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「V一サセテ」が表わす使役の意味について

一使役主体と使役対象がヒトである場合を中心に一1

高　京美

1．はじめに

1．1研究の目的

　ある者（X）が他の者（Y）に働きかけて動作をさせるという日本語の使役文は【XがY

に（／を）V一サセル】という構文で現われる。そして、使役主体であるXと使役対象のYが

どのようなものであるか、すなわち、ヒトであるか、モノやコトであるかによって使役の

表わす意味が異なる。中でも使役主体と使役対象がヒトである場合の「V一サセル」（「太郎が

花子に部屋の掃除をさせる」）が典型的な使役であると言われている。そして、使役主体と

使役対象がヒトである「V一サセテ」が表わす意味は研究者によって名づけはそれぞれ異なる

ものの、大きく《強制》、《許可》、《放任》に分けられる。

お母さんが子供に命じて荷物を運ばせる…　《強制》

お母さんが公園へ行きたがる子供を公園へ行かせる…　《許可》

お母さんが遊んでいる子供をそのまま遊ばせる…　《放任》

　しかし、これまでの研究のほとんどが「VLサセル」の文中での形や機能は問題にせずにそ

れがどのような意味を表わすのかを論じるものであったように思われる2。

　それに対して、本稿は、「V」サセル」の文中の形・機能に注目して、使役の表わす意味の

特徴を明らかにしようとするものである。すなわち、【お母さんが子どもに手伝わせて掃除

をした】のように、「V一サセル」が中止形「V一サセテ」の形をとって複文の従属節として用

いられる場合の使役の意味について考察し、その特徴を明らかにすることを目的とする。

1．2先行研究

　これまで使役主体と使役対象がヒトである「V一サセル」が表わす使役の意味について多く

の研究がされており、研究者によって使役の意味の分類はさまざまである。ここでは、本

稿で使役の意味を考察するにあたって関連するもののみを紹介する。

　青木（1977（1995））は「使役」とは「ある者が他者に対して、他者自らの意志において

1　本稿は東京外国語大学大学院に提出した筆者の2007年度修士論文「従属節に用いられる「V】させる」

　にっいて一「V」させながら」「V一させて」「V一させ」を中心に一」の一部を書き改めたものである。

2　後述するが、佐藤（1986）では、肯定形・否定形の違いが考慮されている。
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或いは主体性をもってその動作を行うようにしむけること（この場合の他者とは有情物に

