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1.はじめに 

本発表における主張点 

ペルシア語の複合語および関係節のデータを観察しながら，「語」の定義は，音韻論，

形態論，統語論および意味論のそれぞれのレベルで一致しないことを示す。 

「語」を定義することの難しさ 

ある特定の言語において，あるいは言語一般において，「語」を定義することは非常に

難しい問題を含んでいると考えられる。 

(A) Sapir（1921）：「語」は，意味の最小単位である。 

(1)  "The word is one of the smallest, completely satisfying bits of isolated "meaning" into 

which the sentence resolve itself."（Sapir, 1921: 34） 

(B) Bloomfield（1933）：「語」は，最小の自由形式である。 

(2)  "A word, then, is a free form which does not consist entirely of (two or more) lesser 

freeform."（Bloomfield, 1933: 178） 

(C) Dixon（2010）：「語」は，音韻論上の定義と統語論上の定義が必ずしも一致しない。 

(3) a. "Recognize 'phonological' word, determined on entirely phonological principles." 

 b. "Recognize 'grammatical' word, determined on exclusively grammatical (that is, 

morphological and syntactic) principles." 

 c.  "Compare the two units." （Dixon, 2010: 2） 
 

2.ペルシア語の複合語 

2.1.語の形態的緊密性について 

(D) Jackendoff（1997）：統語上の規則は，語の内部にまで浸透することができない。 

(4)  Lexical Integrity Principle: 

"[S]yntactic rules do not have access to interior of words."（Jackendoff, 1997: 115） 

(E) Botha（1981）：複合語の内部に句を割り込ませることはできない。 

(5)  No Phrase Constraint: 

"Morphologically complex words cannot be formed on the basis of syntactic phrases." 

（Botha, 1981: 18） 

○日本語・英語の複合語は，形態的緊密性および句排除の原則にしたがう1。 

(6) a. shoe shop/* shoes shop 

 b. 彼は[もの知り]だ／*[ものを知り]だ （影山, 1999: 11） 

(7) a. carsalesman/*[NP big car] salesman 

 b. 自動車販売員／*[NP 大きな自動車]販売員 （ibid.） 

                                                  
∗
 ペルシア語の文例の容認度の判断については，大阪大学言語文化研究科（ペルシア語）のハサン・レ

ザーイーバーグビーディー特任准教授およびベヘナム・ジャヘドザデショルブラグ講師にお願いした。 
1 ただし，日本語の[先生の[墓参り]]などの表現や，英語の[[gift children's] school]]などの複合語は，句排

除の原則に対する例外として扱われる（なお，英語の例は，Taylor, 1996: p.288 による）。 
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2.2.ペルシア語複合名詞の語強勢 

要点 ペルシア語複合名詞は，音韻および意味のレベルにおいて，語としてのまとまりを

示すが，形態のレベルでは，そのようなまとまりを破ることが認められる。 

(F) Lambton（1953）：ペルシア語では，語の最終音節に第 1 強勢が配置される。 

(8) a. Word stress falls on the final syllable of nouns and pronouns.（ibid., 7） 

 b. Adjectives, like nouns, carry the stress on the final syllable.（ibid., 23） 

 c.  (Stress on adverbs) is carried on the final syllable in the majority of cases.（ibid., 64） 

 d. Stress on compound nouns and adjectives is carried on the final syllable.（ibid., 107） 

(9) a. ketā́b   "book"  (10) a. tāze-vā́red  "new-comer" 

 b. sandalī́   "chair"   b. āteš-parást "fire-worship" 

 c.  aknū́n   "now"  c. sarbāz-xā́ne "barrack" (lit.: soldier-house) 

○ペルシア語複合名詞は，語の形態的緊密性に違反し得る。 

(11) a. e'temād be náfs "self-reliance" 

  reliance to self 

 b. xāne be dū́š "vagabond" 

    house  to shoulder 

 c. taxt-e xā́b "bed" 

    seat-LK sleep 

 

2.3.ペルシア語複合動詞の語強勢と意味 

要点 ペルシア語複合動詞でも，音韻および意味のレベルにおいて，語としてのまとまり

を示すが，形態のレベルでは，そのようなまとまりを破ることが認められる。 

(G) Meshkato Dini（1987）：ペルシア語において，{X <N V>}あるいは{X <NP V>}という

構造では，構造上，X の範疇の決定が困難である2。 

(12) a. man dar restorān  [X [N qazā][V xord-am]] 

  I in restaurant      food ate-1SG 

 "I ate in a restaurant." 

 b. man dar tārīkī  [X [N zamīn][V xord-am]]3 

 I in darkness ground  ate-1SG 

 "I fall down in the dark." 

(H) Karimi（1997）：ペルシア語複合動詞は，単一の語強勢を持つ。 

(13) "Persian CVs bear one single stress."（Karimi, 1997: 280） 

(14) a. [VP [N qazā́][V xórd-am]] 

 b. [V [N zamī́n][V xord-am]] N.B. *[V [N zamī́n][V xórd-am]] 

(I) Karimi（1997）：ペルシア語複合動詞は，イディオム的な解釈を受けるものが存在する。 

                                                  

2 Meshkato Dini（1987）では，NP の直後に，後置詞 rāを挿入することができるかどうか，という点が

X の範疇決定の基準になるとしている。 
3 (12b)の構造では，動詞の人称接尾辞が，単純動詞 xord(=ate)に後続することになるが，X 全体に後続

している可能性も否定できない。この可能性については，2016 年 7 月 7 日に，ライス大学の柴谷方良教

授および 2017 年 4 月 15 日に，大阪大学大学院生の安里仙華さんから指摘を受けている。 
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(15) "Persian CVs receive either an idiomatic or a compositional interpretation."（ibid., 279） 

(16) a. čū́ne zadan  "to negotiate" 

  chin to.hit   

 b. zamī́n   xordan "to fall down" 

  ground  to.eat 

○ペルシア語複合動詞は，語の形態的緊密性および句排除の原則に違反し得る
4
。 

(17) a. šomā́ dar tārīkī́ zamī́n xāh-īd xord 

  you in  darkness ground will-2PL ate 

 "You will fall down in the dark." 

 b. kīmī́a ye zamī́n-e  saxtī xord-ϕ 

   kimia a ground-LK hard collided-3SG 

 "Kimia fell badly." （ibid., 2815） 
 

3.ペルシア語の関係節化 

3.1.ペルシア語関係節の一般的記述 

要点 ペルシア語の関係節は，摘出した位置に，主要部名詞句と同一指標の代名詞が残留

するが，（空演算子の）移動が関与している6。 

(18)  SD: [S [NP 1(=subj)][VP [NP 2(=obj)][V 3]]] 

 -->SC: [NP [NP 2i][S' ke(=COMP) [S [NP 1][VP [NP proni][V 3]]]]] 
 

(J) Ross（1986）：複合名詞句の節内からは要素を摘出することができない。 

(19) Complex NP Constraint 

"No element contained in a sentence dominated by a noun phrase with a lexical head noun 

may be out of that noun phrase by a transformation."（Ross, 1986: 76） 

○ペルシア語では，関係節形成の際に，複合名詞句制約にしたがう7。 

(20) a. kolāh-īi ke   bāvar  mī-kon-am [S' ke hasan āni-rā pūšīd-e  būd] 
 

  hat-SF COMP believing IMPF-do-1SG  COMP Hassan that-DO put.on-PP was 

  "the hat which I believed that Hassan was wearing" 

 b.* kolāh-īi ke  bāvar   mī-kon-am  [NP edde'ā-ī-rā  [S' ke   hasan  āni-rā  pūšīd-e  būd]] 
                   

  hat-SF COMP believing IMPF-do-1SG  claim-SF-DO COMP Hassan that-DO put.on-PP was 

  "the hat which I believed the claim that Hassan was wearing" 
                                                  

4 ペルシア語の方言であるタジク語では，助動詞 xāstan(=will)は，複合動詞全体に前接する。この点は，

一橋大学大学院生の谷憲一さんとの私信（2016 年 5 月 5 日，6 日）および大阪大学のハサン・レザーイ

ーバーグビーディー先生およびベヘナム・ジャヘドザデショルブラグ先生の指摘による。 
5 Karimi（1997）では，強勢に関する情報までは示されていない。強勢に関しては，2017 年 4 月 11 日

に，ハサン・レザーイーバーグビーディー先生（大阪大学）に判断を求めた情報を示している。 
6 日本語においても，残留代名詞は認められるけれども，Ross（1986）における種々の制約にしたがわ

ず，いわゆる移動現象は認められないとされる（久野，1973 も参照）。 
7 例文(20)は，Ross（1986）で挙げられている英文のペルシア語訳である（固有名詞のみ変更を加えた）。

この翻訳には，大阪大学言語文化研究科の竹原新准教授（イラン民俗学）にご協力いただいた。 
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3.2.複合動詞を構成する要素の関係節化 

要点 意味論のレベルと，形態論のレベルで「語」の定義にはミスマッチが起こっている。 

○ペルシア語では，複合動詞を構成する名詞を関係節化することが可能である8。 

(21) a. [S [NP doxtár-am] [V sarmā́ xord-e  ast]] 

   daughter-my cold  ate-PP is 

   "My daughter has a cold." 

 b. [NP [NP sarmā-ī]i [S' ke  [S [NP doxtar-am]  [V ▲i  xord-e ast]]] 
 

 cold-SF  COMP  daughter-my  ate-PP is 

 "my daughter's cold" 

(22) a. [S [VP [PP darbāreyé [NP qeimát-e  xāné]][V čūné zad-am]]] 

   about  price-LK house chin hit-1SG 

   "I haggled over the price of the house." 

 b. [NP [NP čūne-ī]i [S' ke  [S [VP [PP darbāreye [NP qeimat-e xāne]][V ▲i zad-am]]]]] 
 

   chin-SF  COMP  about  price-LK house hit-1SG 

  "the price of the house which I beat down" or "my haggling over the price of the house" 
 

3.3.ペルシア語関係節の強勢配置をめぐって 

要点 統語論のレベルと，音韻論のレベルで「語」の定義にはミスマッチが起こっている。 

(K) Lambton（1953）：ペルシア語では，動詞の人称接尾辞には強勢を配置できない。 

(23)  "Stress in the affirmative verb forms is carried on the final syllable of the main verb where 

there is no prefix. Where there is a prefixed mī, this carries stress."（Lambton, 1953: 19） 

(24) a. xarī́d-am "I bought." c. xarī́d-e-am "I have bought." 

 bought-1SG bought-PP-1SG 

 b. mī́-xarīd-am "I was buying." d. xarī́d-e-bāš-am "I may have bought." 

 IMPF-bought-1SG bought-PP-be.SUBJ-1SG （ibid.） 

○ペルシア語の関係節では，動詞の人称接尾辞のみに強勢が配置され得る9。 

(25) a. ī́n-rā  mī́-gūy-am 

 this-DO IMPF-say-1SG 

 "I say this." 

 b. [S [NP [NP máni][S' ke   [S ▲i [VP īn-rā   mī-gūy-ám]]]]  pedár-at-am] 
 

  I COMP this-DO IMPF-say-1SG father-your-1SG 

 "Because I am your father, I say this." 

(26) a. fārsī́   hárf   mī́-zan-and 

 Persian speech IMPF-hit-3PL 

 "They speak Persian." 

                                                  

8 次節で明らかにする理由によって，(21b)，(22b)の NP については強勢に関する情報を示していない。 
9 この観察については，ラドバウド大学（オランダ）のハミド・ラフマニー氏が作成した，ペルシア語

関係節のストレスに関しての非公開の文書を基にしている。 
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(26) b. [S [NP [NP ānhā́i][S' ke   [S ▲i [VP fārsī   harf  mī-zan-ánd]]]]  īrānī́-and] 
 

  they COMP Persian speech IMPF-hit-3PL Iranian-be.3PL 

 "Those who speak Persian are Iranian." 

○音韻レベルの「語」は，文主語の位置に生起することはできない。 

(27) * [S' ke   fārsī   harf  mī-zan-ánd]  m'arū́f-e 

 COMP Persian speech IMPF-hit-3PL clear-is 

 "It is clear that they speak Persian." （intended reading） 
 

3.4.さらなる事例 

要点 ペルシア語関係節のすべてを音韻レベルの「語」とみなし得るわけではない。 

○関係節が文末に配置された場合，関係節は，文と同じ強勢パターンとなる。 

(28)  máni pedár-at-am    [S' ke [S ▲i [VP ī́n-rā  mī́-gūy-am]]] （c.f. 25b） 
 

  I father-your-1SG  COMP this-DO IMPF-say-1SG 

 "Because I am your father, I say this."  

(29)  ānhā́i  īrānī́-and  [S' ke  [S ▲i [VP fārsī́  hárf  mī́-zan-and]]] （c.f. 26b） 
 

 they Iranian-be.3PL   COMP Persian speech IMPF-hit-3PL 

 "Those who speak Persian are Iranian." 
 

4.ペルシア語の補文の独立性 

4.1.ペルシア語の条件節 

要点 関係節の一部と同じように，主節に先行する条件節も，音韻的に「語」と類似した

特性を示す。ただし，主節に後続する条件節は，文と語の強勢パターンが混在する。 

○主節に先行する条件節は関係節が文の途中に配置されるときと同じ強勢パターンを示す。 

(31) a. [S' age hamīše bāzī-o  be-baz-ánd]  jāyezé  né-mī-gīr-and 

   if  always game-DO SUBJ-lose-3PL award NEG-IMPF-take-3PL 

 "If they always lose the game, they do not win a prize." 

 b. [S' age tō  ma-rā na-zan-ī́]  mán né-mī-tavān-am  tṓ-rā   bé-pazīr-am 

   if  you I-DO NEG-hit-2SG I NEG-IMPF-can-1SG you-DO SUBJ-embrace-1SG 

 "If you do not hit me, I cannot embrace you." 

○条件節が主節に後続する場合，その強勢パターンは，文と語の中間的な性質を示す。 

(32) a. jāyezé né-mī-gīr-and   [S' agé hamīšé bāzī́-o be-baz-ánd]  （c.f. 31a） 

 award NEG-IMPF-take-3PL  if always game-DO SUBJ-lose-3PL 

 "If they always lose the game, they do not win a prize." 

 b. mán né-mī-tavān-am  tṓ-rā  bé-pazīr-am [S' agé tṓ  má-rā na-zan-ī́]（c.f. 31b） 

  I NEG-IMPF-can-1SG you-DO SUBJ-embrace-1SG if   you I-DO NEG-hit-2SG 

 "If you do not hit me, I cannot embrace you." 

