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･ ほli:,めに

大学のある会議で､海外教育事情視察のことが議題となった時､席上､今回の派遣者は

だれかと3vJ-3う質問がでた｡そ鍔軌 既に､派遣される教官はきまってお等､周知のl=とだ-=B

た(,7)で､派遣する側のことを質間しているのだと司会者は判断し､今軌 ま文部省だと､こ

たえたOこのように､ 卜.者/しゃ｣という語の中には､動作圭 一行為者をさす場 合と､

破動作主 与蔵行為者を逢す場合のことおを摘1んがえられるものがあるOたとえば､解雇者､

雇用者､採用者､釈放者などである (杉村 19861j｡.いずれをさ73かほ､通常､二,i:-テタ

ス巨ご判断するが､ ｢被派遣者｣ r派遣される方｣などのように語基を受動形にするこ

と二で表現を区別したり､または､派遣する榊を ㌻派遺元｣というように他の接尾辞でむ､lい

かえることで区別することができる｡以上のことがきっかけとな盲′_3.この研究では､動作

圭 一行為者表現にかかわる複合語について､吉酬頁がにている トルコ語ではどうか､その語

基の部分の動詞の自動性および他動懐に注目して､日本語 小トルコ語の動作主 B行為者を

あらわす接尾辞に関する比較対照をしこころみて二二

弓 トルコ語の連体修飾と動作王家説

E7不語と トルコ語の語順がにでいることはよくLちかLている,I,これは､連体修飾表現に

ついてもいえることでしたとえば､ トルコ語と日本語を対照してみると､つぎのようにな

る｡

ora-da oynay肇里 印Cuk (下線部は連体修飾の接尾辞)

あそこで あそ ぶ 子ども

いレコ語で動詞に接尾 して連体修飾する機能をもつ接尾辞には､以下のようなものがあ

るL, 潤‥昔は先行母音にしたがって母音調和する｡)

-ecck 連体修飾の接尾辞 (被修飾語が動詞の主語 ･目的語) (未来時制終止形と同型)

-mi等 連体修飾の接尾辞 (被修飾語が動詞の主語) (間接過去時制終止形と同型)

-r 連体修飾の接尾辞 (被修飾語が動詞の主語13 (超越時制終止形と同型)

-en 連体修飾の接尾辞 (被修飾語が動詞の主語)

-dik 連体修飾の接尾辞 (被修飾語が動詞の目的語)

-1Cl 形容詞 ･名詞形成の接尾辞 (被修飾語が動詞の主語)

日本語では､ふつう被修飾語が動詞の事実上の主語であるか否かが連体修飾の形態にあ

らわれないことがおおい一万､ トルコ譜ではそれがあらわれることがおおい.｡
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oku一皿些 adam oku血豆-um kitap
読ん だ 男 読ん 空 く私 が) 本

接尾辞一ccekは､被修飾語が動作主である場合にも､被動作主である場合にもつかわれ

るが､一般に､動詞が対格要求である場合には､被動作主をあらわし､動詞が自動詞や与

格要求である場合には､動作主をあらわす｡

対格要求 i9-ccek のみもの (-被動作主)

自動詞 in-ecek おりる者 (-動作主)