限らない。非情物の持つ動作実現能力・本性は、有情物の意志・主体性と同様にみなし得

る）」（1995：114）と定義し、「使役」は「「させられ手＝動作のなし手」の意志と、しむけ

る者即ち「させ手」の意志との関係」（1995：114）であると言う。そして、使役の表わす意

味を次のように分けて説明している。

《強制》一「させ手」（本稿でいう「使役主体」）の意志が「なし手」（本稿でいう「使役

　　　　　　対象」）の意志に反して強い場合。

　　　　　　　【遊びたがる子供を風呂にはいらせる】

《許可助成》一「させ手」の意志が「なし手」の意志に反しない場合。

　　　　　　　【交替に休憩させる】

《派生的用法》：《放任》一「させ手」には積極的な意志がなく、「なし手」の行為（この

　　　　　　　　行為には意志的な場合と無意志的な場合とがある）を妨げない場合。

　　　　　　　　　「…ておく」を添えれば放任の意が、「…てしまう」を添えれば不本

　　　　　　　　意ながら放任した意になる。

　　　　　　　　　【何時までも寝かせておく】

　　　　　　　　　【あの子を非行に走らせてしまったのは親の愛情不足だ】

　柴谷（1978）は「日本語の使役文は、多くの言語がそうであるように、二つの反対の使

役状況をあらわす。」（p．310）と述べ、二つの使役状況を《誘発使役》と《許容使役》に分

けて次のように説明している。

《誘発使役》一ある事象が使役者の誘発がなければ起こらなかったが、使役者の誘発

　　　　　　　があったので起こった状況を指す。

《許容使役》一ある事象が起こる状態にあって、許容者（使役者と形態的に同じ）は

　　　　　　　これを妨げることができた。しかし、許容者の妨げが控えられ、その

　　　　　　結果その事象が起こったという状況を指す。

　佐藤i（1986）では、使役主体と使役対象がヒトである使役文（「「人間が人間にはたらき

かける」ことを表現する文」）について、動作の源泉のありか3、動詞の意志性、および「V一

サセル」の形（肯定／否定）という3つの条件による使役の意味の違いが考察されている。

そして、次のように《指令》、《許可・放任》、《変化のひきおこし》、《放置》、《解放（非強

制）》、《禁止》、《非ひきおこし》、《非放置》という文法的な意味が表わされるとしている。

3　動作の源泉が使役主体にある場合と使役対象にある場合に分け、前者は使役主体のなんらかのうごき

　　（はたらきかけ）がなければ使役対象の動作そのものが生じえない場合をいい、後者は使役主体のうご

　き（はたらきかけ）のありなしにかかわらず、使役対象の動作が生じる場合であると述べている。この
　点では、柴谷（1978）の観点と通じるところがある。
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「V一サセテ」が表わす使役の意味について

表1佐藤（1986）の「「人間が人間にはたらきかける」文」の文法的な意味

動詞の形 みとめ うちけし

動詞の意志性 意志動詞 無意志動詞 意志動詞 無意志動詞

動作の源泉

℃g役主体
《指令》

　《変化の

ﾐきおこし》

　《解放

i非強制）》

《非ひきおこ

@し》

動作の源泉

℃g役対象
《許可・放任》 《放置》 《禁止》 《非放置》

　ところで、青木（1977）、柴谷（1978）、佐藤（1986）をあらためて見なおすと、それぞ

れ名づけは異なるものの、結局、動作を行おうとする意図が使役主体と使役対象のどちら

によるものであるかによって使役の意味を分けているように見える。これらと異なる観点

から「V一サセル」の意味を導き出そうとしたものとして早津（2006）がある。

　早津（2006）は、これまでの多くの「V一サセル」の研究が「使役主体が動作主体（本稿

でいう使役対象）にどのように行わせるか」という“原因局面／先行局面”に注目したも

のであると指摘し、「使役主体が動作主体に行わせる動作が、使役主体・動作主体にとって

どのような意義をもつものか、すなわち、使役主体はなにを意図して動作主体の動作を引

き起こしたのか」（p．261）という“結果局面／後続局面”に注目して「V一サセル」の意味を

捉えたものである。そして、人の意志動作の引き起こしを表わす「V一サセル」が表わす意味

を《つかいだて（他者利用）の使役》と《みちびき（他者育成）の使役》の二っの極があ

るとし、それぞれについて次のように説明している。

《つかいだて（他者利用）の使役》

　使役主体が、自ら享受したいある事態を成就させようという意図をもち、しかしその実

　現のために必要な動作を使役主体自身では行わず、他者（動作主体）に対してその動作

　を要求する働きかけをして動作を行わせるという事態である。

　動作主体がその動作を行うことによって、使役主体が享受したい事態が実現すること

　に大きな意義（重き）がある。

《みちびき（他者育成）の使役》

　使役主体が、他者の身の上に他者にとって意義のある事態を生じさせたいと思い、その

　実現のために必要な動作をその他者（動作主体）に行わせるという事態。

　動作主体がその動作を行うことによって、動作主体自身に何らかの変化がひきおこさ

　れることに大きな意義（重き）がある。

一方、「V」サセル」が文中でどのような形で用いられるかについて言及されているものと

して、早津（1991）がある。これは「太郎が目を輝かせる」のような使役主体と使役対象
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が「全体一部分」の関係にある使役文の特徴を考察したものであり、使役主体と使役対象