(L) 青木（2015）：日本語の文末連体形は，名詞句から述語句へと再分析された。 

(33) a. 武蔵の国と下つ総の国とのなかに[名詞句 いと大きなる河あり]。 

 b. 武蔵の国と下総の国との境に[述語句 たいそう大きな河がある]。 （idid., 271） 
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4.2.補文の独立性
10
 

要点 これまでに示した言語現象から，ペルシア語では，補文のタイプおよびそれが生起

する統語的位置によって，節としての独立性に段階性が認められる。 

(34) ペルシア語補文の独立性の勾配 

<<独立性高 独立性低>> 

  文末関係節        文末条件節 文途中の関係節・文頭条件節 

  (e.g. 28, 29) (e.g. 32a, 32b) (e.g. 25b, 26b / 31a, 31b) 
 

5.結語と今後の課題 

ペルシア語の種々の言語事実から，音韻論，形態論，統語論および意味論のそれぞれ

のレベルにおいて，「語」の定義がすべて一致するわけではないことを示した。 
 

略号一覧 

1 1 人称（1st person） PL 複数形（plural） 

2 2 人称（2nd person） PP 過去分詞（past participle） 

3 3 人称（3rd person） SC 構造変化（structural change） 

COMP 補文標識（complementizer） SD 構造記述（structural description） 

DO 直接目的語（direct object） SF 接尾辞（suffix） 

IMPF 未完了相（imperfective） SG 単数形（singular） 

LK 繋辞（linker） SUBJ 接続法（subjunctive） 

NEG 否定辞（negation）   
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10 補文の独立性に関する議論は，大阪大学言語文化研究科の田村幸誠准教授の指摘による。 
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フィンランド語の非定形節における主格目的語	

梅田	 遼（東京大学大学院博士課程） 
1.	はじめに	

	 フィンランド語1では目的語の格として主格（-ø）・属対格（-n）2・分格（-(t)a）のいずれかが現れうるDifferential Object 
Marking（DOM）の現象が見られる。通常の他動詞文では属対格と分格の交替が起こるが、命令文・受動文・法助動詞
文では主格と分格の交替が起こる。主格目的語の出現条件についてはヤンソンの法則というものが知られており、主格

主語がない場合に目的語が主格になるというものであるが、非定形節内の目的語格標示にはヤンソンの法則に従ってい

ないものも見られる。さらに、先行研究では非定形節で主格と属対格の目的語格標示の自由変異が見られることが指摘

されており、Vainikka and Brattico（2014）のミニマリスト的アプローチ、Anttila and Kim（2016）の最適性理論によるア
プローチなど生成文法の立場から分析がある。本稿では、MA 不定詞入格形「〜しに」、MA 不定詞接格形「〜するこ
とによって」、A不定詞長形「〜するために」、埋め込み分詞構文「〜する、〜した（と思う）」と、連体修飾的A不
定詞節「〜するという N」といった非定形節内の目的語格標示について検討し、属対格目的語の付与は外項を他の格か
ら区別するという格の働きによって説明でき、主格目的語と属対格目的語の付与は主節と非定形節の格付与メカニズム

のミスマッチによって引き起こされる競合が原因だと主張する。 
2.	フィンランド語のDOM	

	 フィンランド語の通常の定形他動詞文では定性に基づいた目的語の属対格と分格の交替が起こり、属対格の場合は

telicityを含意し、分格の場合は atelicityを含意する。 
(1) (Minä)3 lue-n  kirja-n/kirja-a. 
 1SG.NOM read-1SG.PRS book-GEN/book-PART 
 「私は（その）本を読む／私は（なんらかの）本を読んでいる」 
	 しかしながら、この属対格は以下の環境においてはゼロ形で現れる。これらの環境において、明示的な属対格標示を

伴った目的語は許容されない。本稿ではこのゼロ形目的語を主格目的語と呼ぶ4。 
(2) 1・2人称命令文5 

                                                        
1 フィンランド語はフィン・ウゴル語族に属する言語。主格対格型言語でSVOを基本語順とする。基本的な母音音素は/a e i o u ä[æ] ö[ø] 
y/、子音音素は/p b t d k g f v s l r j h m n ŋ ʔ/であり、子音は形態音韻論的交替を示す。 
2 ただし人称代名詞・疑問代名詞を除く。人称代名詞・疑問代名詞においては属格（-n）と対格（-t）の異なる形が存在する（e.g. minu-n 
'1SG-GEN'「私の」、minu-t '1SG-ACC'「私を」；kene-n 'who-GEN'「誰の」、kene-t 'whi-ACC'「誰を」）。以下に普通名詞（karhu「熊」）
と1人称人称代名詞のパラダイムを例示する（Kiparsky 2001を参考）。なお、指示代名詞と固有名詞は普通名詞と同じふるまいをする。 
 「熊」  「私、私たち」 
 SG PL SG PL 
NOM karhu karhu-t minä me 
ACC – – minu-t meidä-t 
GEN karhu-n karhu-j-en minu-n meidä-n 
PART karhu-a karhu-j-a minu-n mei-tä 
	 普通名詞単数における属格と対格の同一音形は歴史的な音変化に起因する（対格語尾*-mが属格語尾-nに合流）。本稿では人称・疑
問代名詞の対格形をACC、普通名詞の属対格形をGENとグロス付けする。 
	 なお、複数形においては、主格と対格が同一の形となり、属格は別の形をとる。複数形の定の目的語の格として用いられるのはこの

主対格の形式であり、複数属格は目的語として用いられることができない。 
(i) Kaado-i-n karhu-t/*karhu-j-en. 
 kill-PST-1SG bear-PL.NOM/bear-PL-GEN 
 「私は熊たちを殺した」 
	 この複数主対格を含めた包括的な分析は今後の課題とし、本稿では目的語が単数の場合のみを考察対象とする。 
3 フィンランド語はpro-drop型言語であり主格人称代名詞は省略可能である。 
4 先行研究におけるこのゼロ形格の扱いは様々である。フィンランド語の大部な記述文法書であるHakulinen et al.（2004）は、「対格」
という用語を人称代名詞・疑問代名詞に限定し、それ以外の目的語-n格を「属格対格」、ゼロ格を「主格対格」などと呼称している。
ミニマリスト統語論による研究であるVainikka and Brattico（2014）は、対格語尾が明示的な形（人称代名詞の場合-t、それ以外-n）をと
るかゼロ形をとるかは対格という抽象格の音的な実現の問題としている。一方、Maling（1993）、Nelson（1998）、Anttila and Kim（2016）
などは、ゼロ形格は主格であるとし、これを「主格目的語」と呼んでいる。この主格目的語という用語の位置付けは理論によって様々

であるが、本稿では形態的特徴に基づき、これらの先行研究に倣ってゼロ形目的語を主格目的語と呼ぶ。 
5 3人称の命令文の場合、ゼロ形目的語は容認不可能となる。 
(i) Lue-koon/Lue-koot *kirja/kirja-n/kirja-a! 
 read-IMP.3SG /read-IMP.3PL  book.NOM/book-GEN/book-PART 

E-2
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 Lue/Lue-kaa/Lue-kaa-mme  kirja/*kirja-n/kirja-a! 
 read.IMP.2SG/read-IMP.2PL/read-IMP-1PL book.NOM/book-GEN/book-PART 
 「本を読め！／本を読もう！」 
(3) 受動文6 
 Lue-taan  kirja/*kirja-n/kirja-a. 
 read-PASS.PRS book.NOM/book-GEN/book-PART 
 「本が読まれる」 
(4) 義務の法助動詞文7 
 Minu-n täyty-y  lukea kirja/*kirja-n/kirja-a. 
 1SG-GEN must-3SG.PRS read.A.INF book.NOM/book-GEN/book-PART 
 「私は本を読まなくてはならない」 
	 以上の環境においては属対格目的語ではなく主格目的語が出現する8 9。 
3.	主格目的語の出現環境とヤンソンの法則	

	 主格目的語の出現環境については「ヤンソンの法則」（Jahnsson's rule, cf. Kiparsky 2001）というものが知られており、
簡潔に述べれば、目的語が定で、文に主格主語10が存在している場合は目的語は属対格形をとり、主格主語が欠落してい

る場合は目的語がゼロ形をとるというものである。 
(5) Jahnsson's rule: Verbs which have no overt subjects govern the endingless accusative, verbs with overt subjects govern 
 the -n accusative. (Kiparsky 2001: 317)11 
	 Maling（1993）の格階層アプローチも、ヤンソンの法則と発想は基本的に同一であり、主格にマッピングされる項が
存在すれば目的語は主格とは異なる格（つまり属対格）にマッピングされ、主格にマッピングされる項が他に存在しな

ければ目的語は主格にマッピングされる、という分析を提示している。（5）のヤンソンの法則とMaling（1993）の格階
層アプローチは（2）〜（4）のデータに明快な説明を与えている12。 
4.	フィンランド語の非定形節における目的語のバリエーション	

	 しかしながら、非定形節において、（5）のヤンソンの法則では説明できないケースが見られ、一部の非定形節では主
格目的語と属対格目的語の自由変異が観察される。本節ではまずヤンソンの法則に従うMA不定詞入格形を見、次にヤ
ンソンの法則では説明できないMA不定詞接格形、A不定詞長形、埋め込み分詞構文、連体修飾的A不定詞節を見る。 
4.1.	MA不定詞入格形	

                                                                                                                                                                                        
 「彼／彼女／彼らが本を読まんことを！」 
6 フィンランド語の受動文はすべて非人称であり、主語の人称や数によって活用する人称受動は存在しない。 
7 義務の法助動詞文には他にも動詞 tulla「来る」やkannattaa「〜したほうがよい」などを用いたものがある。いずれの場合も意味上の
主語は属格で出る。 
8 なお、人称代名詞の場合、上記の環境ではすべて対格で標示される。 
(i) Minu-n täyty-y  tavata häne-t. 
 1SG-GEN must-PRS.3SG meet.A.INF 3SG-ACC 
 「私は彼／彼女に会わなければならない」 
	 以下、普通名詞の主格目的語が出現する環境においては、人称代名詞の場合すべて対格で出ることに留意されたい。 
9 以上の環境においても分格目的語は出現可能であることに注意されたい。つまり、通常の定形他動詞文では、目的語の属対格と分格
の交替が起こり、命令文・受動文・義務の法助動詞文では、主格と分格の交替が起こるということになる。これらの交替は、意味的に

動機付けられた交替である。本稿では、このような意味的に動機付けられた交替は考察の対象に含めず、主に属対格と主格間の交替の

み（つまり、目的語が定の場合のみ）を考察の対象とする。 
10 明示的な形で主格主語が出現していなくともよく、動詞の一致も含まれる。 
11 ヤンソンの法則は Jahnsson（1871）の記述を基にしているが、ここに挙げたそのままの形で Jahnsson（1871）が述べているわけでは
ない。ここでは、Kiparsky（2001）によるヤンソンの法則の定義を引用する。 
12 しかしながら、主格主語の欠落という条件では説明できないケースがある。たとえば、命令文でも主格主語が出ることのできる場合
があることである。 
(i) Vie sinä tyttö koti-in! 
 take.IMP.2SG 2SG.NOM girl.NOM home-ILL 
 「あなたが娘を家に連れていきなさい！」 
	 この場合、明示的な主格主語が出ているにもかかわらず目的語は主格となる。筆者はこの現象について明確な回答を持っていない。

以下、本稿ではこの他にもヤンソンの法則だけでは説明できない例を見ていくが、（i）の分析に関してはこれ以降特に触れない。 

―  183  ―



日本言語学会 154回大会口頭発表 
2017年 6月 24日 

	 非定形節においても、基本的には定形節と同様の現象が観察される。まずは、MA不定詞入格形を見る13。MA不定詞
入格形はたとえば移動動詞の補語となり「〜しに」という意味を表す。このような場合は、通常の定形節と同じく目的

語は属対格をとる。 
(6) Mene-n kohta metsästä-mä-än *karhu/karhu-n. 
 go-1SG.PRS soon hunt-MA-ILL bear.NOM/bear-GEN 
 「私はもうすぐ熊を狩りに行く」 
	 このMA不定詞入格形を独立で用い、定動詞がない場合、目的語は主格となる。 
(7) Kohta metsästä-mä-än karhu/*karhu-n! 
 oon hunt-MA-ILL bear.NOM/bear-GEN 
	  「もうすぐ熊を狩りに！」 
	 以上の（6）と（7）のデータは、ヤンソンの法則により説明できる。MA 不定詞入格形のとる目的語の格が主節の主
格主語の有無により決定されることは、以下のデータからも明らかである。これもヤンソンの法則に従っている。 
(8) Minu-n täyty-y  mennä kohta metsästä-mä-än karhu/*karhu-n. 
 1SG-GEN must-PRS.3SG go.A.INF soon hunt-MA-ILL bear.NOM/bear-GEN 
 「私はすぐに熊を狩りに行かなくてはならない」 
4.2.	MA不定詞接格形	

	 しかしながら、以上のように動詞の補語としてではなく、付加語（adjunct）のように使用されるMA 不定詞形には、
ヤンソンの法則からは一見説明できないものがある。Hakulinen et al.（2004）によれば、非定形節の独立性が高い場合、
目的語は主格をとることがあるという。たとえば「〜することによって」という手段を表すMA不定詞接格形は、以下
の文のような場合主格目的語をとる。 
(9) Työttömyys  puolittu-u  vain kaksinkertaista-ma-lla 
 unemployment.NOM halve-3SG.PRS only double-MA-ADE 
 köyhyys/*köyhyyde-n. 
 poverty.NOM/poverty-GEN 
 「失業は貧困を二倍にすることによってのみ半分になる」（Hakulinen et al. 2004: 896） 
	 （9）は主節に主格主語 työttömyys「失業」を伴っており、ヤンソンの法則に違反しているように見える。しかしなが
ら、同じMA不定詞接格形でも、ヤンソンの法則に従い、属対格目的語をとる場合がある。 
 (10) Minä opi-n  luke-ma-lla  *tämä  kirja/tämä-n  kirja-n. 
 1SG.NOM learn-PRS.1SG read-MA-ADE this.NOM book.NOM/this-GEN book-GEN 
 「私はこの本を読むことによって学ぶ」（Toivonen 1995: 45） 
	 （10）では主節に主格主語が現れており、MA 不定詞接格節の目的語はヤンソンの法則の予測通りの属対格となる。
なお、（11）のように、主節が非人称受動の場合も、MA不定詞接格節の目的語は予測通り主格となる。 
(11) Opi-taan  luke-ma-lla  tämä kirja/*tämä-n kirja-n. 
 learn-PASS.PRS read-MA-ADE this.NOM book.NOM/this-GEN book-GEN 
 「この本を読むことによって学ぶ」（Toivonen 1995: 45） 
	 よって、（9）のみが予測とは異なるパターンとなるが、（9）の自動詞puolittua「半分になる」は中受動接辞-UAを有
する動詞であり、一種の中動態と見ることができる。一方、（10）は典型的な他動詞であり、（11）は非人称受動であ
る。以上のデータからわかることは、主節の態が非定形節の目的語の格標示に影響しているということである。 
4.3.	A不定詞長形	

	 次に、主節の態の影響に加えて、Hakulinen et al.（2004）の述べる非定形節の独立性がどれだけ目的語の格標示に影響
しているかどうか検討したい。このために、目的を表す非定形節であるA不定詞長形を見る。フィンランド語において
は、A不定詞長形と呼ばれる、動詞に語尾-kse-と所有人称接辞がついた形が目的節を表すのに用いられる。 
 

                                                        
13 MA不定詞は、必ず入格・内格・出格・接格・欠格・具格などの格形をとって現れる不定詞である。 
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(12) tehdä-kse-ni 
 do-A.INF-POSS.1SG 
 「（私が）〜するために」 
	 	 Toivonen（1995）はMA不定詞接格形もA不定詞長形も、目的語のwh抽出が不可能であることを示している14。 
(13) *[Millaise-n  auto-n] minä säästä-n ostaa-kse-ni [t]? 
 what.kind.of-GEN car-GEN 1SG.NOM save-GEN buy-A.INF-POSS.1SG 
 「どのような車を買うために私はお金を節約しているか？」（Toivonen 1995: 48） 
(14) ?*[Mi-tä] Pekka oppi-i  luke-ma-lla  [t]? 
 what-PART Pekka learn-PRS.1SG read-MA-ADE 
 「ペッカは何を読むことによって学んでいるか？」（Vainikka and Brattico 2014: 106） 
	 この点で、MA不定詞接格形もA不定詞長形も独立性が高い非定形節といえ、仮に非定形節の独立性のみが目的語の
格標示に寄与しているとすれば、MA不定詞接格形とA不定詞長形は両方とも同じ目的語の格標示のパターンを示すこ
とが予想される。 
	 しかしながら、Vainikka and Brattico（2014）によれば、主節の態が他動詞の場合はMA不定詞接格形と同じくA不定
詞長形の目的語は属対格をとるものの、主節の態が受動態の場合、A 不定詞長形の目的語は主格と属対格の自由変異を
見せる。これはMA不定詞接格形には見られない特徴である。 
(15) Paino-i-n  nappi-a  käynnistää-kse-ni *ohjelma/ohjelma-n. 
 press-PST-1SG button-PART start-A.INF-POSS.1SG program.NOM/program-GEN 
 「私はプログラムを起動するためにボタンを押した」(Vainikka and Brattico 2014: 105) 
(16) Minu-n täyty-i  painaa nappi-a  käynnistää-kse-ni 
 1SG-GEN must-PST.3SG press.A.INF button-PART start-A.INF-POSS.1SG 
 ohjelma/ohjelma-n. 
 program.NOM/program-GEN 
 「私はプログラムを起動するためにボタンを押さなければならなかった」(Vainikka and Brattico 2014: 105) 
	 以上、MA不定詞接格形とA不定詞長形の目的語格標示をまとめると以下のようになる。 

(17)   他動詞文 中動・受動・法助動詞文 
 MA不定詞接格形 GEN NOM 
 A不定詞長形 GEN NOM〜GEN 

	 仮に非定形節の独立性のみが格標示に寄与しているとすれば、MA不定詞接格形とA不定詞長形のうち、後者のみで
目的語格の自由変異が見られるのは不可解である。よって、別の要因も関係していると考える必要がある（5節参照）。 
4.4.	埋め込み分詞構文と連体修飾的A不定詞節	

	 （16）のように目的語の格の自由変異が見られるのはA不定詞長形の場合のみではない。Anttila and Kim（2016）は、
埋め込み分詞構文や連体修飾的A不定詞節の場合にも、自由変異が見られることを報告している15。 
	 フィンランド語では、「誰々が〜した（と思う）」などの埋め込み文は、動作主属対格と能動（現在・過去）分詞属

