その場合、基本的には「推定」を意味する。以下では、非意志的文構造の種類毎に、非
過去の文の分析を行う。

5.1「
「（動作主＋
動作主＋手＋具格）
具格）＋動作動詞」
動作動詞」の非意志的文
動作主が「atiŋ ｣句を伴う場合、動詞の語尾が以下のように二通り現れる。
160 ) oka otəna tibboth mage atiŋ oka kadenawa
That there keep (Cond) I (Gen)hand(Inst) that break (Invol. Pres)
If you keep that there I will break that (inadvertəntly)
161 ) oka otəna tibboth mage atiŋ oka kadei
That there keep (Cond) I (Gen)hand(Inst) that break (Invol. Pres)
If you keep that there I will break that (inadvertəntly)
例文 160）と 161）は条件文であり、後半の述語には非意志的動詞が用いられている。意味的
には、動作主の「私が」意志的に壊すのではなく、非意志的に(おそらく不注意でコントロー
ル欠如になり)、壊すことを意味している。160）では/enawa/、161）では /ei/が使われているが、
どちらも非過去を表す語尾である。厳密に言えば、/enawa/は一般に現在時の一般性を意味す
るが、未来の意味でも使用される。どちらの意味で使われているかは、文脈を参照してはじめ
て解釈できる。それに対し、/ei/は未来のことのみを表現する。例文 160）及び 161)を検討す
ると、両者とも未来に起きると推定される行為を表現している。つまり、動作主が「手＋具
格」の組み合わせで現れると、条件文の後件を表すことができるということである。さらに、
/enawa/と/ei/を比較すると、/enawa/のほうが/ei/よりも断定の程度が高いといえる。

5.2「（
「（主語
「（主語＋
主語＋与格自動詞・
与格自動詞・精神的活動を
精神的活動を表す動詞」
動詞」
主語が与格をとる場合、以下のような例文があげられる。
162) ahanakotə ahanakotə matə attə kiyawenawa
Ask when ask when I (Dat) truth tell (Invol. Pres)
When they repeatedly ask, I will happen to tell the truth

163) Oya wage katə ahenakotə, Matə hinayanawa
I (Dat) laugh(invol.Pres)
I happen to laugh (can’t control myself)
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164)Eyawa hambaunoth, matə oka kiyawei
She (Acc) meet(Cond) I (Dat) that tell (Invol. Pres)
I will happen to tell that if I met her(I will lose my control)
165) eka mathak unoth,matə adei
That remember (cond) I (Dat) cry(invol.Pres)
If I remembered that, I will happen to cry (I will not be able to control myself)
例文 162）には/enawa/、163）には/anawa/, 164 )と 165)には/ei/という語尾が現れている。例
文 162) と 163)では、特定の「時（とき）」を示す文が前半に、非意志的文は後半に置かれて
いる。構造的には、「～の時、～てしまう・～なる」のようなものであり、意味的には、特定
の時に非意志的な行為や出来事が一般現象として起きるということを意味する。それに対し、
164) と 165)の場合は、前半に条件文が、後半に非意志的文が来る。この場合、この文が表す
のは、162)と 163)の場合とは異なり、未来に起きると推定される事態である。このように、接
尾辞/enawa/と/ei/は、文構造により、伝える意味にも違いが生じるということになる。