が「全体一部分」の関係にある場合の「V一サセル」の多くが「V一サセナガラ」「V一サセテ」な

どの複文での従属節に用いられると指摘している。このほか、本多（1997）もこの種の使

役文を考察の対象としていて、「ほとんどの場合従属節に生じる」（p．36）と述べている。早

津（1991）、本多（1997）は、使役主体と使役対象が「全体一部分」の関係にある「V一サセ

ル」を考察の対象としており、使役主体と使役対象がともにヒトである「V一サセル」を考察

の対象としている本稿とは考察の対象は異なるものの、「Vサセル」の文中での形に注目し

ているという点において重なるところがある。

　また、早津（1998）は複文構造の使役文について考察したものであるが、主節の述語が

使役動詞、従属節の述語が中止形（「V一シ」「V一シテ」）であるものを考察の対象として、「従

属節であらわされている事態と主節で表わされている使役事態との意味的な関係を考え

る」（p．57）ことを目的としている。早津（同）は、使役文は複文構造の使役文にすること

によって、使役主体から使役対象への働きかけ・影響を従属節で表現することができる（「母

親が子供に命じて山道を歩かせた」）が、従属節が必ずしも使役対象への働きかけや影響の

ありさまを表わすわけではない（「母親は下の子を自転車にのせ、上の子を歩かせた」）と

述べたうえで、複文構造の使役文における従属節と主節とのさまざまなかかわり方につい

て考察したものである。早津（同）は、複文の従属節の「V一サセテ」を考察の対象とした本

稿とは異なる点に主眼を置いたものの、従属節と主節の意味的な関係が問題になる点は本

稿と関連するところがある。

　このように、これまで使役主体と使役対象がヒトである「V」サセル」が表わす意味につい

て多くの研究があるものの、「V一サセル」が文中でどのような形で表れているかについては

あまり注目されてこなった。本稿では、従来の使役の研究の中であまり注目されてこなか

った「V」サセル」の文中での形・機能に注目して、複文の従属節の中止形である「V一サセテ」

が表わす使役の意味の特徴を明らかにしようと思う。

1．3考察の対象

　考察に用いる用例は、電子化されている文学作品『CD－ROM版新潮文庫の100冊』の中

の昭和以降の作品（翻訳作品を除いた54作品）4と、電子化されていない昭和以降の小説と

エッセイ（24作品）から全例収集したものである。これらの資料中には、「V一サセテ」の形

で現われているものが951例あるが、その中で、使役主体と使役対象がともにヒトである

「V一サセテ」は310例であり、これが本稿の考察の対象である。

　なお、「V一サセテ」の形951例のうち、使役主体も使役対象もヒトであるのが310例

4　「［かがさたなばまらわ］せて」の正規表現をもちいてgrep検索を行った。なお、今回は「行かして」の

　ようなもの（寺村（1982）のいう「使役の短縮形」）は考察の対象に含めて考察することはできなかっ

　た。
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「V一サセテ」が表わす使役の意味について

（32．6％）に過ぎない5という分布の特徴も「V一サセテ」で現われる使役文における特徴の

一つである。

2．　「V一サセテ」が表わす使役の意味

使役主体と使役対象がヒトである「V一サセテ」がどのような意味を表わすのかにっいて具

体的にみていく。考察にあたり、「V一サセテ」が表わす意味を先に1．2で述べた青木（1977）

が示した使役の3つの意味、つまり《強制》、《許可助成》、《放任》にならって分類するこ

とにする。

2．1　《強制》

「V一サセテ」の場合、ほとんどのものが使役主体が望む事態の実現への積極的な働きかけに

より使役対象が使役主体の意図通りに動作を行なう《強制》の意味を表わす。以下、でき

る限り構文的な特徴をあげながら、具体的にみてゆきたい。

〔1〕まず、（1）～（3）は、文中に使役主体が使役対象にどのように働きかけたかという

働きかけの具体的なしかた（「命じて」、「注文して」、「押しつけるように」）が現われてい

て、《強制》の意味が読みとりやすいものである。

（1）．吉田長官と反対に参謀長の高橋少将は大酒飲みで、葱の白いのが好物で、コックに金

　　じて生葱に味噌を出させて始終酒を飲んでいる。（山本五十六）

（2）．　「大和見立先生の外科はカスパル直系の外科学です。そやよって道具類一切は和蘭陀

　　式で、儂は同じものを注文して作らせて持って帰りました。（後略）」（華岡青洲の妻）

（3）．「じゃ、社長さんはまず日本酒で。さ、どうぞ」と、おちょこを押しつけるように持

5今回収集したFV一サセテ」の使役主体と使役対象のカテゴリカルな意味による分布を示すと、次のよう

　になる。

使役主体 使役対象 延べ語数（割合）

ヒト 310（32．6％）

ヒト モノ・コト 34（3．6％）

モノが使役主体の部分 535（56．3％）

ヒト 7（0．7％）

モノ・コト モノ・コト 22（2．3％）

モノが使役主体の部分 20（2．1％）

その他 23（2．4％）

合計 951（100％）
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たせて、徳利からなみなみと注ぐ。（女社長に乾杯！）