対格の分詞構文を用いて表される。 
(18) Pekka luul-i  Mati-n ampu-nee-n   *karhu/karhu-n. 
 Pekka think-PST.3SG Matti-GEN shoot-ACT.PST.PTCP-GEN bear.NOM/bear-GEN 
 「ペッカはマッティが熊を撃ったと思っていた」（Anttila and Kim 2016） 
	 主節が他動詞文の場合は（18）のように属対格目的語のみが可能であるが、主節が受動文の場合は、（19）のように
主格目的語と属対格目的語の自由変異が観察される。 
                                                        
14 なお、MA不定詞入格形の目的語はwh抽出が可能である。これはMA不定詞入格形が動詞の補語であることから容易に予測できる。 
(i) [Mi-tä] minä rupea-n  pese-mä-än  [t]? 
 what-PART 1SG.NOM begin-PRS.1SG wash-MA-ILL 
 「私は何を洗い始めようか？」（Toivonen 1995: 51） 
15 もともと埋め込み構文での自由変異は Itkonen（1976）によって、連体修飾的不定詞節内での自由変異は Ikola（1950）によって指摘
されたものである。Anttila and Kim（2016）は前者を Itkonen structure、後者を Ikola structureと呼称している。 
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(19) Kylä-ssä luul-tiin  Mati-n ampu-nee-n   karhu/karhu-n. 
 village-INE think-PASS.PST Matti-GEN shoot-ACT.PST.PTCP-GEN bear.NOM/bear-GEN 
 「村ではマッティが熊を撃ったと思われていた」（Anttila and Kim 2016） 
	 また、連体修飾的A不定詞節は、名詞にA不定詞が後続し連体修飾しているケースであるが（「〜というN」）、こ
の構文では、主節が他動詞文の場合は（20）のように自由変異が観察され、主節が受動文の場合は、（21）のように主
格目的語のみが可能である。 
(20) Pekka arvostel-i  päätös-tä  ampua karhu/karhu-n. 
 Pekka criticize-3SG.PST decision-PART shoot.A.INF bear.NOM/bear-GEN 
 「ペッカは熊を撃つという決定を批判した」（Anttila and Kim 2016） 
(21) Taas arvostel-tiin  päätös-tä  ampua karhu/*karhu-n. 
 again criticize-PASS.PST decision-PART shoot.A.INF bear.NOM/bear-GEN 
 「熊を打つという決定は再度批判された」（Anttila and Kim 2016） 
	 以上のパターンをまとめると以下のようになる。 

(22)   他動詞文  受動文 
 埋め込み分詞構文 GEN  NOM〜GEN 
 連体修飾的A不定詞節 NOM〜GEN NOM 

	 次節で、以上に挙げた非定形節内の目的語の格標示に対する分析を提示する。 
5.	分析	

	 以上に見た非定形節の格標示をまとめると1）主節が他動詞文の場合、非定形節の目的語は基本的に属対格となる（連
体修飾的A不定詞節の場合を除く）、2）主節が中動・受動・法助動詞文の場合、非定形節の目的語は基本的に主格とな
る（A不定詞長形と埋め込み構文の場合を除く）、となる。 
	 以上1）と2）は、Anttila and Kim（2016）が主張している「構造格は外項を他の項から区別する働きをする」16という

ことから説明可能である。1) 主節が他動詞文の場合は、外項を伴っており、目的語はそれから区別するために明確な格
標示を得る必要性が生まれるが、2) 主節が中動・受動・法助動詞文の場合は、外項を伴っていないため、目的語を明示
的な格標示によって区別する必要がなく、経済性の観点からゼロ形の主格が選ばれる（cf. Aissen 2003）。 
	 以上の点は、MA不定詞接格形の例（9）（10）（11）で顕著に見られる。外項を伴う他動詞文の（10）では、MA不
定詞接格形節内の目的語は主節の主格主語（外項）から区別するために属対格で標示される。一方、（9）は中受動接辞
を伴う自動詞文であり、主格主語は外項ではないと考えることができ、また、（11）は非人称受動文であるので外項が
存在しない。よって（9）（11）においてはMA不定詞接格形節内の目的語を外項から区別する必要が生じず、経済性の
観点から目的語は主格で標示されると考えられる。 
	 それでは、A不定詞長形（受動文）、埋め込み構文（受動文）、連体修飾的A不定詞節（他動詞文）における目的語
の主格と属対格の自由変異はどのように説明できるであろうか17。これらの構文においては、主節の要求する格と非定形

                                                        
16 構造格（structural case）は生成文法の用語であるが、本稿では属対格を指しているものとして扱う。なお、Anttila and Kim（2016）は
a）構造格は外項を他の項から区別する働きをすること、b）構造格の付与はcyclicである、という2つの前提を立てた上で、目的語の
主格と属対格の揺れは faithfulnessとmarkednessの2つの制約の競合による結果だとし、最適性理論の立場から目的語の格形の揺れに一
貫した説明を与えている。本稿はAnttila and Kim（2016）の前提a）構造格は外項を他の項から区別する働きをすること、を採用するが、
前提b）構造格の付与はcyclicである、はあまりにも理論依存的であるため採用しない。 
17 Ikola（1986）は非定形節が主節の述語から離れているほど主格目的語が付与されやすいとしている。また、Itkonen（1976）は、主格
目的語の付与は他の構文との類推によるものだとしている。Ikola（1986）も Itkonen（1976）も、100人以上の被験者を用いたテストを
実施しており、主格目的語と属対格目的語の分布について統計的な調査を行っている。彼らによれば、被験者によって、主格目的語を

好む者と属対格目的語を好む者がいるといい、また、現在から数十年前の時点ではあるが、属対格目的語が徐々に主格目的語にとって

代わられているという傾向を述べている。さらに、構文による傾向の違いも指摘している。たとえば主節が他動詞文の場合でも、埋め

込まれた分詞構文が存在文の場合は属対格目的語になる傾向が強いが、所有構文の場合は主格目的語になる傾向が強いとしている。

Itkonen（1976）が調査した126人の被験者のうち、主格目的語と属対格目的語を選んだものの割合を文とともに示す。 
(i) Olen luull-ut  jokaise-ssa seurakunna-ssa ole-va-n 
 1SG.NOM think-PST.PTCP every-INE county-parish  be-ACT.PRS.PTCP-GEN 
 kappalainen/kappalaise-n. 
 chaplain.NOM/chaplain-GEN 
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節の要求する格が異なっているために自由変異が生じると考えられる。 

(23)     主節の要求する目的格 非定形節の要求する目的格 
 A不定詞長形（受動文）  主格  属対格 
 埋め込み分詞構文（受動文）  主格  属対格 
 連体修飾的A不定詞節（他動詞文） 属対格  主格 

	 A不定詞長形節（受動文）においては（ex. 16）、主節は受動文のため主格を要求するがA不定詞長形節 käynnistää-kse-ni
「起動するために」は外項を有すると考え18、属対格を要求する。埋め込み分詞構文（受動文）においては（ex. 19）、
主節は受動文のため主格を要求するが埋め込み分詞構文節は外項Mati-n 'Matti-GEN'を有するため属対格を要求する。連
体修飾的A不定詞節においては（ex. 20）、主節は他動詞文のため外項を有し属対格を要求するが連体修飾的A不定詞
節は外項を有さず主格を要求する。自由変異は主節と非定形節の格付与メカニズムの競合によるものと考えられる。 
6.	結論	

	 本稿では非定形節の格標示について、属対格目的語は外項と他の格を区別するという必要性によって付与され、主格

目的語はその必要性がないときに経済性の観点から選ばれるという分析を提示した。さらなるフィンランドの DOM に
対する包括的な分析は、機能主義的立場から提示が可能であると考える。たとえば Aissen（2003）は機能主義的・類型
論的研究に基づき、人称代名詞の目的語が最も有標であり、不定名詞の目的語が最も無標であるとの階層を提示してい

る（左が最も無標であり、右に行くほど有標となる）。 
(24) Obj/Nonspecific › Obj/Specific › Obj/Definite › Obj/Proper Noun › Obj/Pronoun（Aissen 2003: 445を一部改変） 
	 フィンランド語において人称代名詞の目的語は常に対格をとるが、これは有標な目的語ほど明示的な格形をとりやす

いという類像性の観点から説明できる。一方、他の名詞に関しては、類像性に基づく属対格のマーキングと経済性に基

づく主格のマーキングが競合しており、さらに統語環境との複雑な相互作用によって格形が決定されると考えられる。

フィンランド語においては（24）で最も無標とされる不定の目的語は分格という明示的な格形をとり、類像性と矛盾す
るように思われるが、これは分格を構造格ではなく意味格と分析することによって説明できると思われる。 
	 今後の課題としては、以上に述べた統語環境（外項の有無や非定形節の種類）と機能的要因（類像性と経済性）の相

互作用について、先行研究の枠組みを参考により精緻な分析を提示したい。 
略号一覧（Leipzig	Glossing	Rulesに記載されていないもののみ）	

A.INF＝A不定詞、ACT＝能動、ADE＝接格、ILL＝入格、INE＝内格、MA＝MA不定詞、PART＝分格 
参考文献：Aissen, Judith. (2003) Differential object marking: iconicity vs. economy. Natural Language and Linguistic Theory 21: 
435–483./Anttila, Arto. and Kim, Jong-Bok. (2016) Locality and variation in Finnish structural case. Natural Language and Linguistic 
Theory./Hakulinen, Auli. et al. (2004) Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura./Ikola, Osmo. (1950) 
Infinitiivin objektista. Virittäjä 54: 468–474./Ikola, Osmo. (1986) Infinitiivin objektin muodosta. Kielikello 3: 217–223./Itkonen, Terho. 
(1976) Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta. Virittäjä 80: 52–81./Jahnsson, Adolf W. (1871) Finska språkets satslära. För 
läroverkens behof. Helsingfors: Finska Litteratur-sällskapets tryckeri./Kiparsky, Paul. (2001) Structural case in Finnish. Lingua 111: 
315–376./Maling, Joan. (1993) Of nominative and accusative: the hierarchical assignment of grammatical cases in Finnish. In: 
Holmberg, Anders. and Nikanne, Urpo. (eds.) Case and other functional categories in Finnish syntax. Berlin and New York: Mouton 
de Gruyter, 49–74./Nelson, Diane. (1998) Grammatical case assignment in Finnish. New York and London: Garland 
Publishing./Toivonen, Ida. (1995) A study of Finnish infinitives. Senior thesis, Brandeis University./Vainikka, Anne. and Brattico, Pauli. 
(2014) The Finnish accusative: long-distance case assignment under agreement. Linguistics 52: 73–124. 
                                                                                                                                                                                        
 「私はすべての教区に牧師がいるものと思っていた」（NOM：GEN＝9：91、Itkonen 1976: 68） 
(ii) Kirjailijo-i-lla  luul-isi  ole-va-n  tyyli-in 
 writer-PL-ADE think-COND.3SG be-ACT.PRS.PTCP-GEN style-ILL 
 persoonallinen suhde/persoonallise-n  suhtee-n. 
 personal.NOM relation.NOM/personal-GEN relation-GEN 
 「作家たちには文体との個人的な関係があると思われている」（NOM：GEN＝84：16、Itkonen 1976: 69） 
	 所有構文の主語はかならず主格になるため、類推によって他動詞文内の埋め込み文でも主格になる傾向が強い、というのが Itkonen
（1976）の主張である。類推は興味深い要因であるが、類推による影響を証明できるほど十分なデータを提供できないため本稿では類
推の格標示に対する影響は今回考察の対象としない。 
18 所有接辞によって主節の主格とco-indexされているPROがA不定詞長形となっている動詞の外項であると考える。 
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満洲語文語の従属節属格主語の機能について 
 

山崎 雅人（大阪市立大学） 
yamazaki@lit.osaka-cu.ac.jp 

 
 
１．はじめに 
 モンゴル語と同じく、満洲語文語にも従属節属格主語の例がある。1  
 
(1) wang-po hendume, sakda beye bi, niyangdz -i ambula  omire  be sambi,, 第 3回 20a2-32 
王  婆   話す     あたしゃ  奥 様  がおおいに飲むことを知っている 

(2) holkonde  jang-no -i  dosika be sabufi, gaihari urgunjecibe, 第 5巻 14a6-7 
だしぬけに 張  訥 が入った を 見て 突如嬉しさがこみあげてきたとはいえ 

(3) bi inu terei hūsun be  isebu     sere bithe alibufi, hiyan -i hafan -i adarame gamara  be tuwa,, 第 2巻 33b1-2 
俺も 奴の雇人 を 打ち懲らせという書  呈して 知     事  がどう 処分するかを見てやる 

(4) hai-ši -i injere  be donjifi, uthai     deduhei  gelhen akū majige aššarakū, 第 16巻 30a6-7 
海 石が笑うのを聞いてすなわち伏せたまま  敢えて 少しも 動かず 

 
 従属節に属格主語を用いる場合の主節述語は、gosimbi《哀れむ》、gūnimbi《意図する》、sambi《知る》、ulhimbi
《理解する》などの内在型心理思考動詞及び alambi《告げる》、gisurembi《話す》、hendumbi《語る》、sembi
《言う》などの発信型発話動詞と、donjimbi《聞く》、sabumbi《見える》、tuwambi《見る》などの受信型知覚
動詞が見られる。 
本研究では、従属節主語に属格を取る例を他の格の場合と比較し、特にその機能的な面を分析する。 

 
 
２．従属節主語の三タイプ 
この言語では、主格や対格も従属節主語になる。以下の三例はその対照例で、従属節述語は jihe《来た》、

主節述語は donji-《聞く》である。 
 
(5a) holkonde julergi duka toksime, si-men-king boode jihe seme donjire jakade, pan-gin-liyan, li-ping-el teni    meni 

突然    表    門たたいて 西 門 慶が 家に来たと言う聞いたので  潘 金  蓮  李 瓶 児ようやく各 
meni boode genehe,, 第 51回 47a9-b2 
各の部屋に行った 
 
 この発話の前後には、西門慶の帰宅に関して特に言及はなく、主格主語は無標の情報を表すと見られる。 
 
(5b) u-yuwei-niyang ni jergi geren, si-men-king ni  jihe   be donjifi, gemu amargi boode genehe,, 第 19回 10a2-4 
呉 月   娘      た   ち  西  門  慶 が来たことを聞いて  皆 奥の 部屋へ行った 

 
この後段に“sini uttu erde jidere be sarkū,,”（第 19回 10b1）「あなたがこんなに早くいらっしゃるとは存じま

せん」という発言があり、帰宅は予測されていなかったと分かる。場所は西門慶の自宅なので、本人が現れ

ることは何ら不自然ではないが、思いがけず早い帰宅でということに焦点を当てる有標の情報である。 
 
(5c) pan-gin-liyan, si-men-king be jihe seme  donjifi,  uthai       abka ci  tuheke   adali urgunjeme  

潘 金  蓮  西 門  慶  が来たと言う聞いてすなわち（西門慶が）天から降って来たように 喜んで 
tucifi okdoko, 第 8回 11a7-8 
出 迎えた 

                              
1 久保(1981: 50)参照。 
2 『満文金瓶梅』からの例は第～回と、『擇繙聊斎志異』からの例は第～巻と表記する。 

E-3
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この前段に“ineku mini sakda beye genefi hontoho erin ohakū da-guwan-zin be gajiha kai,”（第 8回 11a6）「やっ
ぱりあたしが行って半時足らずで旦那をお連れしましたぞ」とあるので、潘金蓮宅へ期待されてやって来た

西門慶その人を発話の主題とする有標の情報で、その動作主に対格助詞を付加したと考える。 
 

(6a) tacibume hendume fusihūn beye  agu    si   yekengge haha ojoro be safi,  dolo dembei hungkereme 
示唆して  述べる   僕  大兄あなたが男らしい 人であると知って内心 誠に   私 

dahaha, 第 4巻 54b3-5 
淑した 
(6b) sini weile endebuku umasi labdu, jalgan ton wajici acacibe, sini   halafi aliyaha  be gūnime, tuttu   damu 
 お前の罪    過   大層 多く  命   数尽くべきだがお前が改めて悔いたのを 酌みそのようにただ 
gashan wasibufi, majige     isebure    be tuwabuhabi, 第 20巻 19a5-7 
災い 降らせていささか懲らしめようとのことを見せしめとした 
 
