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How	to	Teach	Verb	Inflection	of	Okinawan,
Applying the Methodology of Japanese Pedagogy

HANAZONO Satoru

Okinawan, one of the Ryuukyuan languages, is mentioned by UNESCO as 

“an endangered language” in 2009. Okinawa Prefecture also enacts “the day of the 

Ryukyuans” and tries to preserve these languages. 

However, although there have been a lot of efforts, education of Okinawan has 

not been very successful. This is not only because methodology of teaching is not fully 

developed, but adequate text books for this language have still not been published. 

In teaching or learning Okinawan, acquiring inflections of verbs are difficult. 

The	previous	studies	have	already	elucidated	the	whole	system	of	verb	inflections,	but	

showing these results of study just confuses leaners of this language.

In continuing with the trial and error, I came up with an idea of applying methods 

of	Japanese	pedagogy	to	teaching	verb	inflections	of	Okinawan.	The	following	are	the	

methods	briefly	summarized.

				1)	Examining	the	previous	studies	and	reducing	types	of	inflections.

    2) Figuring out the way of converting “-biiN” style to dictionary form, “-biiN” style to 

connection form, dictionary form to negative form and negative form to “ti” form in 

Okinawan.
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日本語、スペイン語、英語の主語省略

宮島　敦子

【キーワード】･ 主語省略条件、人称、同一指示、発話行為、述語の意味

1.	 はじめに
　　本学提供のインターネット日本語学習教材、JPLANGのスペイン語版制作
に携わる機会を得、この日本語のテキストのスペイン語への翻訳をスペイン人母
語話者と行った。このテキストは会話、文法説明、ドリル、読み物等、七つの
パートに分かれている。文法説明部分における翻訳の方法は、日本語の例文、説
明の英訳文をスペイン語話者がスペイン語に翻訳し、それを筆者が日本語文に正
しく対応しているかどうかチェックするという方法で行った。その際、日本語文
の翻訳となるスペイン語文に主語を明示的に示すか否かについて、日本語話者で
スペイン語を理解する筆者とスペイン語話者との間に幾度か意見の食い違いが生
じた。例えば、

（1）･あなたは　ジョンさんですか。　はい、私はジョンです。

という日本語文の英訳である（2）をスペイン語に訳す際、スペイン語話者は　「不
自然」という理由で答えの文に主語を明示することに拒否反応を示した。筆者は
テキストの日本語文では二番目の文（答えの文）にも主語が明示されているので
主語を明示的に表すことを要求した。折衷案として以下（3）の様に日本語会話文

（1）のスペイン語訳には、スペイン語では主語を明示することが不自然と感じら
れる場合には、主語をカッコ内に表記することとした。しかし、スペイン語話者
が（･　）内ででも主語が明示される事に拒否反応を示し、日本語文には主語が明
示されていてもスペイン語訳には主語を明示しない場合も多々あった。

（2）･Are･you･John?･･Yes,･I･am･John.

（3）･ ¿Es･usted･Juan?･･Sí･（yo）･soy･Juan.
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　日本語でも（1）の答えの文の様に問いに対する答えの文では主語を省略するこ
とは可能であるが、主語が明示されていても「非常に不自然な文」とは感じない。
このことからスペイン語と日本語との間にどのような主語省略についての規則の
違いがあるのかについて興味がわいた。従って本稿ではこの点について観察を行
う。
　本観察の目的とすることは日本語とスペイン語ではどのような要素が主語省略
を許す条件になるのか観察することである。又、上述の様に英語を介して、日
本語のスペイン語訳を行ったので英語も観察の対象に含めることとする。該当
テキストは上述の様に七つのパートに分かれているが、本稿ではテキスト1課か
ら10課までの文法説明のパートで例文として提出された274の日本語文と、そ
の訳文の英語文、スペイン語文を観察の対象にする。文法説明を行うための例文
を観察対象とした理由は文法説明の例文として挙げられる文は、会話、読み物で
提出される文と比べ、コンテクストによる影響が少ないと考えられるからであ
る。猶、本稿で主語･（助詞「が」で示される名詞）･のみならず、主題（助詞「は」で
示される名詞）の省略についても考察する。Kuroda（1972）･が指摘する通り、主
題（topic）･及び主語の機能についての概念は時代、学派により異なり、現在でも
これらの用語の使い方は研究者により、異なるといってもいいほどだからである。
　

2.	 日本語、スペイン語、英語の主語についての先行研究
2.	1		英語
　英語の主語について角田･（1991）･は　英語には日本語等にない itや thereの様
な形式主語とよばれるものがあり日本語ではゼロ構文（主語なし文）で表して主
語のない時刻を表す文にも英語では（4）のように、無理やりに主語として itをつ
ける、と説明している。
　