トルコ語の連体修飾表現においてほ､被修飾語が省略されて､そのまま名詞化すること

が可能であるので､連体修飾の接尾辞は､同時に動作主をあらわす接尾辞でもあるo

buz-klトan taS卜 n一 汀

うk, こわ せ り､の1-石三川で船 はこぼ れ る (もの)-掛麓

上記の6接尾辞のうち､-dikをのぞく5つの接尾辞は､動作主をあらわすのにつかわれ

るが､どの場合にどの接尾辞がつかわれるか､ということを判断する基準は明確でない｡

たとえば､gee-(すぎる)という動詞語幹に上記の各接尾辞がついた語には､つぎの 4つ

がある｡

geG一cm すぎた､先日 geG-er 通用する

gc㌢ici 一過性の gcG-mi等 すぎた､過去

実際､それぞれの接尾辞の意味のひろがりほ､かさなりあっており､定義しわけること

はむずかしい｡,そこで､本稿では､動詞の他動性に焦点をあてて､用例を採集し､動作主

をあらわす接尾辞と動詞のむすびつきの傾向､いわば ｢相性｣度を検討する｡

2.トルコ語に関する作業の手順

TDK(トルコ言語協会)の トルコ語辞書のみだし語から､動作主家現にかかわる5接

尾辞のついた語､計601語をひろいあげ､動詞が村椿要求であるか､与格要求であるか､

格非要求 (自動詞)であるか､また､使役､受動､否定の接尾辞をふくむかどうか､にも

とづいて､分類した.｡ただし､使役と受動の両方をふくむものは､受動に分類 した｡すべ

て手作業でおこなったため､遺漏がある可能性があるが､全体的な傾向にはあまり影響 し

ないとおもわれる.二.動詞の格要求については､同辞書のもとの動詞の項の記述にそのまま

したがった｡

文章 中からひろいあげた肝例ではなく､辞書のみだし諾酎こもとづいているので､数字は

使用頻度ではなく､ことなりm･数を意味する.｡

3.集計結果

動詞の機能を横軸､動作主表現の接尾辞を縦軸にして､狼計したものが表 1､それを百

分率であらわしたものが表2であるこ､
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茶 1,トルコ語の接尾辞 ことなり語数
~=tご1▲

辱 定 座 動 座 動詞

0 i 0

与格要求 l対格要求 使役 匝 計

19 ≡58 ⊆247

e盲lEユecekii重言喜旦E6
T:317;13:38!C3

豊Ce.敗弓Bt3 8,3 圭 8さ3

表示 『 盲二㌻ 市 議

巨 丁 妻23;8 F 8｡ま き24｡2

8t O !呈2

5〔JLLT :75.Ll : (J･･

*一つの動詞が与格要求､対格要求の両方に該当したり､複数の接尾辞が

ついた語の用例もあるので､横 1列の合計は100%をこえる0

4.分析結果

動作主をあらわす接尾辞と動詞のむすぴつきについて､つぎのような傾向がみられた｡

① -iciは､否定や受動の接尾辞をともなってつかわれることがなく､使役の接尾辞をと

もなうわりあいが5接尾辞中もっともおおい｡

② -enは､どの動詞 ｡どの接尾辞にも接尾する｡

③ -ecekは､用例がすくないが､被動作主をあらわすことが可能である､という点でほ

かの接尾辞とことなる｡

◎ -mi篭と-rほ､否定や受動の接尾辞に接尾することが､比較的おおいO

かを)に､動詞部分について､使役の接尾辞をともなうかtあるいは対格要求であるもの

は､他動性 (動作主性)がつよく､否定 ･受動の接尾辞をともなうものは､他動性 (動作

主性)がよわいとすると､Iici;en,･mi等,-rという順に､他動性 (動作主性)のつよい表

現をになう接尾辞である､といえる.:.また､トルコ譜の動作主表現においては､日本語の

ように､ある語が動作主をあらわすのか被動作主をあらわすのか､の弁別がコンテクス ト

に依存する､というようなことはふつうない.｡
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5.日本譜に関する作業の手順