例(6b)では、属格主語を持つ述語部分 halafi aliyaha《改めて悔いた》が態度変更の理由として焦点になる。 

 
(6c) šeng-yūn-miyan hendume,  tatašara gūnin hing seme  bihei,   goro baci   ki-ho-guwan de  isinaci,  

盛 雲  眠    言う 引きつける気  専  らでいたまま遠い所から棲 鶴   観 に出かけて行ったら 
simbe   king halai nakcu de nikenehe       seme donjifi, tuttu ederi hūwang-g'ang ni bade genefi, emgeri 
あなたが京  氏の  舅 に世話になっていると 聞いてあのように 黄  岡 の所に行って一度 
fujurulame  tuwanaki sembi, 第 7巻 53a1-4 
問いただしてみたい と言う 
 
 原漢文に「久切懸念」《長く切に心に懸けていた》とあり、聞き手のことを語るのが主題の発話と考える。 
 
(7a) hehe cūn-mei de fonjime amala aiseme daišambihe,, cūn-mei, cio-gioi -i dobori uce neihe emu baita be giyan giyan  

女   春 梅 に尋ねて  奥で 何を 騒いでいたか春 梅  秋 菊 が 夜中 戸開けた 一 件 を あれ これ 
-i  alaha manggi,, 第 83回 17b9-18a1 
と告げた  後 
 
ここは、騒ぎの原因が聞かれているので、誰がしたかよりも何をしたかを焦点として答えていると考える。 

 
(7b) sini  looye fonjime ohode,  si   damu membe   sujuhe   seme  ala   sehe,, 第 42回 19b7 
お前の旦那  聞いた 時に お前はただ俺たちは走って行ったと 告げろと言った 
 
前段に“ing-be-jiyo terei šan -i jakade šušunggiyame hendume, beliyen jui bi neneme tuttu henduhekūn, bi aikabade 

aššarakū oci, gūwa inu tehei bisire be dahame jaci yoto akūn, ”（第 42回 19b4-6）「応伯爵はその耳の所で耳打ちし
て言うに『間抜けめ、俺はさっきこうだと思ったんだ。俺がもし出て行かなきゃ、ほかの人も腰を据えてず

っと阿呆なことになるじゃないか』」とあり、かつ後段に“dai-an hendume, ing-el-ye siyei-ye -i emgi gemu genehe,,”
（第 42回 19b9-20a1）「玳安は言う『応二さんも謝さんも皆ご一緒にお帰りになりました』」とあるので、誰
がすでにいないのかを主題にする発話と考える。 
 
(8a) u-yuwei-niyang, li-ping-el -i tuheke  babe  alara jakade, si-men-king ekšeme  juleri genefi tuwaci, li-ping-el 

呉 月    娘  李 瓶  児が倒れたことを告げるので 西 門  慶 あわてて表に行って見れば 李 瓶 児 
nagan de deduhebi, 第 61回 28b8-9 
炕の上で臥せっていた 

 
後段に“ainaha be sarkū, fejergi ci uthai sitere adali wasikai yasa -i juleri luk seme farhūn oho, ilifi hūsihan hūwaitara 

de, abka šurdere na forhošoro adali uthai tuhenehe,,”（第 61回 29a3-5）「どうしてだか下からまさに尿が出るみた
いに下したまま目の前がクラッと暗くなったのです、立ってスカートの紐を結ぼうとすると天が回り地が返

ったかのようになってそのまま倒れました」とあるので、昏倒の事実に焦点を当てた発言である。 
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(8b) buya niyalma bi yargiyan -i looye be boode akū seme alaha bihe, 第 35回 15b3-4 
わたくしは  本当に 旦那様がお留守だ と告げていたんです 

 
前段に“si-men-king hendume, bi duka be dosime jaka, uthai sini baru yaya niyalma jici, damu boode akū seme jabu 

seme afabuha kai, si ainu donjirakū,, ping-an hendume, be-ecike -i jihe fonde, buye niyalma bi looye be dukai tule antaha 
fudeneme genehe, jidere unde seme alaci, i umai akdarakū murime dosika3,,”（第 35回 14b5-9）「西門慶が言う『俺
が門を入る時、お前にどんな人が来てもただ不在とだけ答えろと言いつけておいたんだぞ。お前、なんで聞

かないのか』平安が言う『白大さんが来た時に、わたくし、旦那様は城門外に客を見送りに行ってまだお帰

りになりませんと答えたのに、あの方は聞き入れず無理に入って来られたんです』」とあり、この発言した平

安は、拷問されて身の潔白を証言しようと、間違いなく主人の事を述べたと言うことが主題と考える。 
これらの例から分かることは、形式面では、従属節主語が主格と対格のときは、主節述語の前に、seme《～

と（言って）》という補文標識があり、属格のときのみ主節述語には be《～を》という対格助詞が用いられる
ことである。また、意味的には、属格主語は従属節を名詞句と化して、「ＡがＢすること」の「Ｂすること」

に焦点があるのに対し、対格は「ＡがＢすること」の「Ａが」を主題とすると考える。主格は中立的でどち

らにも焦点を置かない無標情報の場合と考える。 
次の例は複雑な構造を持つ。主節の「jang-el-guwan（張二官が）～be donjifi（を聞いて）」の下に、ひとつ

めの従属節「li-giyoo-el -i（李嬌児が）～seme alara（と告げる）」があり、さらにその下にもうひとつの従属節
「pan-gin-liyan be（潘金蓮は）～wafi（を殺し）」とそれ以下母子の死までの悪事の数々を述べた部分を挟んで
いる。属格主語の李嬌児は主語として、その述部の潘金蓮の悪事に焦点があたり、その中で対格主語の潘金

蓮はこの発話の主題として非難の対象になる、共に有標の情報である。従属節に属格主語をとる場合の主節

述語 donjifiは対格助詞 beをとること、一番下の節の対格主語に対しては、その上の従属節述語 alaraが補文
標識 semeをとっていることは原則通りである。 
 
(9) geli li-giyoo-el -i【従主 2[属格]】pan-gin-liyan be【従主 3[対格]】seibeni eigen be oktolome  wafi【従述 3-1】, 
さらに李 嬌  児が               潘 金  蓮 は                昔    夫 を薬を盛って殺し 

si-men-king gaifi gajifi,   geli booi haha jui de latuha【従述 3-2】, ningguci sargan -i eme jui【従主 4】tede 
西門  慶  連れ込んでさらに家の 男 子と  通じ               六奥様    の母  子       あの女に 
nungnebufi, bucehe【従述 4】seme alara【従述 2】be donjifi【主述 1】jang-el-guwan【主主 1】uthai  
迫害されて死んだ           と告げる         を聞いて          張二   官         すなわち 
gaijira    be nakaha,, 第 87回 6a3-7 
受け入れるのを止めた 
(10) emu inenggi siowei-soo-el -i【従主 2】 pan-gin-liyan be tucibufi    wang-po -i boode uncame bi seme 

ある 日     薛  嫂   が           潘 金  蓮 は追い出されて王  婆の 所で売っていると 
alara【従述 2】be donjifi【主述 1】, cūn-mei【主主 1】 yamji šeobei -i baru  songgome第 87回 06b9-7a2 
告げる        を聞いて           春 梅             晩  守備に向かい泣きながら 
 
これも、前の例(9)と同じ形式の主節主語が後続する構文である 
 

(11) fusihūn -i niyamangga niyalma lung-hi【主主 1】, kemuni wesihun erdemu be maktame,  agu -i【従主 2】  
我が   親戚の  者  龍 渓    かねがね ご  人徳 を褒めたたえ大兄が 

aisilame wehiyeme, emu mujilen  -i    baita icihiyara【従述 2】de akdahabi【従述 1】seme  
なにかと援助して 一   心 を以って事に当たっていること に頼っていた     と（龍渓が） 
hendumbihe【主述 1】,, 第 70回 10b7-9 
申していた 
 
主節：龍渓が（主語）～と申した（述語 hendumbi） 
〈従１：自分は（空主語）～に頼っていた（与格助詞 de＋述語 akdambi）〉 
《従２：大兄が（属格主語）誠実に事を処するであろう（述語 icihiyambi）》 
 

                              
3 テキスト上は黒塗りになっているが、意味からこのように判断する。 
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通常は対格助詞 beを取るところ、akdambi《～に頼る》は与格を取る。したがって、属格主語のすぐ上の節
の述語が格助詞をとることがわかる。 

 
 

３．属格主語の機能の展開 
久保(1981: 46-47)の分類では、上の従属節主語は名詞句の一部となる連体構造である。属格名詞は、例(12)

のように動名詞の主語もなるが、属格名詞と被修飾名詞の関係では主格主語と述語より意味的に密と考える。 
 

(12) mini deo -i henduhengge, aisin gu -i gese gisun sehe,, 第 2回 17b5-6 
我が 弟 が 話したこと  金 玉の如き言葉と言った 

 
副詞節として機能する連体構造には、久保(1981: 47)があげる adali《～のように》に続く例のほかに、さま

ざまなタイプがある。 
 

(13) pan-gin-liyan kemuni marame ilirakū,,        meng-ioi-leo, ioi-siyoo -i sasari  ušame  ilibufi  juleri  
潘 金  蓮  なおも 拒んで立ち上がらない 孟 玉 楼 玉  簫  は共に引きずり起こして 表へ 

benehe,      amba-hehe-nakcu, u-yuwei-niyang be tafulame nakabufi hendume, 第 75回 39b4-6 
連れて行った 大   奥  舅舅 呉  月  娘   を 諫めて 止めて  言う 

 
jalin《～ので》や jakade《～のために》が理由を表す副詞節も、属格主語の述部として発話の焦点になる。 
 

(14) suweni   juwe nofi aiseme injecembi,, pan-gin-liyan hendume, bi  esi  ejen  -i ping-an be tantaha4 jalin 
あんたたちふたり なんで  笑うの  潘  金  蓮   言う 私は勿論旦那様が 平  安をぶった  ので 

injehe,, 第 35回 20a1-2 
笑ったのです 
(15) han;-doo-guwe hendume, boo-guwan  be  taiši   -i  tubci   bithe arafi   getukeleme    unggire jakade,  

韓 道 国  言う 保さまのことを太師さまがあちらの 書 書いてつまびらかにして送る  ので 
gelhun akū  necirakū  dabala, 第 67回 7b5-6 
敢えて   侵害しないだけです 

 
発話の焦点となること自体が理由を表せると考える。 

 
(16) gūnici  muse  umai  dabali   yabuhakū,     hūi      gisurekini,     looye -i tubade  ini cisui emu 
  思えば我々決して度を過ぎて行かなかった勝手に言わせておけばよい旦那があちらで自ずと ひとつ 
getuken -i  saha   babi         sefi, 第 49回 1b7-8   
はっきりと考えた所がある（から）と言って 

 
時間的前後を表す重文にも属格主語が現れる。 
 

(17) tereci   si-men-king, ing-be-jiyo -i genehe amala, gala de duin aisin -i semken be jafafi   dolo  ambula 
それから西 門  慶  応 伯 爵 が行った  後   手 で 四つ金 の  腕輪 を取り上げて内心すっかり 

buyeme angga de gisurerakū bicibe  dolori gūnime,第 43回 4b5-7 
可愛がり口 に出さずにいながら心中 考えて 
(18) u-yuwei-niyang hendume,  si     esei   ejen -i cimaha inenggi gise hehe -i falan de genehe amala, si 

呉 月    娘    言うあんたはこれらの旦那が 明  日     廓   に行った  後あんたが 
cendeme terebe baihaname    tuwa,, 第 46回 21b6-8 
試みにその方を探しに行ってごらんなさい 
 
属格名詞とすることで、主節主語の直後に従属節主語を立てる構文が可能になる。 

                              
4 tandahaに見えるが、意味から tantahaと考える。 
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(19) miyoo-cing neneme ejen -i tantaha5 de ambula korsofi, kemuni  karulaki      seci umai   ildun bahakū bihe, 
苗   青   先に 主人が叩いたとき大変  恨んで  常に仕返しをしようと言いながら便宜  得ず いた 

angga de gisurerakū bicibe,第 47回 4b8-5a1 
口 で言わないけれども 
(20) cang-el-ge booi ejen6 -i  šorgirede   hamirakū dade  aša geli inenggidari jabcame gasame ofi, 第 56回 6b4-5 

常  二君家の  主 が催促するのに耐えらずかつ又嫂また    毎日 咎めて   恨むので 
 
主語を属格にすることで、意味的に主述構造が密になるため簡潔な表現になると考える。 

 
(21) pin-an hendume, ere erinde   isibumbio,      sikse ejen -i beye tuwame  yooni   dasatame wajiha,, amargi 

平 安  言う  この時に至らせるでしょうか昨日旦那が自ら監督してすっかりきれいにし終えた奥の 
taktu de hūdai jaka be muhaliyambi,, 第 58回 40a9-b2 
楼 に  品  物 を 積み上げます 
 
原漢文「昨日爹看着就都打掃乾浄了。」には beyeにあたる「自」のような文字はない。 
短文形式の韻文や諺などは属格主語とすることで簡潔な表現となり、主述構造が密になると共に、述部の

部分に焦点があることになる。 
 
(22) emu ucun bi,,  tede henduhengge umesi sain,, 第 57回 21a6…damu jaidakū -i adarame besergen -i dolo 

一 唄 ありそれに言ったこと真に良い          ただ  鈸  が なんで   寝床 の内で 
guwembini  sehebi 第 57回 21a9-b1 
響くのかと言っていた 
(23) yala niyengniyeri hacihiyara de toro ilha -i fulgiyan niyaman fusejehe, edun -i gidašara de fodoho moo -i 

誠に   春      点じて     碧  桃の   紅    蕋   綻ばせ   風 は 欺いて  楊   柳 の 
niowanggiyan dara midaljaha,, 第 59回 14a5-8 
    緑     腰を 翻す 
(24) dai-an inu majige bahabure jakade, yasa  nicume   abka -i den, na -i jiramin be sarkū, amgahai   šun ilan 

玳安 も 少し 夢見心地なので 目つむったまま天  が高く地が 厚い を知らず眠ったまま太陽三 
darhūwan mukdetele  gemu kemuni ilire unde,第 64回 5a1-3 
 竿 高くなるまで 皆 まだ 起きない 

(25) bi  hiyang-lo-dai ucun -i emu gisun be   henduki,,              dung-giyūn -i genere gūnin hing sere de,  
私は  香  羅 帯 唄 の 一  句 を言いましょう東君去意切（春の  女神が行く  意図きっぱりと） 

šulhe ilha nimanggi adali      sehe  manggi, 第 67回 28a3-4 
梨花似雪（ 梨  花    雪  のよう）」と言った 後 
(26) julgei niyalmai henduhe emu udu gisun yala    absi  sain,, niyalma -i banjire de sain be labdukan 

古  人の 言った 一 幾つ語 果たしてどれほど良い  人 は生まれて 善 をいささか多く 
isabu,  ulin be ume  labdu  isabure,, 第 79回 42b3-5 
集めよ 財 を決して多く集めるべからず 
(27) julgei urse pan-gin-liyan -i bucehengge asuru gosihon   be irgebume araha emu fiyelen -i ši bi, terei gisun,, 

昔の人々 潘 金  蓮  の死んだこと大層憐れんだのを詩にして作った一  編  の詩あるその言葉 
nasacukangge pan-gin-liyan yargiyan -i jilakan, etuku adu be kokolime sufi oren -i juleri niyakūrabuha,,  
哀れなこと 潘 金 蓮  誠に  哀れな 衣 服 を 剝ぎ取って  霊 の 前に 跪かせた 
u-el -i  loho  jafafi       wara        be  ainahai saha, 第 87回 20b6-21a1 
武二が  剣 執って 殺さんとすること を  いかに知ったか 
(28) ši bithei gisun be temgetu  obuci  ombi niyalma -i banjire de      sese noho etuku be ume hairandara, 
詩 書の 句  を  印 なすことができる  人  が生まれたときに 織金朝衣 服 を惜しんではならない 

niyalma -i banjire de   asihan -i erin be ume urgedere, 第 93回 24a1-2 
人   が生まれたときに若者の 時 を逃してはならない 

                              
5 注 4と同じ。 
6 意味からこの語と考える。 
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(29) dekdeni gisun, cooha jici jiyanggiyūn be okdobumbi[sic],, muke jici  boihon -i dalimbi sehebi,, baita emgeri 
諺   兵来れば 将軍  を 当てる      水 来れば 土 で 覆う と言う  事 一度 

uttu oho be dahame, niyalma -i   faššara  de bikai,, 第 48回 24b3-5 
こうなった以上は  人  が事を尽くすにあるぞ 
 