5.3「（
「（主語
「（主語＋
主語＋対格）
対格）自動詞」
自動詞」
「（主語＋対格）自動詞」タイプに関しては、以下のような例文があげられる。
166) təllu karanna epa,mawə watenawa
Push don’t I (Acc) fell (Invol.Pres)
Don’t push, I am going to fell (help me!/ stop doing that…)
167) təllu kaloth, mawə watei
Push(Cond) I (Acc) fell (Invol.Pres)
If you push me I will happen to fell (help me!/ stop doing that…)
166 と 167)は、主語が対格で現れる場合の文である。166)には、文脈の解釈の便宜上、前半に
「təllu karanna epa((後ろから)押さないでください)」という否定命令文を加えた。非意志的文
の動詞は非過去形で現れている。意味的には、主語の「私が非意志的に転びそうになってい
る｣といった現在の出来事を意味している。また 167)では、動詞が非過去形で現れているが、
条件文とつながっているため、まだ転んでいないが、前件を満たせば、転ぶだろうという推定
を表している。つまり、「後ろから押したら、私を転ぶでしょう」という意味が含意されてい
る。
このように、非意志的文の述語に現れる非意志的動詞は、過去形だけではなく、非過去形で
現れる場合もあるが、その場合の意味は、文脈により、現在の状況または推定などに分かれる。
どちらにしても、動作主または主語の視点からすると、意志に反してあるいは非意志的に引き
起こす行為、またはそのようにして引き起こされる出来事に対面することを表している。
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7. まとめ
本章では、シンハラ語を中心に非意志性についての分析を行った。非意志性には基本的に二
種類のタイプ、すなわち①動作による非意志性、②出来事による非意志性があることを 3 節で
示した。さらに 4 節では非意志的文が表す意味として、動作による非意志的文は非コントロー
ル性と有責任性を出来事による非意志的文は無意識性と突然性を意味することを示した。さら
に 5 節では時制との関連性を取り上げ、過去時制のみならず、非過去時制でも非意志的動詞が
使用されることを示し、その場合の意味としては、「推定」があげられることを示した。
このように考察すると、非意志性とは次のように改めて定義することができる。非意志性に
は二通りある。それらは動作による非意志性及び出来事による非意志性に分類される。動作に
よる非意志的文は、動作主が当該の動作に対するコントロールを欠如した場合に引き起こした
行為に関する責任性を意味するのに対し、出来事による非意志的文は、主語が望まなかった出
来事に対面した場合に現われる心的機能としての突然性や無意識性を意味する。非意志文が表
すのは、全般にマイナス的な行為または出来事であるため、非意志性は「反省」を表すことも
あり、また、望まなかった行為または出来事に関わるため「意外性」という意味を表すことも
ある。基本的には、過去時制、完了相で現れるが、非過去の場合は（推定）などの意味を含意
する。

165

第九章
結論
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本研究では、シンハラ語を中心に意志性及び非意志性についての考察を行った。中でも、主
に、非意志性の分析を扱った。本論で取り上げた研究課題と各課題を取り上げた章は以下の通
りである。
表 30
研究課題
なぜ自他分類は形態的にされないのに意志・非意志は形態的に分類できるの
か。
自他と非意志性の関係はどのようなものか。
非意志性はどこまで独立しているのか？
非意志動詞と格はどのような関係を持つのか。また、シンハラ語に独特の特性
なのか。
非意志性はどのような現れ方をするのか。
非意志性とは何か。

取り上げた章
２章
２章、３章
４章、５章
６章
７章
８章

第２章で示したように、多くの研究者によると、意志性は他動性の一つの重要な要素である。
角田(1991)が述べているように、一般に、他動詞から自動詞を区別するに当たって、意志性は
直接関係していないように見える。他動性の場合、対象への影響が常に優先される。しかし、
シンハラ語のような言語では、対象へ影響を与えるのは意志的な場合だけではない。非意志的
な場合も対象へ影響を与えることができる。従って、対象への影響と同様に意志性が重要であ
る、もしくは対象への影響よりも意志性が優先されるといえる。
筆者は、他動性と意志性との関連性については、他動性の一つの下位分類と考える。第 3 章
で示したように、意志性は、他動詞と自動詞の間で、以下のような位置に表すことができる。
図 17
中心
他動詞