　これらは使役主体が主節に現れる事態を行うための必要な動作を使役対象に行わせるた

めの働きかけである。たとえば、（1）は、使役主体の「高橋少将」が主節の「お酒を飲む」

ことをするのに生葱と味噌が必要だと思い、使役対象の「コック」に「生葱と味噌を出す」

ように「命じた」のである。また、（2）は使役主体の「儂」が「（道具類を）持って帰る」

ことを実現したいと思い、使役対象に「（道具類を）作る」ことをさせるために「注文する」

という働きかけを使役対象に行ったのである。このように、使役主体が実現したい事態の

ために使役対象に働きかけたという具体的な働きかけが文中に明示されているということ

から、これらは《強制》の意味を表すと言える。

〔2〕また、上のように、使役主体の積極的な働きかけが文中に現われないものの、主節

の述語が使役主体の主節の動作を実現させたいという積極的な意志を表わすものがある。

これらは主節に「～つもり」、「～ため」、「～よう」などの意志を表わすモーダルな形や、「～

が目的だ」という意志にかかわる名詞が現れ、主節に現れる事態を実現するという使役主

体の積極的な意志を表わしている。

（4）．「いずれにしても、こういうわびしい連れこみ旅館にきて寝物語に交わした話ととら

　　れますから恐喝罪は客観的に成立しませんよ。もしそのつもりで、わたしに五千万円

　　の領収証や念書を書かせて利用なさるつもりでしたら、おやめになったほうがいいと

　　思います」（黒革の手帖（上））

（5）．「君は、自分のやり方を他人に承認させてさ、そりゃ、そうだ、そりゃごもっともだ、

　　と言ってほしいために、わざわざ我々を呼びっけたんだな」（太郎物語・高校編）

（6）．まず、追手を手間どらせて、覚慶門跡一行をできるだけ遠くへ逃がすことが目的であ

　　る。（国盗り物語・織田信長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イサウサヒクッシンシッキョウンドウ
（7）．吾一は部屋の真ん中で海軍体操を始めた。位相差管屈伸膝挙肢運動だ。

　（中略）日系人が中国人を使って自分を陥れるっもりなのだ。ここを日本だと思い込ま

　　せ、油断させて軍極秘を聞き出そうという算段だろう。（僕たちの戦争30）

　（4）と（5）は「V一サセテ」のVが意志動詞であり、（6）、（7）は無意志動詞である。V

が意志動詞の場合、使役主体が働きかけた結果、使役対象が意志的に行うVの動作は主節

の事態の実現のための手段として用いられている。一方、「V一サセテ」のVが無意志動詞の

場合、使役対象が意志を持ってVという動作を行ったとは言えず、使役主体の何らかの働

きかけが使役対象を無意志的な動作・状態に導くことで主節に現われる使役主体の望む事

態を実現させようとしているのである。上の例で説明すると、Vが意志動詞の（4）は話の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’）
聴き手である使役主体が「（使役対象である）わたしが書いた領収書や念書を利用する」た
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「V一サセテ」が表わす使役の意味について