 条件を表す副詞節 
 
(30) ing-be-jiyo hendume, aša -i  ubaci  jio  seci,  wesihūn -i sargan esi jici,, 第 42回 3a8-9 

姐上があるいは来いと言えば     家内は きっと来ます 
 
比喩を表す語 adali, geseを含む表現に用いられる副詞節 
 

(31a) juwe  gise hehe -i gala be jafafi  zuwan-joo, lio-cen -i tašarame tiyan-tai alin de dosika adali  fei-ts'ui-siyūn 
ふたりの芸  妓 の 手 を取って恍惚として劉  阮が 誤って 天  台 山 に入ったように翡 翠  軒 

de dosika,, 第 49回 16a8-9 
に入った 
(31b) mini jui teni   ulhū okjiha de dosika  adali, šumin micihiyan be sarkū,, 第 71回 4b9-5a1 

我が甥初めて 蘆  蒲 に入ったように 深さ  浅さ を知らない 
(32) ganiongga edun -i giranggi de  nikenjihe gese  šahūrambi,, 第 9回 10a8   

怪物      風 が  骨   にしみこんだように冷たい 
 
比較を表す副詞節 

 
(33) sini   nenehe niyangdz, te -i ere niyangdz seme, inu ere da-niyangdz -i faksi hocikon de isirakū, 第 3回 21b5-6 
あなたの先の  奥様   今のこの奥様と言えどもこの大 奥様 が上手 美しい に及ばない 

(34) ere  be gamafi nainai se de uculeme donjibu,, ai geli ioi-da-jiyei -i uculere ci yargiyan -i wesihun,, 第 61回 7a7-8 
  この方を連れて 奥様 方に 歌って聞かせて何また郁 大姐  が歌うより   真  に  上だ 
 
固定した表現 be gisurerakū《～のことは言わず・はさておき》の例と医術の口上の例 
 

(35) pan-gin-liyan -i  emhun   deduhe  be gisurerakū, si-men-king, li-ping-el -i emgi ishunde buyeme gosime nure 
潘 金 蓮 がひとりで休んだことを 言わず  西 門  慶  李瓶 児と共に 互いに 愛し 慈しみ 酒 

omime gisureme dobon dulin oho manggi, 第 20回 6b4-6 
飲み  語って  夜   半となった後 
(36) nadan tuku jakūn doko be jafafi, me -i dekdere irure be toktobumbi, 第 61回 36a2-3 

七   表  八   裏 を 弁え 脈 が 浮き  沈むを平らかにする 
 
 

４．おわりに 
本研究は、久保(1981)を嚆矢とする従属節斜格主語の研究において、特に属格主語の機能に対し、山崎(2015)

の対格主語のそれと比較することで、より詳細に考察した。当該現象に関して、機能と構造の両面からの分

析を『満文金瓶梅』と『擇繙聊斎志異』からの豊富な用例に基づいて行うことができると考える。 
 
 
早田清冷(2013)「満洲語の属格：同格および連体節主語を表す場合」『水門 言葉と歴史』25, pp.172-178 
――――(2015)「古典満洲語の「同格の属格」について」『言語研究』147, pp.7-30 
早田輝洋(1998)『満文金瓶梅 訳注 序－第十回』第一書房 
久保智之(1981)「満洲語文語の従属文の主語がとる助詞 iおよび beについて」『九大言語学研究室報告』2,  

pp.46-50 
 山崎雅人(2015)「アルタイ諸語、朝鮮語、日本語の従属節対格主語の機能について」『日本言語学会 第 
150回大会予稿集』pp.50-55 
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ダグール語の述語人称欠如による主語の非主題化 

山田洋平 

(東京外国語大学博士後期課程) 

1. はじめに 

ダグール語1の述語人称2とは、述語末尾に現われ主語人称3と一致する文法範疇である (1)。 

 

(1) a.  bii badaa id-sen=bi.      b.  šii  nar-ii   kuu=ši=e?    

   1SG meal  to.eat-PERF=1SG      2SG sun-GA  person=2SG=Q   

私はご飯を食べた。        お前は日本人か？ 

 

従来の研究では、述語人称は必須の文法範疇であるかのように扱われ、これが無標で現れるケース (述

語人称の欠如＝述語無人称) については記述されていない。本発表では、ダグール語の述語人称が欠如

するのは一致すべき主語が非主題化した場合であることを明らかにする。 

以下では 2. で述語人称がどのようなものであるか示した上で、実際にはこれが欠如することもある

ことを示す。3. で収集した用例の分析、4. で考察を行う。5. でまとめと今後の課題を示す。 

 

2. ダグール語の述語人称について 

述語人称は、右の表 1に示す接語   表 1. ダグール語の述語人称4      (参考：人称代名詞) 

で表される。これは、例 1 の下線部

に示す通り、動詞述語 (1a) にも名

詞述語 (1b) にも付されうる。一方

で動詞述語であっても、希求の形式  

  単数 複数   単数 複数 

一人称 =bi =baa / =daa5 一人称 bii baa / badi 

二人称 =ši =taa 二人称 šii taa 

三人称  (=sel)6 三人称 in aan 

(2a, b) や副動詞形などの文を終止させない位置 (3) には述語人称を付さない7ことが知られている。 

 

(2) a.  bii ič-yaa.            b.  šii   ič-ø.  

1SG to.go-VOL 私は行こう。     2SG  to.go-IMP  お前は行け。 

                                                      
1 モンゴル語族の言語で、中国東北部を中心に分布している (右図参照)。ハイラル、ブトハ、 

チチハル、新疆の 4 方言があるが、本稿における議論と方言差の関係は今のところ見出して 

いない。用例は、先行研究からの引用であっても発表者の音韻解釈に基づき表記を改める。 

2 述語人称はモンゴル語族において他にもブリヤート語、オイラト語とその近縁の言語に見ら 

れる。13~14 世紀の文献に見られる中世モンゴル語でも、述語人称のようなものはあったと考えられる。 

3 動詞述語の典型的な主語項 (能動文の動作主、受動文の被動者、使役文の使役者など) にほぼ一致する。 

4 述語人称は方言や個人差により、動詞語尾と融合することがある (cf. (3) -sem < -sen=bi)。注 8 も参照のこと。 

5 一人称複数の両形式は、除外 / 包括の対立による。人称代名詞も同様。 

6 三人称複数の =sel は名詞の複数接辞と同形で、三人称主語が複数の場合に付されることがある。三人称複数の述語

人称の出現条件もここで扱う問題と関連し興味深いが、本発表の手に余るものである。今後の研究課題としたい。 

7 希求の形式のうち「未来命令」と呼ばれる形式や、副動詞形のうち条件などの形式には、所属人称を付すことができ

る。所属人称とは主として名詞項に付して所有関係を表すものであり、述語人称とは異なる。 

E-4
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(3)  bii  hari-er,     badaa id-eer   want-sem. 

1SG to.get.home-ANT meal  to.eat-ANT to.sleep-PERF.1SG  私は帰ったら飯を食って寝た。 

 

例 (1) ~ (3) に見るように、従来の先行研究の記述を見る限りでは、希求形を除いて主文の定動詞形述

語及び名詞述語には述語人称が常に付されるものであるように取れる。ところが実際には期待される述

語人称が現われない用例が散見される。次の例 (4) では動詞述語に述語人称が付されていない。 

 

(4) -  yoo-tgaan  el-sen? 

what-ever  to.say-PERF 

bii  šinii   ǰaa-sen    usuwu-i-šini  hoo  ǰaa-sen.    

1SG  2SG.GEN to.tell-PERF  word-GA-2SG all   to.tell-PERF   

「(言いつけ通り) 全て話したか？」「僕、あんたの言ったことは全部言ったよ。」 

恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 303) 

 

従来の研究では、三人称が無標であるため無標の頻度が高いことや、非過去時制において一人称単数

が動詞の屈折接辞と融合した形式を持ち人称の有無が判別しにくいこと8、さらに「話し言葉ではこの種

の “揺れ” は珍しいことではない」という先入観から、この問題を看過してきたものと思われる。以下

では、定動詞形述語 (-bei {NPST}, -n {NPSTII}, -sen {-PERF}) および名詞述語について述語人称が欠如する

ケースについて問題にする。 

 

3. 用例分析 

3.1. データと調査 

本研究におけるデータは主として恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 151-354)『达斡尔语读本』のテ

キストによる。詩や口承文学などから成るおよそ 19,000語のテキストで、基本的にブトハ方言を反映し

たものであると考えられる。必要に応じ、その他の資料や調査からも用例を引く。テキストから主に人

称代名詞主格形9を含む文の、定動詞形述語および名詞述語について述語人称の有無を調べた。以下では、

述語人称が現われない条件について 3.2.~3.4. の 3 種類に分類し、これらで分類できないものについて 

3.5. その他 に挙げる。その他を含めこれらの条件について詳細は 4. で考察する。 

                                                      
8 定動詞非過去接辞 -bei に一人称単数の述語人称 =bi が続くと、ブトハ方言では融合形 -wei が生じるとされる (cf. 

ハイラル方言 -wei=bi, チチハル方言 -bbe)。ところでダグール語ブトハ方言の語中の [b] は [w] と対立するものと

されるが、話者や方言により語中では [β ~ β̞] の異音が現われうる (ハイラル方言では定動詞非過去接辞が -wei (<-

bei) という音形で実現する。接語 =bi の頭子音は音変化無し)。このためか、三人称主語なのに -wei (-定動詞非過去

接辞=一人称単数述語人称の融合形と同形) が現われる例も少数検出される。 

例) eǰin haane yaw-wei {master where to.go-NPST.1SG?} 主人はどこに行くか 恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 223) 

このことは、逆に言えば定動詞非過去接辞 -bei に述語人称が付されていないかに見える例の中には、-wei {-NPST.1SG} 

が単に異音 -bei と (混同) して記述されているだけのものも混在している可能性があることを示唆する。しかし以下の

議論ではひとまず、-bei は全て定動詞非過去接辞の無標の形式であると見て分析する。 

9 各人称代名詞の出現数は以下の通り。一人称単数 76 例, 複数包括 6 例, 複数除外 12 例; 二人称単数 31 例, 複数 6 例。

「人称代名詞は省略されることがあっても、一般に述語の一致要素は省略されにくい」という前提に立って調査する。 
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3.2. 補助動詞表現「～してもよい」 

発表者の調べでは、bol「なる」という動詞の文法化した「～してもよい」という補助動詞表現におい

ては、見かけ上の主語と対応する述語人称が現われないことが確認できる (5)(6)。 

 

(5)  bii  šamtii   irgeeben duil-ǰ      bol-bei=yee?     

1SG 2SG.COM poem  to.compete-SIM to.become-NPST=Q   

私はあなたと詩競べしていいですか？       恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 298-299) 

(6)  badi    her   hii-gees    bol-bei=dee. 

1PL.INCL  how  to.do-COND  to.become-NPST=SFP   

我々はどうしたらいいんだろう。           恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 309) 

 

ただし、(4), (5) において本動詞 duil「競う」, hii「する」の動作主主語 bii {1SG}, badi {1PL.INCL}がこ

の構造全体の主語であるとは限らない。 

 

3.3. 文を終止させない位置 

2. で述べた通り、動詞が副動詞形をとり文を終止させない場合は述語人称が現われない。しかし定動

詞形の -bei, -sen といった形式であっても、文が終わっていないと見なされるものについてはやはり述

語人称が現われにくいらしい (7)~(9)。例 (9) では前後の文の主語の転換も見られる。 

 

(7) bii   heki-mini  ewd-ii-bei     tenne  ene  uder  bii  ul   šanber-iič-m. 

1SG  head-1SG  to.ache-PROG-NPST so   this  day   1SG  NEG  to.work-to.go-NPSTII.1SG 

 私は頭が痛いので会社を休む。                  (筆者調査: チチハル方言) 

(8) badi   ugin keku=č   uwei,   uwu-sen=č    aa-tgai   badinei    ugin, ers-yaa!10 

1PL.INCL girl child=also EXIS.NEG to.die-PERF=also to.be-IMP3 1PL.INCL.GA girl  to.keep-VOL 

我々には娘もいないし、死んでいたってうちの娘だ。連れて帰ろう。 

恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 308) 

(9) bii  ugin  uku-ič-sen     baisku  haǰir-ǰ+aa-bei,      šii  her   ul  orte-ǰ     

1SG girl  to.give-to.go-PERF joyful  to.get.back-SIM+COP-NPST 2SG how  NEG to.welcome-SIM 

gačira-n=šie?      

to.go.out-NPSTII-2SG.Q 

私は娘を送って喜んで帰ってきたのに、お前はどうして出迎えないんだ。 

                恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 311) 

 

3.4. 条件節や理由節の帰結文 

条件節「～ならば」(10)(11) や理由節「～だから」(12)(13) の帰結文では述語人称が現われにくい。 

 

                                                      
10 所有表現「A は B が無い」では、二つの名詞項 A, B がそれぞれ裸の名詞で、述語「無い」は名詞類の語 uwei で表さ

れる。一致する主語は所有者 A (例 (8) では badi {1PL.INCL}) になる。 
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(10) daorie-ǰ    kičie-ǰ       sor-oos-oo,     dan bii=l   geerd-n=yee. 

to.imitate-SIM to.work.hard-SIM  to.study-COND-REFL but 1SG=EMP to.drop.out-NPSTII=Q 

真似して頑張って学んだら、それでも私、落伍するか。 恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 170) 

(11) minii   usuwu-i-mini  akambuu-gaas-šini    bii  šad-bei. 

 1SG.GEN word-GA-1SG to.complete-COND-2SG  1SG to.be.able-NPST 
 私の言葉の通りやれば、可能だ。            恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 324) 

(12) šii  eg-ee     al-ǰ     emeg   alǰ-wu-d-šini       bii  edee  šamei   šiden-d  

2SG mother-REFL to.kill-SIM women  to.exchange-VN-DAT-2SG 1SG now  2SG.ACC government-DAT 

uku-ič-bei.     お前が自分の母親を殺して女と交換しようとしたから、俺、お前をしょっ引い 

to.give-to.go-NPST  てもらう。            恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 296) 

(13) badi   edee  naoč  ǰee    tuald   bii  ǰee-tii-yee      mel-eer    melǰ-bei. 