自動詞
非意志的他動詞

非意志的自動詞

つまり、意志的ではないため、強い他動性の範囲には入れられないが、対象への影響などを考
慮すると、自動詞の範囲にも入れられない。それに対し非意志的自動詞は、意志的自動詞も存
在することを考慮すれば最も自動性が高いものになる。
また、シンハラ語における非意志性の独立性については、第 4 章で示したように、受身と混
同されることがあるが、直接受身とも間接受身とも異なる独立したものであることがわかった。
さらに、第 5 章で示したように、シンハラ語の動詞の派生形式のすべてが逆使役の枠に入るわ
けではない。逆使役に入る動詞は数が限られているし、それらのすべての動詞は、人間と関わ
る場合に「非意志性」を意味することから、少なくとも、シンハラ語では、非意志性が逆使役
に優先する。
さらに、シンハラ語の非意志的文を分析した結果、述語動詞と動作主・主語の格との関係が
明らかになった。それは以下の通りである。
主語が与格で現われる場合、述語動詞は主に精神的活動を表す動詞や感情動詞、知覚、感覚
を表す動詞で、一部の動作動詞が共起する場合もある。また、「動作主・主語が属格＋手＋具
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格」で現れる場合は、主に状態変化を伴う動作動詞と共起する。主語が対格で現われる場合は、
状態変化を伴う状態動詞と共起することができる。
また、非意志的文ではコントロール性や責任感が表現されていると推定される。述語動詞に
動作性の高い動詞が来る場合、そもそもコントロール性が高く、責任の度合いも高く含意され
る。それに比べ、動作動詞が述語に置かれても主語が対格を取る場合は、コントロール性は低
いか、まったくない。コントロール性が低い場合は、責任の度合いも低く感じられ、コントロ
ール性がない場合は、責任感も生じないと考えられる。また与格主語の場合、動詞に精神的活
動や感情を表すものが置かれるため、そもそもコントロール性が欠如しており、従って責任の
度合いも低く含意される。
第六章では、シンハラ語のほかに他のいくつかのインドアーリア語の状況も配慮しながら、
考察を行った結果、シンハラ語特有の「対格主語」を除き、主語の格と述語動詞の関係や非意
志的文が伝える意味は、他の言語の場合にも当てはまるということがわかった。
また、シンハラ語をはじめとするインドアーリア語と、日本語を中心に非意志性の現れ方に
ついて考察を行った結果、非意志性の現れ方は、以下のようにまとめられた。
1． 述語動詞の形態的特徴
2． 動作主の格表示
3． 副詞の付加
4． 補助動詞の付加
5． 語彙的意味
このうち、述語動詞の形態的特徴で非意志性を表す言語はシンハラ語のみであると結論づけ
られた。一方で、動作主または主語が取る格も非意志性を表現する一つの方法となる。シンハ
ラ語をはじめ、インドアーリア語のいくつかの言語からデータを取りこの点を証明した。その
他に、副詞や補助動詞を使用し、非意志性を表現する方法もある。シンハラ語でも副詞は使用
されるが数が非常に少ない。補助動詞に関しても、一部の動詞は補助動詞を使う傾向があるが、
必然的ではない。それに対し、日本語の場合、副詞の使用や補助動詞の付加は極めて目立つ。
副詞の数が多く多様であることや、補助動詞が必須であることは、日本語の特徴になっている。
その他に、動詞の語彙的な意味を通して非意志性を表現する場合もある。シンハラ語にも語彙
的意味によって非意志性を表現する場合があるが、数は非常に少ない。日本語の場合は、これ
までの研究によると、動詞の語彙的意味で自動性は表現できるが、非意志性を表現することは
できない。このように、非意志性はさまざまな現れ方をするが、言語によって、より頻繁に使
う方法や優先される方法が異なっている。
最後に、非意志性の分析を行った。非意志性は基本的に以下のような二通りで現れる。
1．動作の非意志性
2．出来事の非意志性
意味的には、動作の非意志的文は非コントロール性と有責任性を出来事の非意志的文は無意
識性と突然性を意味する。さらに非意志的文と時制との関連性については、過去時制のみなら
ず、非過去時制でも非意志的動詞を使用することができるが、その場合に表される意味として
は、非意志性ではなく「推定」が目立つ。
以上の考察から、非意志性は以下のような現象であると改めて言うことができる。
非意志性の現れ方には二通りあり、それらは動作の非意志性及び出来事の非意志性に分類す
ることができる。動作の非意志的文は、当該の動作に対してコントロールが欠如した場合に動
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作主が引き起こした行為に関する責任性を意味するのに対し、出来事の非意志的文は、主語が
望まなかった出来事に直面した場合の心的機能として、突然性と無意識性を意味する。非意志
性全般にマイナス的な行為または出来事が優先され、「反省」や、望まなかった行為または出
来事であるための「意外性」という意味も表される。基本的には、過去時制、完了相で現れる。