（4）･ It･is･ten･o’clock.･･･････‘10時です。‘　　　　（角田　p221）

　このような英語の特質から角田は英語を「主語を強く要求する言語である。」と
特徴づけている。
　しかし、角田は･又、「主語を強く要求する言語である」英語でも命令文では主語
が表れず、　「命令文に主語が出ないのは世界的な傾向である。」と述べている。
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　命令文について山梨（1986）はAustinの発話行為の理論に基づき、「命令文」は
平叙文、疑問文、感嘆文と並ぶ文の文法的な法のひとつであり、命令、依頼、勧
誘などの発話の力（illocutionary･force）はこの命令文が表す、と述べている。
　角田の上記の説明から、英語の主語省略の要因としては命令文が表す上記の発
話行為があることが予測される。

2.	2		スペイン語
　スペイン語の動詞は主語の人称、数によって活用するが主語となる人称は以下
の様な三つのタイプの単数の人称とその複数形の六つのタイプに分かれている。

（5）･ ･一人称（yo･私）、二人称（tú･君）、三人称･（usted･あなた、él･彼、ella･彼女）
･ 一人称複数（nosotros･私達　男性形　nosotras･私達　女性形）
･ 二人称複数（vosotoros君達　男性形　vosotras･君達　女性形）
･ 三人称複数（ustede･あなた方、ellos･彼等、ellas･彼女達）

　この合計六つの人称タイプにより、各動詞の活用の形が変化するのでスペイン
語では動詞の活用形から主語の指示対象を推測しやすい。特に一人称、二人称は
唯一の活用形に対応するので発言の場で活用形に対応する指示対象は一人に絞ら
れる。従って、主語の人称タイプが主語省略の要因となっていると推測できる。
事実、スペイン語は主語を音声的に明示しないことが多い、所謂、pro-drop言
語であると分類される。日本語では主題の省略条件が考察の対象となるのとは逆
に、スペイン語ではむしろ、どのような場合に主語が明示されるか、についての
研究が盛んであり、前文の主語と該当主語の指示対象が違っている時は主語を明
示する傾向がある、と報告されている。（cf.･Cameron･1992）
　猶、上記（5）に見られる様に、スペイン語の文法では日本語の「あなた」に対応
するようなていねい体で話しかけるべき様な対話の相手は三人称と分類される。
しかし本稿では、日本語、英語との対比の都合上、このていねいな「あなた（usted）」
も二人称として扱う。
　
2.	3		日本語の主語省略について　
　砂川（1990）は　日本語文の主題主語の省略の条件として以下をあげている。
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（6）･主題省略の条件
･･･①･主題の指示物が直前の文で主語の位置を占めている。
･･･②･主題の指示物が主語の位置を占めていなくても直前の分裂文で主語的な役割

で表されている。
･･･③･直前の文で主題として明示されている。

　上記は主題省略の条件とは、「前文の主題/主語と同一指示であること」とする
久野の意見にまとめられるだろう。久野（1978）はさらに、主語省略の条件として、

「視点が他者より話者寄りである事」をあげている。
　又、宮島（2014）･は上記、砂川の提案に基づき留学生の作文の観察をもとに考
察し、「見つける」の様に　談話の中での話題の転換を示し、主題省略が可能な環
境でも主題提示を促進する述語があることを観察した。
　これらのことから日本語の主語省略には「（前文の主語/主題との）同一指示」
と「文の述語の意味」が要因となることが推測される。
　本稿では日本語、スペイン語、英語の主語省略、あるいは主語出現の条件がど
のようなものであるのか観察を行いたい。又、上記に述べたような各言語の主語
省略についての先行研究を踏まえ、主語省略の要因として　命令形などの発話行
為･（speech･act）、･（前文の主語/主題との）同一指示、主語の人称、述語の意味タ
イプを想定し、各言語で主語省略を促進する要因はどのようなものであるのかに
ついて考えたい。

3.	 観察結果
3.	1		英語
　英語では274文中、12文で主語が省略されていた。･12文いずれも命令文でそ
の中の2文が（7）の様な勧誘文、4文が（8）のような依頼文、6文が命令文であった。･

（7）･Let’s･go･to･that･store.

（8）･Please･give･me･some･apples.