  1PL.INCL now  uncle nephew because 1SG nephew-COM-REFL  capability-AI to.contend-NPST 

  俺らは今や叔父・甥だから、俺、本気でお前と勝負する。恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 318) 

 

3.5. その他 

以上、bolを用いた補助動詞構造、文を終止させない位置、条件節や理由節の帰結文において述語人称

が現われにくいことを見た。この他に、これらに分類しにくい例がいくつかある。例えば次の例 (14) は

上記の 3つの条件にはいずれも当てはまらない。これを含め、考察は次節に譲る。 

 
(14)  giaa-d   kur-eer:    "bii   uwu-sen   eg-eer-ee    nuwur  alǰ-bei!      bii   

town-DAT to.reach-ANT  1SG  to.die-PERF mother-AI-REFL wife   to.exchange-NPST 1SG  

uwu-sen   eg-eer-ee    nuwur  alǰ-bei!"      el-ǰ     koošie-wu-d-ini, ... 

to.die-PERF  mother-AI-REFL wife   to.exchange-NPST to.say-SIM to.cry.out-VN-DAT-3SG 

町に行って「死んだ母親と嫁を交換しよう、死んだ母親と嫁を交換しよう」と叫んだところ、… 

                          恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 296) 

 

4. 考察 

以下、前節で見た述語人称が現われない条件について考察する。3 つのうち、3.2. の bol を用いた補

助動詞構造と 3.3. の文を終止させない位置については、次のように説明することができる。即ち bolを

用いた補助動詞構造では、本動詞の動作主主語が構造全体の主語になるわけではないと見れば、述語人

称が現われない理由になりうる (三人称 (あるいは一般称) 主語であると見うる)。また文の切れ目は動

詞述語の定動詞形によってというよりも、述語人称によってマークされると考えることができる11。 

                                                      
11 ただし、例文 (8), (9) における述語人称が現われない句末に、文の切れ目が無いと判断したのは意味的で恣意的な判

断による (筆者調査による例文 (7) においては、先行する句末に文の非終止を示すと見られる上昇イントネーションが

観察される)。より厳密には、前後の文が共有し一方にのみしか現れることのできない要素などの有無によってテストし

なければならないが、検証には至っていない。おそらくいわゆる終助詞もこの位置には現れないであろう。調査数が限ら

れているが、次の例のように句末で述語人称の現れる例も皆無ではない。(次ページに続く) 

例)  baa   aas-aa    terwul  yaw-ǰ+aa-wu    huu=baa,    terwul  hol,  pančin ǰigaa  učeek,  tendee 

1PL.EXC COND-REFL  road  to.go-SIM+COP-VN  person=1PL.EXC  road  far  fee   money  little  so 
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一方、3.3. の条件節や理由節に対する帰結文とは、帰結文全体を焦点とする一種の文焦点構造と見る

ことができる。例えば例文 (11) [minii usuwu-i-mini akambuu-gaas-šini] [bii šad-bei].「[私の言葉を完成すれ

ば](条件節) [私はできる](帰結文)」の条件節部分を主題と見れば、帰結文そのものはその全体に焦点が

当たる文焦点になると考えることができる。 

同様に、3.4. のその他の例も文焦点にあると説明することが可能である。例文 (14) で述語人称の現

れない [bii uwu-sen eg-eer-ee nuwur alǰ-bei]!「[私は死んだ母と嫁を交換する]」は「町に出て大衆に口上を

始める」という場面であり、文焦点構造12が現れやすい物語の語り始めという文脈に似る。 

Lambrecht (2000) によれば、文焦点構造は主語が非主題化されることで成るが、これによって通言語

的に主語が主語らしさを減ずるという (Lambrecht (2000) は主語と目的語の中和原則と呼称している)。

主題マーカーなどで形態的に主題を明示することのないダグール語では、典型的に無標の主語が主題を

兼ね、またそうした主語項が主題になる文において述語人称が現われる。ダグール語の文焦点構造にお

いて述語人称の欠如という現象が起こるのは、主語が非主題化されると述語人称の一致を示さなくなる

ためである。このことを裏付けるような次の例 (15)(16) でも述語人称が現われない。 

 

(15) beri-mini  yadgan,  bii  ul  mede-n. 

  wife-1SG  shaman 1SG NEG to.know-NPSTII 

 妻がシャマンだとは俺、知らなかった。         恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 323) 

(16) huu-yi   keku-ni   šii  yuwuu  ei    ers-eer    aa-bei? 

  person-GA child-3SG  2SG why   like.this to.keep-ANT  COP-NPST 

  人の子をお前、どうしてこう手元に置いたんだ。     恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 296) 

 

これらの用例では、主語項に先行する目的語項がある。目的語項が先行し主題になる一方、主語は非

主題化が起こり、述語人称が現われていないのである。しかし、次の例 (17) はこの反例に見える。 

 

(17) erie,  ene-i=kunu  bii  sons-sen    bas   uwei=bi. 

  oh  this-GA=EMP 1SG to.listen-PERF also  EXIS.NEG=1SG 

えー、そんなこと私は聞きもしなかった。        恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 305) 
 

目的語項 ene-i「これを」が主語項 bii {1SG} に先行しているが、述語人称 =bi も現われている。注意

すべきは、主語項に先行する目的語項に強調の =kunu が付されている点である。この接語の機能は項

を非主題化することであり、目的語項は非主題のまま語順を変え、主語 bii {1SG} は依然主題のまま述語

                                                      

tor-i-šini    goi-r-sen=baa.       私たちは道行く者です。道も遠く交通費も少なくて、こうして 

 peach-GA-2SG to.beg-to.come-PERF=1PL.EXC 桃をもらいに来たのです。   恩和巴图・额尔很巴雅尔 (编) (1988: 298) 

ここでは aas-aa {COND-REFL}「ならば」によって主題が明示されていることから、主語の転換前に述語人称を必須と

したものと思われる。(9) では主語の転換も見られるが独立の主題が現われないと見れば、南 (1974: 132-133) におけ

る B 類の従属句に近いと説明することもできる可能性がある。 

12 Lambrecht (1994) によれば、文焦点構造は典型的に「どうした？／何かあったのか？」に対する返答として現れる

という。しかし発表者の調査では、この文脈において述語人称の欠如する用例を聞き出すことができなかった。例文 

(4) は「仕事はどうだった？」という問いとそれに対する回答であり、この典型的な文焦点構造に近いと説明しうる。 
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人称の一致を見せている。例文 (11) dan bii=l geerd-n=yee.「それでも私は落伍するのか」にも強調の =l 

が現われているが、これらの機能は同じものであり、ここでは逆に主語の非主題化が起きているために

述語人称の欠如が起こっていると考えることもできる。 

 

5. おわりに 

本研究は Lambrecht (1994, 2000)を裏付ける形で、ダグール語の述語人称の記述に新しい切り口を与え

るものである。Lambrecht (2000) では文焦点構造の特徴の一つとして、「主語と動詞の一致の留保」と

呼ぶ現象が挙げられているが、これと並行的にダグール語でも非主題化が述語人称の欠如を導く現象が

見られることがわかった。ダグール語の述語人称の欠如する条件をまとめると、以下のようになる。 

 

(18) ダグール語の述語人称の欠如する条件 (いずれか最低 1つ満たせばよい) 

   ① bolによる「～してもよい」という補助動詞構造の述語の場合 

   ② 文が終止しない位置の述語の場合 

   ③ 主語が非主題化された述語の場合 

 

このうち①はむしろ bolの語彙的なもので、この構造の主語「許可主体」を三人称に求めるためであ

ると考えられる (「許可内容」は副動詞節で表されるので項であるとは考えにくい)。他にもこのタイプ

の動詞があるのかは今後の課題とする。②については副動詞節などと合わせて、文の切れ目というもの

をどのように考えるか、さらなる分析が必要である。③については文焦点構造 (条件節・理由節の帰結

文になる場合を含む) になる場合と、主語項に前置された目的語項などが主題化される場合とがある。 

述語人称の欠如する現象については、ブリヤート語やオイラト語で類似の現象が見られないか検証す

る余地がある。また発表者の見立てでは中世モンゴル語にもこの現象の萌芽が見られる。さらに児倉 

(2014) が指摘する満洲語やシベ語での述語人称が失われた経緯とも関連付けられる可能性がある。 

 

略号一覧 
-: suffix boundary 
=: clitic boundary 
+: word boundary in complex 
1, 2, 3: 1st, 2nd, 3rd person 
ACC: accusative 
AI: ablative-instrumental 
ANT: anterior 
COM: comitative 

COND: conditional 
COP: copula  
DAT: dative 
EMP: emphasis 
EXCL: exclusive 
EXIS: existance 
GA: genitive-accusative 
GEN: genitive 

IMP: imperative 
INCL: inclusive 
NEG: negative  
NPST: non-past (for -bei) 
NPSTII: non-past (for -n) 
PERF: perfect 
PL: plural  
PROG: progressive 

Q: question 
REFL: reflexive 
SFP: sentence final particle 
SG: singular 
SIM: simultaneous 
VOL: volitional 
VN: verbal noun 
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エスキシェヒル・カラチャイ語の有声唇歯摩擦音* 
 

菅沼健太郎（九州大学） 
藤家洋昭（大阪大学） 

アクバイ・オカン・ハルク（大阪大学） 
 

1. はじめに 

本研究ではエスキシェヒル・カラチャイ語の文法記述の一環として音素目録作成を目指してい

る。現段階では (1) に示す音素目録を考えているが、本発表では、この中でも特に有声唇歯摩擦
音をとりあげ、［＋円唇性］をもつもの（/vw/）ともたないもの（/v/）の 2つがあることを示す。 
 

(1) エスキシェヒル・カラチャイ語の音素目録 
 母音 i, y, ɯ, u 子音 p, b t, d ʧ, ʤ k, ɡ 
   e, ø, a, o   f, v, vw s, z ʃ, ʒ ʁ h 
      m n, l, r j ŋ 
 

2. エスキシェヒル・カラチャイ語概説 

2.1. 話されている地域、および起源と現状 
(2) エスキシェヒル・カラチャイ語はトルコ共和国内のエスキシェヒル県内のいくつかの地域で

話されているチュルク諸語のひとつである。 
 
(3) a. トルコ共和国地図    b. コーカサス地方とトルコ共和国の 
 （〇で囲まれた部分がエスキシェヒル県である。）  位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 先行研究 Erdoğan and Semra (2016)：由来に関する言及、及び使用状況の調査 
 a. ロシアのコーカサス地方（(3b) 参照）に居住していたチュルク系民族であるカラチャイ

                                                      

* 本研究は日本学術振興会、科学研究費基盤研究 16H07034（研究代表者：菅沼健太郎）の助成を受けて行わ
れた。記して謝意を表す。 

アンカラ 
イスタンブル 

コーカサス 

地方 

トルコ共和国 

ロシア連邦 

エスキシェヒル 

E-5
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人がトルコのエスキシェヒルに移動。移動は 1859年から 1944年の間に断続的に起きた
もので、いずれもロシア（ロシア帝国およびソビエト連邦）の圧力を受けてのもの。 

 b. 移動した人々、およびその子孫の言語が現在のエスキシェヒル・カラチャイ語である。 
 c. 移動しなかったカラチャイ人が現在もコーカサス地方に居住している。移動しなかった

カラチャイ人の言語は単純にカラチャイ語、もしくはカラチャイ・バルカル語と呼ばれ

る（Seegmiller 1996）。 
 d. エスキシェヒルの各地域のカラチャイ人の人口数：7306人 
 e. 10代ではすでにエスキシェヒル・カラチャイ語を使用するものはない。また 20代以上

でも家族内や日常会話などのみで使用（消滅の危機にある）。 
 
2.2. 本研究のデータ 
(5) 言語コンサルタント  アクバイ・オカン・ハルク氏 
  1973年生まれ、エスキシェヒル県、エスキシェヒル市出身。エスキシェヒル・カラチャ

イ語とトルコ語のバイリンガルであるが、第一言語はエスキシェヒル・カラチャイ語で

あり、主に両親との会話で用いている。 
 
(6) 借用語もデータに含める。なお、借用語にはアラビア語、ペルシア語由来のものが多い。 
 
(7) トルコ語と全く同じ語形をもつ語彙について1。 
  トルコ語からの借用語か？ コードスイッチングによる発話か？ 
  Winford (2003)：借用とコードスイッチングを区別する基準として出現頻度を挙げてい

る。 
 ⇒ トルコ語由来の語彙については、使用頻度が高く、広い世代に定着しているものを借用

語として扱い、データに含める。そのために、下の (8) に示す 2つの基準を設定し、そ
の両方を満たすトルコ語の語彙を借用語としてデータに含める。 

 
(8) a. コンサルタント自身がカラチャイ語での会話で複数回使用したことがある。 
 b. コンサルタントの両親の世代もカラチャイ語での会話で複数回使用したことがある。 
 

3. 有声円唇唇歯摩擦音 /vw/ と有声唇歯摩擦音 /v/ 

(9) 調査した限りでは、[vw] は主にエスキシェヒル・カラチャイ語の固有語に現れ、[v] は借用
語に現れるようである。なお、これらはどちらも発話状況などの要因により、摩擦の弱い唇

歯接近音（それぞれ [ʋw] と [ʋ]）で現れることがある。 

                                                      

1 トルコ語もエスキシェヒル・カラチャイ語もチュルク諸語であるため、身体名称のような基礎的な語彙で
も同じ音形が現れることがあったが、これらはコンサルタントによれば固有語であるという（例：[baʃ]“頭”、
[burun]“鼻”）。また、仮に借用語であったとしても、これらの語彙は (8) の基準を満たすため、本研究で
扱うデータの範囲内に含まれる。 
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(10) [v] が語頭に現れている例は存在する。その一方で、現段階では [vw] が語頭に現れている

例は存在しない。語中には [vw] と [v] がともに現れるが、円唇母音に隣接する場合は固有
語、借用語に限らず必ず [vw] が現れる。 

 
(11)  語頭に [v] が現れている例 
  a. [vakit] 時間（アラビア語由来、トルコ語を経由？）

2  b. [verɡi] 税金（トルコ語由来）  
  c. [valiz] カバン（フランス語由来、トルコ語を経由？）  
 
(12)  語中に [v] が現れている例 
  a. [hava]  天気（アラビア語由来、トルコ語を経由？） b. [mevsim]  季節（アラビア語由来、トルコ語を経由？） 
 
(13)  語中に [vw] が現れている例 
  a. [avwruvw] 痛み b. [qavwal] 笛 
 
(14)3  語末に [vw] および [v] が現れている例 
  i. /vw/ の現れる語彙   ii. /v/ の現れる語彙 
  a. [ʤavw]   “油”   a. [sɯnav] “試験” （アラビア語由来、トルコ語を経由？） 
  b. [ʤaʃavw] “生活”   b. [manav] “八百屋”（ギリシャ語由来、トルコ語を経由？） 
  c. [bavw]  “倉庫”   c. [pilav]  “ピラフ” （ペルシア語由来、トルコ語を経由？） 
 

(15) 現段階では [v] と [vw] のミニマルペアは存在しない。それにもかかわらずこの 2つを /v/ 
と /vw/ という 2つの音素として扱うのは、上の (14) で示したような語末に /vw/ をもつ語
彙と語末に /v/ をもつ語彙では、母音調和の一つである、［円唇性］の調和（＝同化）にお
ける振る舞いが異なるためである。 

 
(16) 母音調和 
 エスキシェヒル・カラチャイ語では語幹に様々な接尾辞が付加されることで様々な文法関係

が表される。接尾辞内の母音には母音調和という現象がみられ、語幹の最終母音と同じ特徴

をもつ母音に交替する。［円唇性］の調和はこの母音調和の一つである。 
 a.［後舌性］の調和：母音は直前の母音と［±後舌性］（前舌か後舌か）が一致する。 
 b.［円唇性］の調和：高舌母音は直前の母音と［±円唇性］（円唇か非円唇か）が一致す

                                                      

2 語源については Nişanyan (2002) を参照した。また、音形がトルコ語と同一のものについてはトルコ語を経
由して借用した可能性があるためその旨を記した。 

3 (14) では [vw] が [a] に後続する例のみ挙げている。ほかの後舌母音に関しては、[u] と共起している例が
存在する（[avwruvw]“痛み”）が、ほかの後舌母音（[o, ɯ]）と共起している例はみつかっていない。また、
前舌母音に関しても、/vw/ と共起している例はみつかっていない。 
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る。 
 

(17) 1人称単数所有接尾辞 /Im/4  
 a. /baʃ-Im/   [baʃɯm]“私の頭” b. /bet-Im/   [betim]“私の顔” 
   頭- 1.sg.poss     顔- 1.sg.poss 

 c. /qol-Im/   [qolum]“私の手” d. /køz-Im/   [køzym]“私の目” 
   手- 1.sg.poss      目- 1.sg.poss 

 
(18) 本研究では［円唇性］の調和を記述するために、以下の規則を提案する。 
 ［円唇性］の調和規則5 分節音がもつ［±円唇性］を後続する高舌母音に拡張せよ。 
  S   (C0)    I 
 
   ［±円唇性］ 
 
(19) 派生の例 
 a.  q o l-   I m   b.  b  a ʃ-  I m 
 
   ［＋円唇性］    ［－円唇性］ 
 
(20) ［円唇性］の調和は基本的には母音間でみられる現象であり、非円唇母音に後続する高舌母

音は非円唇で、円唇母音に後続する高舌母音は円唇で実現する。ところが、(21) に示すよ
うに、“非円唇母音+/vw/”という音連続に後続する高舌母音は非円唇母音ではなく円唇母
音で実現する。 

 
(21) “非円唇母音+/vw/” という音連続に後続する高舌母音：円唇母音で実現6。 
 a. /ʤavw-IbIz/ [ʤavwubuz], *[ʤavwɯbɯz] “私たちの油” 
  油- 1.sg.poss 

 b. /ʤaʃavw-IbIz/ [ʤaʃavwubuz], *[ʤaʃavwɯbɯz] “私たちの生活” 
 生活- 1.sg.poss 

 c. /bavw-IbIz/ [bavwubuz], *[bavwubuz]  “私たちの倉庫” 
 倉庫- 1.sg.poss 

                                                      

4 /I/ は母音調和により [i, ɯ, y, u] のどれかで実現する高舌母音を表す。 

5 Sは子音及び母音を含む分節音（Segment）を表す。なお、あえて Sという子音を含む形で規則を定義して
いるのは、後述するように /vw/ が［円唇性］の調和に参与するためである。 

6 (21) のような現象はコーカサスのカラチャイ語でもみられるようである。Seegmiller (1996) はコーカサス
のカラチャイ語を扱った研究であるが、そこでは /w/ を音素として立てており、“非円唇母音+/w/”という
音連続に後続する高舌母音は円唇母音で実現するという（例：/taw-Im/ [tawum]“私の山”）。 
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(22) 一方、“非円唇母音+/v/”という音連続に後続する高舌母音は非円唇母音で実現する。 
 