図 18

動作（非コントロール性、有責任性）
非意志性

反省、意外性
出来事 （突然性、無意識性
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意志・非意志動詞リスト及び動作主の格区別
動作主(atiŋ)
adinawa
andinawa
andinawa
abaranawa
aragannawa
ahanawa
arinawa
s karanawa

ædenawa
æĎenawa
Ædenawa
Æbarenawa
Aragænenawa
Æhenawa
Ærenawa
Aswenawa

atullanawa
andanawa
aussanawa

Ætillenawa
Ændenawa
Ævissenawa

allanawa
atuganawa
aturanawa
akulanawa
adahgahanawa
asuranawa
Atpudigahanaw
a
abanawa
balanawa
badinawa
bedanawa
bahinawa
baninawa
bonawa
badanawa
bidinawa
dagalanawa

Ællenawa
Atugæ:wenawa
Ætirenawa
Ækilenawa

dakinawa
Daranawa
Desanawa
Duwanawa

Æhirenawa
Atpudigæhenawa
Æbenawa
Bælenawa
Bædenawa
Bedenawa

Pewenawa
Bidenawa

Dærenawa
Desenawa
Diwenawa

引く
着替える
描く
ねじる
持つ
問い合わせる
開ける
片付ける･退
職･退学させる
こする
泣く
ち

動作主(tə)

○

動作主(wə)
○
○

○
○
×

○
○

○
○
○

○
○

散らかす
触る
はく
ばら撒く
たたむ
呼ぶ
片付ける
拍手する

○

○

○
○
○
○
×
×

○

彫刻する
見る
結ぶ･入会する
割る
降りる
叱る
飲む
だっこする
割る
いたすらする
・動く
見える
持つ
言う
走る
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○
○

○

○

○
○

○
×
×
○
○
○
×

○

○

○

×
○
○

Denawa
dirawanawa
doskiyanawa
dodanawa
Dodawanawa
Elanawa
Elawanawa
Ellanawa
epakaranawa
ekatukaranawa
Enawa
Ekkaranwa
Ganinawa
Galawanawa
Gahanawa
gasanawa
Garanawa
Genawa
gilinawa
Gotanawa
Ganawa
Ginigannawa
gorawanawa
Harawanawa
Halanawa
Harigassanawa
Hollanawa
hodanawa
Hadanawa
Hukiyanawa
Helanawa
Hinawenawa
Hu:ranawa
Iranawa

Dewenawa
Diranawa
Doskiyawenawa
Dedenawa
Dedawenawa
Elenawa
Ellenawa
Epawenawa
Erenawa
Ekatuwenawa
Ewenawa
Ekwenawa
Galanawa
Gænenawa
Gælawenawa
Gæhenawa
Gæhenawa
Gærenawa
Gilenawa
Gilenawa
Getenawa
Gæ:wenawa
Ginigænenawa
Gerawenawa
Hærawenawa
Hælenawa
Harigæssenawa
Hellenawa
Hedenawa
Hædenawa
Hu:kiyawenawa
Helenawa
Hinayanawa
Hi:renawa
Irenawa

あげる
崩れ落ちる
悪口を言う
言う
つぶやく
敷く
追い出す
ぶら下げる
嫌になる
おぼれる
集める
来る
足す
流れる
数える
外す
たたく
振る

○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○

○
○

○

○
持ってくる
おぼれる
飲み込む
編む
塗る
火事になる
いびきをかく

○
○

○

○

○
○

○
○

こぼす
直す
振るう
洗う
作る

○
○
○

下げる
笑う
こする
破る

○
○
○
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Idenawa
Idenawa
Illanawa
Ibinawa
Iwarakaranawa
idagannawa
Karanawa
Kiyanawa
Kiyawanawa
Kurutuganawa
Karakaranawa
Karakawanawa