めに、「わたし」にそれらを「書く」ように働きかけている。Vが無意志動詞の（6）も使

役主体が「覚慶門跡一行をできるだけ遠くへ逃がす」ことを実現するために、使役対象の

「追手」が「手間取る」ように何らかの働きかけをかけたのである。いずれにせよ、これ

らは使役主体自身が望む事態の実現のために使役対象にVという動作を行うようにさせて

いる点から《強制》の意味を表わしていると言える。

〔3〕さらに、文中に上のような使役主体の主節の事態を実現しようとする積極的な働き

かけが現われていないものでも「V一サセテ」が《強制》の意味を表わしているとみなせるも

のがある。

　　　　　　　　　　　　バ　　ッ　　タ　　　
（8）．（山口は）飛行場にまで精神注入棒を持ち出し、いきなり全員を整列させて尻を殴りつ

　　ける。（僕たちの戦争）

（9）．「（大家さんが）あたしたちを立ち退かせて、更地にしてもっと高い値段で売るわけよ」

　　（白夜行）

（10）．しかし（波子が）総会屋6に金を出させて「サンホセ」という派手な店を開いたのは、

　　あきらかに「カルネ」を見返してやろうという魂胆からだ。（黒革の手帖（下））

（11）．中央官庁は、係官を出張させて買い占められた椋欄の繊維の経路をたどらせた。（戦艦

　　武蔵）

（12）．「へええ、殊勝な心がけだね、それに比べると教授たちの欲の皮の厚いこと、一昨日、

　　東教授は、事務の女の子に手伝わせて、ビールからウイスキー、日本酒、その他もろ

　　もろの中元の品を車に運ばせているのを見たが、あんなに沢山、シーズン毎に貰って

　　どうするんだろう、他人ごとながら気になるよ」（白い巨塔（一））

　これらがなぜ《強制》の意味を表していると言えるのだろうか。それは「V一サセテ」と主

節との意味的なかかわり、すなわち、「V一サセテ」と主節の事態が意味的に密接なかかわり

を持っているということが関係していると思われる。その根拠の一っとして、上の文はい

ずれも「V一サセテ」の主語と主節の主語が同じ人、すなわち使役主体であることがあげられ

る7。そして、「V一サセテ」の主節の述語のほとんどが具体的な動作・状態を表わしているも

6

7

この「総会屋」、および例（11）の「中央官庁」は組織を表わすものであるが、本稿では組織は人の集

合である点をとらえて、「ヒト」として扱う。

このことは使役の形がついていない「V一シテ」形も同じである。言語学研究会・構文論グループ（1989）

では、「第二なかどめ（本稿でいうFV一シテ」）の形によってふたつの動詞がくみあわさっているばあい、

そのふたつの動詞によってさしだされる、ふたつの動作のし手は、同一であることが圧倒的におおい。」

（p．42）と述べている。

一89一



ので、その主節の具体的な事態・状態は使役主体が実際に実現させたいできごとである8。

使役主体は主節に明示されている事態の実現のために使役対象に働きかけ、主節の事態の

実現のための何らかの動作を行わせているのである。上の例をもって説明すると、（8）は

使役主体の「山口」が「全員の尻を殴りつける」ために使役対象の「全員」を「整列させ

た」のであり、（10）は使役主体の「波子」が「派手な店を開く」ために使役対象の「総会

屋」に「お金を出させた」のである。収集した「V一サセテ」の用例のほとんどが、このよう

に使役主体が主節に明示されている事態の実現のために使役対象にそれに必要な動作をさ

せており、その使役対象にさせた動作を従属節の「V」サセテ」で表わしている。

　そして、（11）と（12）をみると、主節の述語も「V一サセル」の形で現れ、使役主体は使

役対象に主節の「V一サセル」ことを実現したいという意図を持ち、その実現のために従属節

のVの動作をさせている。（11）の場合、使役主体の「中央官庁」が使役対象の「係官」に

「椋欄の繊維の経路をたどらせる」ために「出張させた」のである。使役主体と使役対象

がヒトである「Vサセテ」の310例の中で主節の述語も「V一サセル」のものは60例あった

が、1例を除き、すべてが（11）と（12）のように「V一サセテ」が主節の事態のための動作

である9。

　これらは主節に現われる、使役主体が望む事態の実現のために使役対象に働きかけてV

という動作を行わせているということから、「V一サセテ」が《強制》の意味を表わすとみな

すことができる。

〔4〕一方、次のように主節の事態が使役主体自身でなく使役対象のための事態であり、