(23) “非円唇母音+/v/”という音連続に後続する高舌母音：非円唇母音で実現。 
 a. /sɯnav-IbIz/ [sɯnavɯbɯz], *[sɯnavubuz] “私たちの試験” 
   試験- 1.pl.poss 

 b. /manav-IbIz/ [manavɯbɯz], *[manavubuz] “私たちの八百屋” 
   八百屋- 1.pl.poss 

 c. /pilav-IbIz/ [pilavɯbɯz], *[pilavubuz]  “私たちのピラフ” 
        ピラフ- 1.pl.poss 

 

(24) (21) と (23) の差異を本発表では音素の違いに還元する。すなわち、下の (25a) に示すよう
に、/vw/ は［＋円唇性］をもっており、それが後続する高舌母音に拡張した結果、高舌母音
は (21) では円唇母音で実現するのだと考える。その一方で、(23) で高舌母音が非円唇母音
で実現するのは、/v/ が［＋円唇性］をもっていない音素、すなわち /vw/ とは異なる音素で
あるためだと考える。下の (25b) に示すように、/v/ は［＋円唇性］をもっていないため、
/v/ に先行する母音がもつ［－円唇性］が高舌母音に拡張し、その結果、高舌母音は非円唇
母音で実現すると考える。 

 
(25) a.  /vw/：［＋円唇性］をもつ。  b.  /v/：［＋円唇性］をもたない。 
    ⇒［円唇性］の調和に参与7     ⇒［円唇性］の調和に参与しない。 
    
    ʤ a  vw    - I m    m a n a v - I m 
       
    ［－円唇性］［＋円唇性］        ［－円唇性］ 
 

4. 補足：/vw/ を仮定しない分析の問題点 

(26) /vw/ は摩擦を伴わない共鳴音で実現する場合がある（(9) 参照）。 
 ⇒ /vw/ は存在しない。母音の /u/ である。すなわち、「/ʤavw/ “油”ではなく、/ʤau/ で

ある」という考えも可能ではある。しかし、本発表では以下の 2つの理由からこれを退
ける。 

 
(27) 理由 1：母音連続が存在しない。 
  /ʤau/ は母音連続を含むことになるが、調査した限りでは母音連続をもつ語彙は存在し

なかった。これを考慮すると、/ʤau/ などの語彙のみに母音連続を認めるのは不自然で

                                                      

7 このような、子音の母音調和への参与は、発表者の知る限り、トルコ語などのほかのチュルク諸語でもみら
れるため、特異なことではないと考えられる。トルコ語では［円唇性］の調和ではないが、［後舌性］の調和

に /lj/ のような硬口蓋化している子音が参与する（例：/petrolj-Im/ [petroljym], *[petroljum]“私のガソリン”）。 
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ある。 
 

(28) 理由 2：3人称所有接尾辞の振る舞いが子音終わりの語幹と同じである。 
  3人称所有接尾辞 /sI/ 
 a. 子音終わりの語幹に接辞する場合：/s/ が削除される。  
  /qol-sI/  [qolu], *[qolsu]“彼の手” 
   手- 3.poss 

 b. 母音終わりの語幹に接辞する場合：/s/ が削除されない。 
  /ana-sI/  [anasɯ], *[anaɯ]“彼の母” 
  母- 3.poss 

 c. /vw/ で終わる語幹に接辞する場合：/s/ が削除される。 
  すなわち子音終わりの語幹と同じ振る舞いをすることから、/ʤau/ とは考えられない。 
  /ʤavw-sI/ [ʤavwu], *[ʤavwsu]“彼の油” 
  油- 3.poss 

 

5. 今後の課題 

(29) コーカサス地方のカラチャイ語との対照 
 Seegmiller (1996)：［円唇性］の調和に参与する /w/ を仮定（脚注 6参照） 
 本研究：［円唇性］の調和に参与する /vw/、および参与しない /v/ を仮定 
 
(30) トルコ語では /v/ は［円唇性］の調和に参与しない。そのため、エスキシェヒル・カラチャ

イ語の /v/ はトルコ語の影響により生じたと考えられる。 
 トルコ語の例 
 a. /sɯnav-ImIz/ [sɯnavɯmɯz], *[sɯnavumuz] “私たちの試験” 
 b. /manav-ImIz/ [manavɯmɯz], *[manavumuz] “私たちの八百屋” 
 c. /pilav-ImIz/ [pilavɯmɯz], *[pilavumuz] “私たちのピラフ” 
 
(31) 課題：トルコ語からどういった影響を受け、どのように変化したのか（＝どのような点でコ

ーカサスのカラチャイ語と異なるのか）。 
 ⇒成果を蓄積し言語接触、言語変化に関する一般的理論に貢献する。 
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トルコ語、アゼルバイジャン語の複数接辞のバリエーション 

東京大学大学院 博士課程 青山和輝 

１． 累加複数と結合複数 

名詞複数形の用法は大きく累加複数(additive plural)と結合複数(associative plural)に分けられる

(Daniel and Moravcsik 2013)。たとえば英語の boysは「たくさんの boyからなる集合」を指す。このよ

うに、複数形が指示する集合の各構成員がもとの名詞の指示対象にもなるような用法を累加複数という。

一方、日本語の「佐藤たち」は「佐藤を含む様々な人の集合」を指すことができる。この用法を結合複

数といい、この場合の「佐藤」にあたる要素を焦点指示物(focal referent)、「佐藤」以外の人々を随伴者

(associates)と呼ぶ。 

結合複数は類型的に以下の３つの含意的階層(implicational hierarchies)により特徴づけられる。 

(1) focal referent Proper Definite Definite Other Definite 
  Name Kin Noun Title Noun Human Noun 

(2) associates a. Human Animate 

  b. Family Friendship, Incidental 
   Relations Shared Association 
    Activities 

(Moravcsik 2003: 488) 

結合複数の焦点指示物は、その性質上かならず定(definite)であることが求められる。まず焦点指示物

が同定できなければ、それを含む集団を同定できず、結局意味をなさないからである。階層(1)は、結合

複数を表すとき焦点指示物として利用できる名詞の範囲を示している。 

また結合複数により指示される集合は、認知的にある種の集団を形成していなければならない。階層

(2b)はその度合いを示しており、焦点指示物と随伴者にどのような関係が成り立っていなければならな

いかを示している。「家族関係」は結合複数に最も一般的に観察される関係であるが、「友人関係」や「共

同関係」といった社会的関係があれば結合複数で表せる場合、さらには物理的に集団をなしていれば、

構成員間に必然的なつながりがなくともよい(=Incidental Association)場合がある。たとえば日本語の-

tachiやハンガリー語の-ékは Incidental Associationまで表すことができる(Moravcsik 2003: 473)。なお

階層(2a)は随伴者の解釈として可能な範囲を表しているが、本発表では深く言及しない。 

本発表は、トルコ語およびアゼルバイジャン語に見られる複数接辞-lAr1および-gil の結合複数用法に

ついて、その調査結果を報告し、構造分析を施すものである。テュルク諸語では名詞に複数接辞を付加

することで複数が標示される。-lAr はテュルク諸語で広範に複数接辞として用いられており、トルコ語

およびアゼルバイジャン語ではさらに-gilも用いられる。以降、両言語での含意的階層(1, 2)を利用した

-lArと-gilの結合複数用法の記述、および累加複数と結合複数の構造上の区別、を軸に展開する。 

２． アゼルバイジャン語の複数 

出典のないデータはアゼルバイジャン共和国 Naxçivan県出身 20代女性の調査協力による。 

                                                                 
1 文字註：概略 c [ʤ], ç [ʧ], ı [ɯ], ə [æ], q [ɡ]となる。ğ はトルコ語で[ɰ]~∅、アゼルバイジャン語では[ɣ]のように発音す

る。また大文字は母音調和する音素を表し、A はトルコ語で e/a、アゼルバイジャン語で ə/a と交替する。I はいずれの

言語でも i/ı/u /uと交替する。また本稿を通じ、必要に応じてアクセント記号( ́  )を付与するが、正書法上は表記しない。 

E-6
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2.1 -lAr 

-lAr は基本的に累加複数を表すために用いる。同名の人物複数からなる集合を指すことは可能だが、

結合複数の意味にはならない。常に所有接辞より前側につき、後側につくパターンは許容されない。ア

クセント上は前の語に融合する2。 

(3) a. Məhəmməd-lə́r (‘PN-PL’) 「複数のマハンマド」 

 b. tələbə-lər-ím (‘student-PL-P.1SG’) 「複数の私の学生」 

 c. *tələbə-m-lər (‘student-P.1SG-PL’) 

結合複数としての用法は基本的に持たない。名前や親族名称につけても結合複数の意味は出ないが、

姓につけると家族を表す。もっとも、たとえば Əliyev家の構成員はみな姓が Əliyev（もしくは女性形の

Əliyeva）なのだから、ここでは累加複数と解釈する。 

(4) a. Nizami-lər 「ニザーミー家」(松長 1999: 9) 

  PN-PL 

 b. Əliyev və Məhəmmədov-lar 「アリエフ家とマハンマドフ家」 

  PN and PN-PL 

2.2 -gil 

-gilは結合複数専用の形式であり、所有接辞がある場合はその後ろにつき、アクセントがのらない。 

-gilの焦点指示物は Other Definite Human Nounまですべて可能である3が、形態的に独自の制約があ

る。人名は可能(5a)。親族名称は所有接辞がないと容認不可である(5b, c)。役職名は社会的地位の相対的

に高い人を指すものが基本で、所有接辞をとらずともよいが、その場合は必ず１人称単数の所有接辞が

ついているときと同じ解釈になる(5d, e)。人間を指す一般名詞も可能だが、その場合はかならず所有接

辞をはさむ必要がある(5f, ğ)。 

(5) a. Məhəmmə́d-gil (‘PN-PL‘) 「マハンマドとその仲間たち」 

 b. *ana-gil (‘mother-PL’) 

c. aná-m-gil (‘mother-P.1SG-PL’) 「私の母とその仲間たち」 

 d. müəllím-gil (‘teacher-PL’) 「（私の）先生とその仲間たち」 

 e. müəllim-ím-gil (‘teacher-P.1SG-PL’) 「私の先生とその仲間たち」 

 f. *qadın-gil (‘woman-PL’) 

 ğ. qadın-í-gil (‘woman-P.3-PL’) 「彼の女とその仲間たち」 

随伴者の解釈は、たとえば(5a)はマハンマドとその家族を指してもよいし、マハンマドとその友人、

あるいは職場や大学でマハンマドが属しているグループなど、マハンマドと関連する集団を指すことも

できる。しかし偶然マハンマドと同じ場所に居合わせただけの集団や、発話者の知らない人ばかりの集

団を Məhəmmədgil という表現で指示することはできない（つまり発話者はその集団の構成員を概ね認

知している必要がある）。代替表現には Məhəmməd və başqa-lar-ı (‘PN and other-PL-P.3’)「マハンマドと

                                                                 
2 語アクセントは両言語とも原則、語の最終音節に付される。 

3 Animateについて、たとえばタマという名のネコを飼っていれば Tama-gil「タマたち」や pişiy-im-gil (‘cat-P.1SG-PL’)「私

のネコたち」といった表現は解釈可能であるが、使われない表現であり、データから除外した。 

―  207  ―



その他」などが挙げられる。 

累加複数の-lerと結合複数の-gilは重複させることが可能である。(6)の表現は、焦点指示物として「複

数の私の学生」がおり、さらに随伴者として「その他の人々」がいるという状況で問題なく使用できる。 

(6) tələbə-lər-ím-gil (‘student-PL-P.1SG-PL’) 「私の学生たち」 

また名詞を並置して留保できるが、その場合は解釈があいまいになる。 

(7) Leyla və Məhəmməd-gil (‘PN and PN-PL’) 

a.「レイラのグループとマハンマドのグループ」 

b.「レイラとマハンマドのグループ」 

いずれも数詞と共起しない。「マハンマドたち３人が……」などと結合複数の人数を特定したい場合

は(9)のように、文中で数情報を含んだ句を副詞的に用いることになる（この事情はトルコ語でも同様）。 

(8) a. üç  müəllim (‘three teacher’) 「３人の先生」(additive pl.) 

 b. *üç  müəllim-lər/-gil (‘three teacher-PL’) 

(9) Məhəmməd-gil üç nəfər bazarlığ-a get-di-lər. 

 PN-PL three person shoppinğ-DAT ğo-PST-PL 

 「マハンマドたち３人は、買い物に行きました」 

以上を表１，２にまとめる。表中の〇は該当する解釈が可能であること、×は該当する解釈が不可能

である（もしくは該当する形式自体が不可能である）ことを示す。 

focal 
referent 

ex. add. pl. 
assoc. pl. 

family friend/shared incidental 

PN Məhəmməd-lər (‘PN-PL’) 〇 ×？ × × 

Kin+P baba-m-lar (‘ğrandfather-P.1SG-PL’) × × × × 

Title+P müəllim-im-lər (‘teacher-P.1SG-PL’) × × × × 

Other+P tələbə-m-lər (‘student-P.1SG-PL’) × × × × 

表１．アゼルバイジャン語の-lAr 

focal 
referent 

ex. add. pl. 
assoc. pl. 

family friend/shared incidental 

PN Məhəmməd-gil (‘PN-PL’) × 〇 〇 × 

Kin+P baba-m-gil (‘ğrandfather-P.1SG-PL’) × 〇 〇 × 

Title(+P) müəllim-im-gil (‘teacher-P.1SG-PL’) × 〇 〇 × 

Other+P tələbə-m-gil (‘student-P.1SG-PL’) × 〇 〇 × 

表２．アゼルバイジャン語の-gil 

すなわち、アゼルバイジャン語の結合複数は(1, 2)のパラメタを用いて以下のように特徴づけられる。 

(10) Az. -lAr  = 結合複数の用法なし 

  -gil  = { Other Definite Human Noun / Human / Friendship, Shared Activities }  

―  208  ―



３． トルコ語の複数 

データは 40 代男性および 50 代女性の協力で得た4。表３，４では２名とも許容するものを〇、１名

のみ許容を△、０名を×とする。トルコ語は同じ-lArと-gilという形式を有するが、アゼルバイジャン語

とは累加複数と結合複数の表し方、結合複数の範囲が大きく異なる。また-gillerという形式にも触れる。 

3.1 -lAr 

-lAr には累加複数の用法だけでなく、結合複数の用法もある。基本的に、累加複数の用法では-lAr が

所有接辞よりも前に来るのに対し、結合複数の用法では-lAr が所有接辞よりも後に来る。しかし、所有

接辞より前に来る(11a)の語順でも結合複数の解釈を許すことがある。この点アゼルバイジャン語の-lAr

と異なり、柔軟に運用されているといえる。 

(11) a. hoca-lar-ım (‘teacher-PL-P.1PL’) 「私の先生とその家族／友人／同業者」「複数の私の先生」 

 b. hoca-m-lar (‘teacher-P.1SG-PL’) 「私の先生とその家族／友人／同業者」 

-lArを結合複数で用いた場合、焦点指示物は Definite Title Nounまで可能で、一般名詞には使えない。

アゼルバイジャン語の-lArよりも少し適用できる焦点指示物の範囲が狭い。 

focal 
referent 

ex. add. pl. 
assoc. pl. 

family friend/shared incidental 

PN Mehmet-ler (‘PN-PL’) 〇 〇 〇 × 

Kin+P dede-m-ler (‘ğrandfather-P.1SG-PL’) × 〇 △ × 

Title+P hoca-m-lar (‘teacher-P.1SG-PL’) × 〇 〇 × 

Other+P öğrenci-m-ler (‘student-P.1SG-PL’) × × × × 

表３．トルコ語の-lAr 

3.2 -gil 

トルコ語でも-gil は結合複数専用の形式であるが、あまり用いられない。書き言葉では出現せず、基

本的に方言で使用される。Korkmaz (2014)は結合複数用法の-lAr と-gil に用法の差を認めていないが、

調査の結果、実際には若干-gilの適用範囲が狭いことが明確になった。 

なおアゼルバイジャン語とは異なり、所有接辞を挟まない一般名詞への使用は行われない。 

(12) a. ?hoca-m-gil (‘teacher-P.1SG-PL’) 「私の先生とその家族／友人／関係者」 

 b. *hoca-gil (‘teacher-PL’) 

                                                                 
4 註３同様、「解釈可能だが使われない」表現はデータから除外してある。 

focal 
referent 

ex. add. pl. 
assoc. pl. 