Misra karanawa
Mudu karaanwa
Nanawa
nelanawa

Iwarawenawa
Idagænenawa
Kerenawa
Kiyawenawa
Kiyawenawa
Kurutugæ:wenawa
Karawenawa
Kærakenawa
Kahinawa
Kæpenawa
Kædenawa
Kæsenawa
Kæwenawa
Ketanawa
Kægæhenawa
Lissanawa
Leledewanawa
Liyawenawa
Laginawa
Lewakæwenawa
Mærenawa
Mædenawa
Mæhenawa
Mækenawa
Moranawa
Misrawenawa
Muduwenawa
Næ:wenawa
Nelenawa

Natanawa
Nalawanawa
Nasanawa
Namanawa

Nætenawa
Nælawenawa
Næsenawa
Næmenawa

Kapanawa
Kadanawa
Kasanawa
Kanawa
kotanawa
Kæ:gahanawa

Liyanawa
Lewakanawa
Maranawa
Madinawa
Mahanawa
Makanawa

ご飯炊く
熟する
頼む
キスする
おわる
座
する
言う
読む
焦げる
回す
せきする
切る
壊す
かく
食べる
ひける
叫ぶ
すべる
なびく
書く
泊まる
なめる
殺す
磨く
縫う
消す
熟する
混ぜる
和らげる
浴びる
つ

摘む
踊る
あやす
殺す
折る

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

Naginawa

Nasty karanawa

Obanawa
Purawanawa
Palanawa
Powanawa
Paninawa

Porakanawa
Pinanawa
pihadanawa
pirimadinawa
Pudanawa
patalanawa
paddanawa
peralanawa
reskaranawa
Rawanawa
rawatanawa
Rakinawa
Roskaranawa
Rolkaranawa
Sarasanawa
Soyanawa
Sorakamkarana
wa
Sanasanawa
Sellam

Nægenawa

登る

Naliyanawa

揺さぶる
無駄にする
際立つ
寝る
観る
押す
日が出る
入れ込む・満
ちる
二分する
飲ませる
跳ぶ
後ろに下がる
散る
争う
泳ぐ
吹く

Nastiwenawa
Neranawa
Nidanawa
Narabanawa
Ebenawa
Pa:yanawa
Pirenawa
Pælenawa
Pewenawa
Pænenawa
Passata yanawa
Parawenawa
Pinenawa
Pihadæmenawa
Pirimæddenawa
Pawenawa
Pidenawa
Pætalenawa
Pæddenawa
Peralenawa
Ræswenawa
Rawatenawa
Rækenawa
Roswenawa
Rolwenawa
Ridenawa
Særasenawa
Sewenawa

Sænasenawa

ゆ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○

な

撫でる
浮く
あげる・尊
混乱する
ぶら下げる
倒す
お金をためる
にらむ
だまされる
守る
焦げる
転がす
痛む
飾る
探す
盗む
安心する
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○
○

○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○

○

karanawa
savikaranawa
Talanawa
Toranawa
Tabanawa
Udayawanawa
Uduranawa
Ussanawa
Uranawa
Ugullanawa
Ulanawa
upaddanawa
vahanawa
vavanawa
Vayanawa
vattanawa
Varaddanawa
Vikanawa
Visikaranawa
Vasanawa
Vikunanawa
Vidinawa
Vadinawa
velanawa

Savivenawa
Tælenawa
Te:renawa
Tæbenawa
Udayæwenawa
Idirenawa
Issenawa
Irenawa
Igillenawa
Ilenawa
Upadinawa
Væhenawa
Væwenawa
Viyenawa
Vatenawa
Varadinawa
Vikenawa
Visiwenawa
Væsenawa
Vikinenawa
Venawa
Videnawa
Vindinawa
v ædenawa
Ve:lenawa

固める
粉々にする
選ぶ
置く
飛ぶ
ひったくる
上げる
吸う
抜く
塗る
生む
閉める
植える
編む
転ぶ
間違える
嚙む
捨てる
住む
売る
なる
挿す
被る
拝む
乾かす
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○

○
○
○

○

○

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○
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