（9）･Please･do･not･throw･stones.
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･上記以外に本稿で扱った英語文には主語が省略されている例がない 1。従って、
本稿の観察では角田が述べるように、英語は極めて主語の強い言語であると観察
され、又、主語省略の為の要素としては発話行為「命令」しか観察されなかった。

3.	2		日本語
　日本語では･274文中76文で主語が省略されていた。主語が省略されている文
が全体の1/3･から1/4という状況は日本語では主語は省略できるが、主語を明示
することが文生成の基本であることを示している様に思う。76文のうち、12文
は･下記（10）-（12）が示す様に英語と同じ命令文であった。（上記（7）-（9）は資料と
したテキストでは（10）-（12）の訳文として提出されている。）日本語でも言語行為

「命令」は主語を必ず非明示にする「主語省略」の要因である。

（10）･一緒にあの店に行きましょう。

（11）･りんごを少し下さい。

（12）･石を投げないでください。
　
　また、前文の主語と同一指示の主語が省略されている文は主語が省略されて
いる76文中22文で、このうち21文は（13b）のように問いに対する答えである。･

（････　は　省略されている主語を示す）

（13）･ a.･マナさんは　あなたに何をくれましたか。
･ b.･　　　　　･･ わたしに　本をくれました。
･････
問いの答えではなく前文の主語と同一指示である為に主語（下記（14）では･「明日
の試験は」）が省略されていると思われる文は今回の調査対象の274文中では1例

1･ 2.1で紹介した角田（1991）に従い、本稿では以下（i）･の時の表現に使われる･“it”･は文の
文法的主語である、と考える。　

･ （i）･What･time･is･it･now?･･It’s･11:00･now.･
･ 　又、Declerck（1994）は以下（ii）の様な存在文に現れる”there”について「存在文の主語

の代役」であるとしているので　これも本稿では文法的主語である、と考える。
･ （ii）･There･is･a･bird.
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であった。

（14）･明日の試験は70点ぐらいでしょう。たぶん　　　　百点ではないでしょう。

　主語省略の76文中、22という数字は石川、久野が述べるように、日本語では
前文（特に問いの文）の主語との同一指示が主語省略には大切な要素であること
を示している、と言える。
　しかし、興味深いことは述語が「行く」「来る」の様に移動を表す場合、同一指
示の主語をもつ前文を持たない平常文でも、多くの場合、主語が省略されている
ことである。上記、主語なしの文76文中17文が（15）、（16）の様に同一指示の主
語をもつ前文をもたない平常文であった。（15）、（16）が示す様に、省略されてい
るこれらの主語の第一解釈は一人称であると思われる。しかしまた、「田中さんは」

「彼らは」と言った単複の三人称の解釈も可能である。

（15）･　　　　　･うちから　駅までバスで行きます。

（16）･　　　　　･日本に文学を勉強しに来ました。

　「散歩する」などを含めると、移動動詞が述語である17の平常文で主語が省略
されていた。移動動詞を述語とする文は全部で29文なので移動動詞を述語とす
る文の半数以上で、主語が省略されていることになる。これらの17文に前文と
の同一指示等、他の主語の省略を促す要素もない為、やはり、「移動動詞が述語
の文では主語省略が行われやすく移動動詞は主語省略の要因である」と考えてよ
いと思う。
　同様に話し手の理解を表す動詞「わかる」も
･

（17）･　　　　　･あした　雨がふるかどうかわかりません。

の様に「わかる」を含む6文すべてにおいて主語が省略され、この主語は一人称
主語「私（は）」としか解釈できない。他のタイプの述語では

（18）･わたしは　ジョンです。
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（14）･明日の試験は70点ぐらいでしょう。たぶん　　　　百点ではないでしょう。

　主語省略の76文中、22という数字は石川、久野が述べるように、日本語では
前文（特に問いの文）の主語との同一指示が主語省略には大切な要素であること
を示している、と言える。
　しかし、興味深いことは述語が「行く」「来る」の様に移動を表す場合、同一指
示の主語をもつ前文を持たない平常文でも、多くの場合、主語が省略されている
ことである。上記、主語なしの文76文中17文が（15）、（16）の様に同一指示の主
語をもつ前文をもたない平常文であった。（15）、（16）が示す様に、省略されてい
るこれらの主語の第一解釈は一人称であると思われる。しかしまた、「田中さんは」

「彼らは」と言った単複の三人称の解釈も可能である。

（15）･　　　　　･うちから　駅までバスで行きます。
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　「散歩する」などを含めると、移動動詞が述語である17の平常文で主語が省略
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の文では主語省略が行われやすく移動動詞は主語省略の要因である」と考えてよ
いと思う。
　同様に話し手の理解を表す動詞「わかる」も
･