使役主体が使役対象のための動作を実現するためにVという動作をさせているものがいく

つか見られる。この場合、（13）（14）のように主節の述語が「V一シテクレル」の形で現れ

ると、その意味がよりはっきりする。

（13）．百姓は光秀を家のなかに入れ、カマチにすわらせて、食物を与えてくれた。（国盗り物

　　語・織田信長）

（14）．「そんなに酔っぱらって。ほら、入った」先生は溜息をっきながらも、私を立たせて

8次のような「V一サセテ」の主節が具体的な動作・状態を表わさないものは少ない。

　　・「答えてよ。あたしを妊娠させて、どうするつもりだったの？結婚もしていないのに、子供だけ作

　　　るなんて、そんなのおかしいと思わないの？」（手紙）

　　・令子は何か言いかけた言葉を口の中にとどめると、そのまま黙り込んでしまいました。そんな年寄

　　　りのおとぎ話を俺に聞かせて、どうしようというのだ。（錦繍）

9　次のものは主節の述語も「V一サセル」であるが、従属節「V一サセテ」が主節の事態のための動作とは言

　えず、それぞれ並列的な関係である。しかし、使役主体と使役対象がヒトである「V一サセテ…V一サセル」

　の中にこのようなものはこの1例のみであり、他に見当たらない。

　　・「そうじゃないんです。うちにいると居心地悪くしたんです。茶碗洗わせて、掃除させて、風呂場

　　　のタイル磨きまでやらせたから。（太郎物語・大学編）
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　　部屋の中に入れてくれた。（きっと君は泣く）

（15）．「好彦は、明日、遠足なんですけど、ちょっと風邪気味のようですから、早く食事を

　　　　　　やす
　　させて、寝ませましたの」（白い巨塔（一））

　これらは、使役主体が望む事態が使役主体自身のためでなく、使役対象のための事態で

あるという点では上で述べた（1）～（12）とは異なるものの、主節の事態を実現するため

に使役主体が使役対象に働きかけ、Vの動作をさせることは上のものと同様である。つまり、

この場合の「V一サセテ」も《強制》の意味を表わしている。

〔5〕1．2で早津（2006）を紹介したが、ここまであげた「V一サセテ」の動作が誰のための

動作であるかを考えると、（1）～（12）は《つかいだて（他者利用）の使役》で、（13）～

（15）は《みちびき（他者育成）の使役》に相当するものである。使役主体と使役対象が

ヒトである310例の「V一サセテ」のほとんどが《つかいだて（他者利用）の使役》で、《み

ちびき（他者育成）の使役》は少ないということも一つの特徴である。

2．2　《放任》

「V一サセテ」が《強制》以外の意味をもつ場合が若干見られる。次のものは《放任》を表わ

しているものである。ただし、収集した用例の中ではこの3例しか見られなかった。

（16）．性にあわぬ姉のふるまいを妻が訴えるとき、彼はわずかに顔をしかめた。といって、

　　自分が腰をあげて解決に乗りだし、事を一層こんがらからせたりする気にはとてもな

　　れなかった。せめて真平御免な波風が立たぬよう、母親を鄭重にあつかい、院代の言

　　うことにはただ頷き、姉にも好きVt手にふるまわせて干渉はしなかった。（楡家の人び

　　と）

（17）．「（前略）こないだもお母はんの法事で妹たちが寄ったとき、話す話が姑の悪口ばかり。

　　云えば気が晴れるかと思うて、云わせるだけ云わせて聞き役してましたけども、女二

　　人の争いはこの家だけのことやない。（後略）」（華岡青洲の妻）

（18）．ゆみこが、「ノラが人になつくことって、まずないらしいから、その子ずっと今の状

　　態を楽しんでいられるんじゃない？」と猫にしたいことをさせて放っておくようなこ

　　とを言うものだから、人にも猫にも同じような言い方をすると思った。（プレーンソン

　　グ）

　これらは使役主体が使役対象の動作を放っておいているということが、文中に副詞（（16）

の「好き勝手に」、（17）の「云わせるだけ」）や主節述語の「V一シテオク」形（（18）の「放

っておく」）で明示されている。さらに、（16）、（17）の場合、副詞だけでなく、主節に現

われている述語（「干渉はしなかった」、「聞き役していた」）が表わす事態も使役対象のV
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の動作に対して《放任》したという具体的な使役主体の態度を表わしている。