トルコ語との比較対照のため､Ej本譜では､ ｢ヒト｣に関する接尾辞の中でも､特に､

字訓の､｢一手/て｣､｢～主/ぬし｣､｢～人/ひと･びと｣､｢～者/もの｣, ｢～役/や

く｣をとりあげたOこれらの5接尾辞がつく複合語で､語基が動詞であるものを 『逆引き

広辞苑』よりひろいあげた｡▲｢～手/て｣は74例､ ｢～主/ぬし｣は15例､｢～人/ひと ･

びと｣は79例､｢～者/もの｣は101例､｢～役/やく｣は35例採取した｡ただし､追手

(おって/おいて)など､よみかたがふたつある場合でも､意味の区別がない場合は､ 1

例として採取した｡

6.日本語の動作主表現の接尾辞

さて､ ト て｣といえばある技術にすぐれているヒトをあらわし､｢～やく｣は職名 も

しくは劇での役割を演ずるヒト ｢～もの｣は常にそのような性質をもっているヒトなど

のように､尊属辞自身にもそれぞれ特性があるが､ここでは､特に､どのような動詞によっ

て修飾されているか､動詞の自動性および他動性に注目して､整理したのが､表3であるO

なお､自動詞か他動詞かの判定は､ 『広辞苑第四版』によっている｡

衷3は､語基が自動詞で､その例数が合計数にしめる割合のたかいものから順にならべ

てみた｡｢～もの｣｢～ひと･びと｣ト やく｣｢～て｣ト ぬし｣の順になった｡また､

これは同時に､被動作主の例が合計数にしめる割合のたかい順と一致しているOすなわち､

ト もの｣ ｢-ひとゥびと｣ ｢一一やく｣ ｢～て｣ ｢～ぬし｣という順に､他動性 (動作主

性)の表現がつよくなっていく､といえる｡

表3:日本語の接尾辞 ことなり語数

l 受動l 自動詞 使役 他動詞 動作主 被動作主 否定*① 合計

-もの 3 68 1 29 (13) (16) (2) 101

～ひと.びと 3 44 1 31*② (17) (16) (い 79

～やく 1 2 9 0 24 (22) (3) 0 35

～て 0 12 0 63*③ (63) 0 0 74

*① 否定形であるものはすべて自動詞である｡

*② ｢捨て人 (すてびと)｣は､世にすてられたヒトと､世をすてたヒトと2とおりの意

味があり､それぞれ被動作主 ･動作主の例としてかぞえたr,｢知る人｣は､しりあいの

ヒトと､さとりをえたヒトと2とおりの意味があり､それぞれ被動作主1例 ｡動作主 1

例としてかぞえた｡

*(享)｢組子 (くみて)Jは､くみうちするヒト(自動詞)､糸をくむヒト (他動詞)と2

例にかぞえた｡
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表4:接尾辞による動作主 ･被動作主の区別

] 1-もの ト ひと .び -やく ～て トぬL L

i 被動作童 巨 糎 作童 摩 動作主 1動作主 や作主 室

抱え者 ト ト 廃 え芋 廃え主

i切 り者 i切り

つくり～ トー 毒作り

手 摩 り主

事 卜願い主

表4は､おなじ譜基 も他動詞)に複数の接尾辞がついたものを掲載 したOたとえば､お

なじ r抱え｣ といっても､ ｢抱え者｣といった場合､かかえられる側､つまり被動作主

をさすが､ ｢抱え手｣･｢抱え主｣はかかえる側､動作主をさす｡｢～ぬし｣は文字どお

り､動作主をあらわす以外のなにものでもないが､他の接尾辞も動作主になりやすいもの

と被動作主になりやすいものがあるということがわかる05接尾辞で動作主になりやすい

ものから順にならべると ｢～ぬし｣ト で｣｢～やく｣｢-ひと･ぴと｣｢～もの｣とな

るO

さて､衷4の ｢つかい～｣は､ ｢使われ者｣｢億わし人｣という形もあり､いずれも

rvDかう｣対象をあらわす｡このように､語基を受動形にしたり､使役形にすることによっ

て､動作の関係をあきらかにしているものもある｡それをまとめたのが､表5である｡
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表5:同一物をあらわす表現の多様性

受動形 自動詞自動性- 他動詞(被動作主) 便役ナry

余 り者 余 し者

落人 落し者

思われ人 思い者思い人 .思う人 思わせ人

使われ着 倭人 .使い主使わし人

≡付 き人 付け人

囚われ人 i 囚人とらえびとl i

たとえば､ ｢思い人｣は､おもわれている､対象となっている人をさすのであるが､そ

のことを接尾辞の機能から判断することはできない,Jこのような場合､語基を受動形か使

役形にすることによって､動作の関係をよりわかりやす くすることができる｡その際､使

役形をもちいて区別するのは､ ｢思わせ人｣ 1倒しかみつからず､受動形､つまり､動詞

の自動性をより強化 して区別する方がおおいという傾向がみられる｡また､ ｢囲い者｣は

囲われる万の人をさすのであるが､ ｢囲われ者｣は 『広辞苑第四版』にみだし語としてあ

がっていない.｡受動形によって被動作主をあらわす方法は､動作の関係をわか りやす くす

るために､あとからでてきた､時代的にあたらしい用法ではないかと推測される｡

☆本稿では､ トルコ語に関する部分を土屋順-､日本語に関する部分を土屋千尋が担当 し

た｡
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