（17）･　　　　　･あした　雨がふるかどうかわかりません。

の様に「わかる」を含む6文すべてにおいて主語が省略され、この主語は一人称
主語「私（は）」としか解釈できない。他のタイプの述語では

（18）･わたしは　ジョンです。
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（19）･わたしは　ラジオを聞きます。

の様にこのテキストでは主語が明示されている場合が多いので、本稿の観察から
は「日本語では移動動詞、『わかる』の主語は省略されやすい」、と言うことが言え
るだろう。
　又、動詞「かかる」が述語である文7文では（20）、（21）が示すようにすべて主語

（「時間（が）」「お金（が）」）が省略されていた。

（20）･東京から京都まで新幹線で･　　　　　･どのぐらいかかりますか。
･･･････（答え：･　　　　　･一時間ぐらいかかります。）

（21）･東京から京都まで新幹線で･　　　　　･いくらぐらいかかりますか。
･･･････（答え：･　　　　　･1万五千円ぐらいかかります）

　又、上記に見られる様に、省略されている主語の多くは一人称として解釈され
やすいが（18）、（19）に見られる様に、一人称の主語が省略されていない文も多く
あるので、今回の調査では日本語文については「一人称であることが主語省略の
重要な要素」であるという言うことは言えない。2

　上記から、日本語文の主語省略を許す主な要因としては命令文という発話行為、
前文の主語との同一指示、述語の意味タイプをあげることが出来る。英語と違い、
日本語文の主語の省略を引き起こす要因が一つだけではない、ということである。
また、述語の意味タイプが原因とみられる主語省略文の総計が30であることは、
述語の意味タイプと主語省略の関係について調査することの重要性を示している
と思う。

2･ 上記の他に（i）の様に恐らくは述語が一人称主語を予測させる例が1、（ii）の様に会話であ
ると解釈される為、2人称、1人称主語が予測される例が1、（iii）のようになぜ主語が省
略されるのか理由がわからない文が8例あった。本稿ではこれらの例について詳しく考
察しない。

･ （i）･･あしたは学校を休みます。
･ （ii）･･なにか買いますか。　いいえ、買いません。
･ （iii）･山田さんのところで料理を習います。
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3.	3		スペイン語
　スペイン語では274文中103文で主語が省略されていたので1/3強の文で主
語が省略されていることになる。3

　英語、日本語の場合と同じようにスペイン語でも「命令文」では主語が省略さ
れている。角田が予測するように、「命令」は三言語すべてにおいて主語省略の要
因となっている。
　スペイン語で主語が省略されている文を一瞥したところ、一人称が主語の文
が多いので数えたところ主語が省略されている一人称の文は58例だった。一人
称主語の文は全部で64例なので、筆者の要請で一人称主語を明示してもらった
文もあることを考え合わせれば、スペイン語では9割以上の確率で一人称主語は
省略（音声的に非明示と）されると考えてもよいのではないかと思う。又、主語
なし一人称文58例中、前文の主語と主語が同一指示である文は12例だったので･
主語なし一人称文58例中のほぼ8割にあたる46例が（22）の様に初出の平常文で
ある、ということになる。　（（　　）内はテキストで対応する日本語の文である。））
　

（22）･　　･Ví･una･película･en･un･cine･de･Ginza.･
･･････（わたしは･銀座の映画館で　映画をみました）

このことは、スペイン語では一人称の文のほとんどは主語を省略して提出される
ことを示している。
　又、主語なし文103例中2番目に多いタイプは2人称の疑問文で13例であった。
2.2で述べたようにスペイン語の二人称（tú）の活用形も談話の場では唯一の人物
にしか対応しないのでやはりスペイン語では動詞の屈折が主語の省略に大きな影
響を与えていると言える。
　又、三人称が主語の文であっても問いに対する答え等、前文の主語と該当文の
主語が同一指示である場合は12例中ですべてが主語なし文として訳されていた。
このことからスペイン語においても日本語と同じように主語の省略に文脈が影響
を与えていると言える。

3･ 筆者がスペイン語話者に主語を明示的に示すことを依頼することも多かったので、この
数字はスペイン語話者だけで英語文をスペイン語に訳した場合より、かなり、低くなっ
ていると思われる。
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　又、スペイン語にも述語の動詞が主語の省略に関係しているとみられる例が
あった。動詞“tardarse（かかる）”は恐らく動詞が主語の指示物として「時間」を
指定する為に（23）の様に主語が省略され、又“costar（かかる）”は金銭を指定す
る為に（24）の様に主語が省略されている。

（23）･¿Cuánto･se･tarda･aproximadamdnete･de･Tokio･a･Kioto･en･Tren･bala?