　さらに、青木（1977）には積極的に述べられていないが、《放任》であっても「親が子ど

もを戦争で死なせてしまった」のような《不本意ながらの放任》を表わす「V一サセテ」もい

くつか見られる。

（19）．「みなにいやな気分をおこさせてすまないが、もうしばらく我慢をしてほしい。（後

　　略）」（ビルマの竪琴．）

（20）．「いえ、とんでもない。お時間とらせて申し訳ないのはこっちのほうだ」（火車）

（21）．「和恵さんによろしく言っといてくれよ。翔馬にケガさせて悪かった、って」（ビタミ

　　ンF）

（22）．「ごめんなさい、待たせて……」（太郎物語・高校編）

（23）．「前途有為の若者を大勢死なせて、俺のような奴は無間地獄に堕ちるべきだが、地獄

　　でも入れてくれんかも知れん」（山本五十六（本文））

　上の例からわかるように、（19）～（22）のように主節に評価的な形容詞（「すまない／

申し訳ない／悪い」）、もしくは（23）のような評価を表わす動詞述語が現われるという構

文的な特徴をもつ場合、「Vサセテ」は《不本意ながらの放任》を表わす。そして、この場

合の「V一サセテ」のVのほとんどが使役主体の無意志的な動作を表わすものである。

　しかし、このような《不本意ながらの放任》を表わす「V一サセテ」も14例しかなく、上

の《放任》の3例と合わせても使役主体と使役対象がヒトである「V一サセテ」の用例全体

の割合はごく少数である。

2．3　《強制》か《許可助成》かがはっきりしないもの

　「V一サセテ」が表わす意味が《強制》であるか《許可助成》であるかはっきりしないもの

がいくつか見られる。収集した310例の中で次の6例がこれに相当するものである。

（24）浜では海女たちは気が大きくなる。そこで（行商が）品物をよりどらせて、夜家へ届

　　けて金をうけとる。（潮騒）

（25）．「法治国である以上法に従うのは致し方ない。だが女医者の場合は女の医者は困ると

　　いうだけで、“女が医者になってはいけない”という条文はない。ない以上は受けさせ

　　て及第すれば開業させてやるのが筋だ。（花埋み）

（26）．「（前略）週刊誌だけじゃありませんよ。別に女を引き入れたとか、何とか言うんじゃ

　　ありませんけどね。東京で買ってやったマンションが、麻雀屋と同じになってたって

　　いうのが一人。もう一例は、お嬢さんで、これは、はっきりおっしゃらないけど、大

　　学中退でやめて北海道へ帰られたところを見ると、　　噂だけど、バーテンか何かを
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　　そのアパートに住まわせて一緒に暮してたらしい、って言うのね。（後略）」（太郎物語・

　　大学編）

（27）．卓球場にかわってからは、母の喫茶店からの収入が、家計を支えたらしく、親父は競

　　馬場に通いつめ、家にいる時はもっぱら皇軍の武勲報ずる新聞の切り抜きに精を出し、

　　母は平気で夜おそくかえって来て、そういうものかと、辰郎は不思議にも思わなかっ

　　たが、時に友人の家をおとずれ、いかにも質素なもんぺに髪ふり乱したその母親の姿、

　　そして祖母ならばせいぜいがラムネか、煎餅出すところを、粗末ながらあったかい手

　　づくりのホットケーキ、レモンの入った紅茶などすすめられ、「なんや家はかわっとる

　　なあ」と、考えはしたが羨しくはない。「紅茶でもケーキでも、店来たらなんぼなとあ

　　るがな、友達連れてきい」母は、家ではなにもせず、小学生の辰郎を、ソールへ出入

　　りさせて平気だった。（プアボーイ）

（28）．私たちは、私が学校を卒業するまで、別々に暮らそうときめていた。私には、まだ学

　　業が一年あまりのこっていたし、卒業論文という難儀な仕事もひかえていた。私は、

　　まだ、かたわらに妻をはべらせて机にむかう気持になれなくて、それに私は脆いから、

　　志乃と暮らせば志乃に溺れて、学業をおろそかにすることをおそれたのである。（初夜）

（29）．「俺には、どうしてもその片瀬って男もにおうような気がするんだがねえ」「まあ、少

　　し泳がせて様子を見るさ」（火車）10

　上の6つの例から構文的な特徴を導き出すことはできなさそうであるが、文中からは誰

が動作を実現したいと願っているかがはっきりせず、さらに主節の事態が具体的な動作で

ない（（25）～（29））という点が「V一サセテ」の表わす意味を不明瞭なものにしているの

ではないかと思われる。

2．4　「V一サセテ」が表わす使役の意味の分布

　これまで、使役主体と使役対象がヒトである場合の「V」サセテ」がどのような意味をあら

わしているのかについて考えた。今回、考察の対象とした「Vニサセテ」の用例があらわす意

味の分布を示すと、次のようになる。

表2使役主体と使役対象がヒトである「V一サセテ」が表わす使役の意味

使役の

ﾓ味
強制

許可

武ｬ
放任

不本意なが

轤ﾌ放任

《強制》か《許可助成》か

ｪはっきりしないもの
合計

数 287 0 3 14 6 310

割合 92．6％ 0．0％ 1．0％ 4．5％ 1．9％ 100％

10　この場合の「泳がせて」は慣用的に使われているもので、使役とは言えないのかもしれない。
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　表2からわかるように、「V一サセテ」のほとんどが《強制》を表わし、その他の意味を表

わすものはごく少数である。特に、使役が表わす意味の一つで、決して周辺的な意味とは

言えない《許可助成》を表わすものが「V一サセテ」には見られないということは、「V一サセ

テ」の大きな特徴であると言える。

3．おわりに

　本稿では、使役主体と使役対象がヒトである「V一サセル」が複文の従属節の中止形である

「V一サセテ」として文中に用いられた場合、どのような意味を表わすかについて考察した。

　使役主体と使役対象がヒトである場合の「V一サセテ」が表わす使役の意味を考察したとこ

ろ、「V一サセテ」のほとんどのものが《強制》を表わし、ごく少数のものが《放任》、《不本

意ながらの放任》を表わすものの、明瞭に《許可助成》を表わすと言えるものは見られな

かった11。さらに言うと、ほとんどの「V一サセテ」の動作は使役主体が実現したい事態のた

めに必要な動作であり、「V一サセテ」が表わす意味は、早津（2006）で述べられた《つかい

だて（他者利用）の使役》であると言える。

　早津（2007）は、「使役主体による目的遂行のために、使役主体が自身ではなく他者を使

って（使役して）ある動作・作用をなすという性質」（p．50）を“つかいだて性”と呼んで

いる。本稿で考察した従属節の「V一サセテ」が表わす使役主体の働きかけの性質は、この「つ

かいだて性」であると言える。

　「V一サセテ」が表わす意味にこのような偏りが生じる理由としては、今後さらに考察しな

ければならないが、今のところ、次のようなことが関わっているように思われる。すなわ

ち、「V一サセテ」を従属節にした複文構造においては、従属節の主語（すなわち使役主体）

が主節の動作の主体であり、「V一サセテ」の動作の多くが主節の事態の実現のために必要な

なんらかの動作であるということである。しかしながら、このことについては、今後さら

に考察しなければならない。

　本稿では、使役主体と使役対象がともにヒトである場合の「V一サセテ」という、ごく狭い

範囲に絞っての考察にとどまったが、今後、使役主体と使役対象がヒトでない場合のもの

も含め、さらには「V一サセテ」以外の「VLサセル」の文中での形・機能にも注目して考察し

ていきたい。
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公文庫2000年発行所収／松本清張1980『黒革の手帖（上）（下）』新潮文庫1983年発行所収／三浦綾子

1977『広き迷路』新潮文庫1987年発行所収／三浦展2005『下流社会』光文社新書／三崎亜記2000『と

なり町戦争』集英社文庫2006年発行所収／三島由紀夫1954『潮騒』新潮文庫（1955）／宮部みゆき1992

『火車』新潮文庫1998年発行所収／村山由佳1994『天使の卵』集英社文庫／群ようこ1998『負けない私』

角川書店（2001）／山崎豊子1965『白い巨塔（一）』新潮社／山田宗樹2003『嫌iわれ松子の一生（上）・（下）』

2004冬幻舎文庫／山本文緒1993『きっと君は泣く』角川文庫1997年発行所収／湯本香樹実1992『夏の

庭一The　Friends－』新潮文庫1994発行所収

・電子化資料

『CD・ROM版　新潮文庫の100冊』新潮社（1995） より昭和以降の54作品（作品名は省略）
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