（24）･¿Cuánto･cuesta･aproximadamente･ir･de･Tokio･a･Kioto･en･Tren･bala?

このため（23）（24）の元の文となっている3.2･（20）（21）（=下記（25）,（26））の主語
なし日本語文の様に（疑問詞の区別がないと）あいまいな読みになることはない。

（25）･（23）の原文　東京から大阪まで新幹線でどのぐらいかかりますか。

（26）･（24）の（原文）　東京から大阪まで新幹線でいくらぐらいかかりますか。

　上記から、スペイン語においても日本語と同じように、前文主語との同一指示、
述語の意味タイプが文の主語の省略に影響を与えるが、日本語では主語の省略に
文脈（前文の主語との同一指示）が最も強い影響を及ぼすのに対し、スペイン語
では動詞の屈折が最も大きな影響を与えているということになる。

4.	 結語
　本稿では日本語とスペイン語、及び英語ではどのような規則に従い、主語が省
略されるのかについて観察した。結果、三つのどの言語ででも、言語行為「命令」「依
頼」「勧誘」を行うための言語法「命令」では主語が省略（音声的に非明示と）される
ことがわかった。命令法で表される発話行為「命令」、「依頼」、「勧誘」は三つの言語
に共通して主語省略（音声的非明示）の重要な要因である、ということである。
　又、日本語では（質問への答えである文も含めて、）前文の主語と該当主語が同
一指示であることが主語を非明示とする最大の要因である事を確認した。日本語
では文が置かれた文脈が主語の省略に多大な影響を与える、ということである。
さらに「行く」「来る」の様な移動を示す動詞、「わかる」の様な主題と主語をとる
構文（はが文）をとる認識動詞も主語省略の重要な要因であることが観察された。
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これらの述語の文の省略された主語が一人称の解釈を受けやすいことは　久野が
指摘する通り、主語省略の条件として、話し手により近い視点が存在することを
予測させる。
　スペイン語では一人称が主語の場合、ほとんどの文では主語は省略されていて、
スペイン語では「一人称主語＝非明示」が言語使用の無標の形であると予測され
る。おそらくはこのことがスペイン語話者がしばしばスペイン語文に主語を明記
することを拒否した理由であろう。このことはスペイン語の主語省略にはその
人称（とその背景にある動詞の屈折）が大きな要因として働くことを示している。
スペイン語で一人称主語が明示される時、それはどのような機能を果たしている
のか興味深い。
　日本語もスペイン語も英語と違い、しばしば主語の省略が行われる言語であ
る。しかし両言語における主語省略の主要な要因は違っているか、各要因の重要
度が違っている。スペイン語では一人称（細分化された動詞の屈折）がおそらくは、
一番主要な要因であるのに対し、日本語ではおそらく（前文の主語との同一指示
の様な）該当文が置かれた文脈が一番主要な要因なのであろう。このような　主
語省略の要因の違い、あるいは重要性の違いについてのさらなる考察は　日本語
では目的語の省略が出来るがスペイン語ではできないという興味深い事実につい
ての説明も可能にするかもしれない。
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The Deletion of the Subject Noun in Japanese,
Spanish and English Sentences

MIYAJIMA Atsuko

When translating a Japanese text into Spanish with a Spanish native speaker, I 

noticed that certain differences in the rules by which Japanese speakers delete the subject 

of a Japanese sentence and Spanish speakers delete the subject of a Spanish sentence. The 

subject of a sentence may be deleted, in both these languages, whereas it is said that the 

subject of an English sentence cannot be delated. In certain cases, the Spanish speaker 

does not want to express the subject in the Spanish translation even though the original 

Japanese sentence expresses the Subject. 

Against this background, this paper considers the principal factors in subject deletion 

in Japanese, Spanish and English sentences. The data are drawn from 274 Japanese 

sentences used as sample sentences to explain grammatical phenomena in the Japanese 

text and their translations in Spanish and English. 

The results appear to suggest that, all three languages, the speech act “order” is the 

most important factor in deleting the subject, as these languages need not express the 

subject explicitly. In the case of Japanese, anaphora with the subject of the preceding 

sentence is the most important factor in subject deletion, whereas in Spanish, the person 

is	 the	most	 important	factor,	first	person	subjects	not	usually	explicitly	expressed,	and	

third person subjects also deleted if anaphoric with the subject of the preceding sentence.    

Thus, it seems that there are factors affecting subject deletion that are shared across 

languages.	However,	it	also	seems	that	the	principal	factor	is	language	specific.	
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