family friend/shared incidental 

PN Mehmet-gil (‘PN-PL’) × 〇 △ × 

Kin+P dede-m-gil (‘ğrandfather-P.1SG-PL’) × 〇 × × 

Title+P hoca-m-gil (‘teacher-P.1SG-PL’) × △ △ × 

Other+P öğrenci-m-gil (‘student-P.1SG-PL’) × × × × 

表１．トルコ語の-gil 
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3.3 その他の表現：-giller 

Korkmaz (2014: 129)によると、-gilはトルコ語純化運動の過程で、生物種を表す派生接辞としてトル

コ語に持ち込まれたものであるという。この用法では実際には-giller という、複数形を重ねたような形

式が用いられる。しかしこの-gillerには、名字につきその祖先5を表したり、親族名詞につきその家族を

表したりする（友人関係等は表せない）機能が認められるから、ここでは結合複数を表す独立した複数

形と考える。 

(13) a. kedi-giller (‘cat-PL’) 「ネコ科6」 

 b. Can-giller (‘PN-PL’) 「ジャンとその祖先」 

 c. dede-m-giller (‘ğrandfather-P.1SG-PL’) 「私の祖父一家」 

また、(6)のようなタイプの二重複数は不可能である。以上をまとめると、トルコ語の結合複数は(1, 2)

のパラメタを用いて以下のように特徴づけられる。 

(14) Tr. -lAr  = { Definite Title Noun / Human / Friendship, Shared Activities } 

  -gil  = { Definite Kin Noun / Human / Friendship, Shared Activities } 

  -giller = { Definite Kin Noun / Human / Family Relations } 

２～３節の調査結果を比較すると、アゼルバイジャン語では-lArが累加複数、-gilが結合複数、と形式

が意味を分担しているが、トルコ語ではそうではなく、-lArと-gilがいずれも結合複数を担っており、多

少随伴者の制約に違いはあるが、その使い分けは主としてスタイル（書き言葉か、話し言葉か）である

ことが明確になった。今後はさらに、地理的に隣接する言語や他のテュルク諸語との比較を進めたい。 

４． 機能・構造中心の記述；分散形態論による分析 

次に、これらの複数接辞を分散形態論(Marantz 1993, Embick 2015, etc.)の枠組みで分析することを試

みる。ここではトルコ語、アゼルバイジャン語の伝統的名詞句(Traditional NP)を DPとする立場をとり、

累加複数の接辞は NumP head、結合複数の接辞は DP adjunctであると分析する(cf. Wiltschko 2008)。 

機能 累加複数 結合複数 

構造 NumP head DP adjunct 

音形 -lAr 
トルコ語 

-lAr/-gil 

アゼルバイジャン語 

-gil 

表５．機能をもとに分類したトルコ語・アゼルバイジャン語の複数 

所有接辞を D head に置くと、この構造であれば接辞の分布を無理なく説明できる。意味的に Mirror 

Principle (Baker 1985)と整合しているし、移動を想定する分析と異なり二重複数も予測可能である。ま

た結合複数の標識が complex head (see Embick 2015: 60)の外にあるため、結合複数標識にアクセントが

乗らないことも説明できる。(15)にアゼルバイジャン語の例について、語彙挿入(Vocabulary Insertion)

後の構造を挙げる。  

                                                                 
5 祖先というより su lale、つまり家族より大きな単位で「５～６世代までの浅い世代深度(depth)をもつ父系リネェジ」(松

原 1975: 184)と呼ぶほうが正確である。 
6 アゼルバイジャン語では「ネコたち」と「ネコ科」が同じ pişik-ler (‘cat-PL’)で表される。複数形が生物種を表せるかど

うかは、５節で言及する similative plural（ないし etcetera cunstruction）と統合的に扱うことができるかもしれない。 

―  210  ―



(15) a. Məhəmmə́d-gil    (Az.) b. tələbə-∅-lər-ím-gil      (Az.) 
  PN-PL  student-n-PL-P.1SG-PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 問題点 

アゼルバイジャン語の固有名詞を D に据えると、(4a) Nizami-lər「ニザーミー家」のような名字＋複

数を累加複数として描けない。固有名詞の扱いを変えるか、√Nizami を想定すると分析を維持できる。 

また第４節の分析は、トルコ語は DPを持たない NP言語であるとする立場(Bos kovic  and Şener 2014)

と折り合いがつかない。累加複数も adjunctとして扱えば通用するが、少なくとも complex headの概念

を用いる分析とは折り合わない。 

結合複数は意味的に代名詞や similative pluralと密接に関連しており、Vassilieva (2005)などはこの方

針で統合的な分析を行っている。しかしこれらの表現が未調査のため、本発表ではこうした分析への安

易な迎合は避けたい。 

縮号一覧 

LE複合語標識 P所有接辞 PL複数接辞 PN固有名詞 PST過去 SG単数 
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トゥバ語の再帰 * 

江畑 冬生 （新潟大学） 
 

1. はじめに 
 トゥバ語の再帰接辞がカバーする意味は，一見すると広範囲にわたっている．本発表ではトゥバ

語の再帰接辞の用法を「再帰」「逆使役」の 2 つに大別することで，その意味的特徴・形態統語的
特徴をうまく整理できるのだと主張する1．以下において出典の無い例は，筆者のフィールドワーク

または筆者の作成したコーパスから得られたものである． 
 
2. 再帰接辞の形態 
 トゥバ語の再帰接辞は，動詞語幹に付加される派生接辞である．再帰接辞には 3つの形態素があ
るが，これらの使い分け条件については，先行研究でも発表者の調査でも分かっていない．表 1に
示すように，同じ語幹に異なる形態素が付加し意味的差異を生むケースもあれば，同一の形態素が

複数の意味を持つこともある．従って本発表では，接尾辞-(i)n，接尾辞-din，接尾辞-(t)tinの 3つを
まとめて単に再帰接辞と呼ぶ2． 
 
 ［表 1］ 3種の再帰接辞と再帰動詞の意味の（非）対応 

元の動詞 再帰動詞 

bil 知る，分かる 
bil-in 感づく ［再帰用法］ 
bil-din 知られる ［逆使役用法］ 

nomču 読む nomču-ttun 
読書する ［再帰用法］ 
読まれる ［逆使役用法］ 

 
3. 再帰接辞の用法に関する先行研究での分類とその問題 
 表 1でも部分的に示したように，トゥバ語の再帰接辞の用法は多岐にわたる．従来の研究の問題
は，トゥバ語の再帰について意味的特徴だけを見た無闇な細分化を行うか，あるいは周辺的用法を

考慮に入れていない点にある．例えば Kuular (2007: 1173-1174) は，再帰接辞の用法を 7つに分類し
ている（reflexive proper, reflexive-possessive, reflexive-benefactive, autocausative, absolutive, passive, 
anticausative）．同じ著者は Kuular (1986) では，6つ（再帰プロパー・受益・中動・受身・不定人称・
動作の量的特性）に分類する．一方，Isxakov and Pal’mbax (1961: 285-289) では 3つの用法を（自己
再帰・間接再帰・再帰受身），Anderson and Harrison (1999: 24) でも 3つ（reflexive, passive, detransitive）
の用法を認めている． 

                                                 
* トゥバ語はロシア連邦トゥバ共和国および周辺に分布するチュルク系の言語であり，話者数は約 28万人で
ある．本発表の内容は 2016年度ユーラシア言語研究コンソーシアム年次総会（2017年 3月 30日，京都大学
ユーラシア文化研究センター）における発表内容を発展させたものである．本研究は，科研費・若手研究(A)
「チュルク諸語北東グループ未解明言語の調査研究： 包括的記述と史的変遷の解明」，若手研究(A)「北東ユ
ーラシアチュルク系諸言語の研究： 分岐と接触の歴史的過程の解明」，基盤研究(B)「北東ユーラシア諸言語
の語形成に関する地域類型的研究」（研究代表者：呉人徳司）の支援を受けたものである．  
1 「つかむ」に対する「つかまる」のように，日本語にも再帰と逆使役が同形だと見なせる動詞がある． 
2 接尾辞-din と接尾辞-(t)tin の 2 つが無声子音に後続する環境で同音形式となる点も，分析には厄介である．
ただし短い接尾辞-(i)nによる再帰動詞は，本発表の分類における再帰用法で用いられる傾向が強い． 

E-7
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4. 再帰接辞の再帰用法 
 再帰用法には，中心的な意味と周辺的な意味が認められる．再帰用法の中心的な意味は，「自分

を」「自分の身体部位を」「自分のために」「自力で（＝他の力を必要としない）」「自ら（の身体部位）

を手段として」等である．再帰用法では典型的に，再帰動詞の主語が意志的な有生物である． 
 
 (1) bod-u-n  ču-n-up  al-dï ［自分］ 
 自分-POSS.3-ACC 洗う-REFL-CVB AUX-PST 
  「彼(女)は自分（の体）を洗った」 ［Isxakov and Pal’mbax 1961: 289］ 
 
 (2) ol  arn-ï-n  savaŋ-na-n-dï ［身体部位］ 
 3SG 顔-POSS.3-ACC 石鹸-VBLZ-REFL-PST 
  「彼(女)は顔を石鹸で洗った」 ［Kuular (2007: 1173)］ 
 
 (3) ol  a’t-tï  terge-le-n-di ［自分のため］ 
 3SG 馬-ACC 馬車-VBLZ-REFL-PST 
  「彼(女)は馬を馬車につないだ」 ［Kuular (2007: 1173)］ 
 
 (4) buruu-vus-tu min-n-ip =tur =men ［自力で］ 
 罪-POSS.1PL-ACC 分かる-REFL-CVB =AUX =1SG 
  「私は，自分たちの罪を認めている」 
 
 (1)から(3)に示すように，再帰用法では対格目的語を保持することが可能である．次の(5)（および
後に示す(10)(11)）のように，自動詞にも再帰接辞が付加しうる．つまり再帰用法では，項の増減を
必ずしも伴うわけではないことが分かる． 
 
 (5) xün čurum-u-nuŋ plan-ï yozugaar xemčeg-ler čoru-ttun-ar 
 日 日課-POSS.3-GEN 計画-POSS.3 従って ノルマ-PL 行く-REFL-AOR 
  「日課の計画に従って，ノルマが進行していく」 
 
 再帰用法には 2つの周辺的意味がある．その 1つを本発表では「対象欠如」と呼ぶ．この用法は
意味的には他動詞的であるが，(6)のように実際には対格目的語を欠く．有生物主語を伴い，（職業
として）恒常的に行う動作を表す場合が多い．ただし(7)のように，無生物主語が全く許されないわ
けではない． 
 
 (6) agaar-ga nomču-ttun-ar-ïn-ga ïnak =men 
 自然-DAT 読む-REFL-AOR-3-DAT 好き =1SG 
  「私は自然の中で読書をするのが好きだ」 
 
 (7) bo maygïn-nïŋ askï čöön čük-če kör-n-üp al-gan 
 この テント-GEN 口 東 方-DIR 見る-REFL-CVB AUX-PST 
    「このテントの入り口は東の方を向いている」 
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 Kuular (1986: 47) などの先行研究では，元の動詞と再帰動詞の語彙的意味が近いもしくは同一で
あるケースもあると指摘されている．対象欠如の用法では，一見するとこのような指摘が当てはま

るように思える．ただし発表者の観察によれば，例えば同じく「着る」としか訳せない場合でも，

単なる他動詞が動作対象に着目するのに対して，対象欠如の再帰動詞は動作主に着目している． 
 
 (8) bod-um-nuŋ xol-dar-ïm =bile daara-p al-gan 
 自分-POSS.1SG-GEN 手-PL-POSS.1SG =INST 縫う-CVB AUX-PST  
 čaraš plat’e-m-ni ked-ip al-gaš 
 美しい 服-POSS.1SG-ACC 着る-CVB AUX-CVB 
  「私は自分の手で縫った美しい服を着て…」 
 
 (9) kuda salon-un-ga anïyak-tar kaas ket-tin-ip al-gaš 
 結婚式 サロン-POSS.3-DAT 若者-PL 華やか 着る-REFL-CVB AUX-CVB 
  「結婚式会場では若者たちが華やかに着飾って…」 
 
 もう 1つの周辺的意味を「状況可能」と名付ける．(10)や(11)のように否定形で現れ，主語に意志
はあるが外的要因により行為を遂行できない状況を表す場合が多い3．  
 
 (10) kïlašta-ttïn-mas 
 歩く-REFL-NEG:AOR 
  「［大雨で道路が冠水して］歩けない」 
 
 (11) udu-ur de-er-ge udu-ttun-mas 
 眠る-AOR 言う-AOR-DAT 眠る-REFL-NEG:AOR 
  「眠ろうとする時に眠れない」 
 
5. 再帰接辞の逆使役用法 
 再帰用法が幅広い意味をカバーし意味的予測が困難であるのに対し，逆使役用法の意味は予測が

容易である．すなわち元の動詞を含む節を「X が Y を V する」と定式化したならば，再帰動詞を
含む節は「Yが V(REFL)する」のように示せる． 
 
 (12) bo  nom  eki  sat-tïn-ïp =tur 
 この 本 良く 売る-REFL-CVB =AUX 
  「この本は良く売れている」 
 
 (13) sadïg kažan ažït-tïn-ar-ïl 
 店 いつ 開ける-REFL-AOR-WHQ 
  「店はいつ開く？」 
 

                                                 
3 発表者の調査の限りでは，「状況可能」の用法が肯定形で現れる場合には次の例のように反語のみを表す： 
čaš kiži tudup algaš kiži kayaa ažïlda-ttïn-ar boor「幼子を抱えながら，人はどこで働けるでしょう」． 
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 (14) respublika-da 28,235 gektar šöl-de sigen kes-tin-gen 
 共和国-LOC 28,235ヘクタール 野原-LOC 草 切る-REFL-PST 
  「トゥバ共和国では，28,235ヘクタールの草原で牧草が刈られた」 
 
 以上の例が示すように，逆使役用法の主語は，典型的には無意志的な無生物だと言える．逆使役

用法では対格目的語が現れることは無く，（意味上では想定できる）動作主を明示することもでき

ない4．自動詞に再帰接辞が付加した場合には，逆使役用法にはならない．  
 
6. 後続しうる派生接辞の違い 
 どの派生接辞が後続するのかについても，再帰用法と逆使役用法は明確な相違を示す．第 4節と
第 5節で述べたように，再帰用法では基本的に意志動詞を派生するが逆使役用法では無意志動詞を
派生する．この意志性における違いが，後続しうる派生接辞と関わっているようである． 
 「～したい」を表す派生接辞-ikseや「～者」を表す派生接辞-(i)kčiは，再帰用法の場合にのみ後
続しうる5．  
 
 (15) kaš doozukču ööre-n-ikse-p tur-ar-ïl 
 いくつ 卒業生 学ぶ-REFL-VOL-CVB AUX-AOR-WHQ 
  「何人の卒業生が学びたがっているのか？」6 
 
 (16) čemne-n-ikči   「飲食客」 čaza-n-ïkčï   「家具職人」 
 食べる-REFL-ACTOR 鉋をかける-REFL-ACTOR 
 
 これとは対照的に「～しやすい」を表す派生接辞-gir は，逆使役用法の場合にのみ後続しうる7．  
 
 (17) bo aytïrïg-ga xarïï bil-din-gir 
 この 質問-DAT 答え:POSS.3 分かる-REFL-POT 
  「この質問への答えは分かりやすい」 
 
 使役接辞との相互承接についても，再帰用法と逆使役用法は相違点を示す．トゥバ語の使役接辞

には -(i)t, -ir,-gis, -dir などいくつかの形態素がある．これらのうち再帰接辞に後続しうるのは，-dir 
のみである．表 2に示すように，使役接辞は再帰用法には後続可能だが，逆使役用法には後続する
例が無いことが分かった．  
 

                                                 
4 Dixon and Aikhenvald (2000: 7) が指摘するように，（受身の場合とは異なり）動作主を表せない点が逆使役
の 1つの特徴である． 
5 sat-tïn「商売する／売られる」のように両用法を有する再帰動詞でも，派生接辞-(i)kči を付加した場合には
sat-tïn-ïkčï「購買者，売国奴」となり逆使役の意味は含まれず，派生接辞-girを付加した場合には sat-tïn-gïr「良
く売れる」となり再帰の意味は含まれない． 
6 再帰動詞 ööre-n「学ぶ」は，使役動詞 ööre-t「教える」と両極派生を行う（派生接辞を取り去った部分 ööre-
は自由形態素ではない）． 
7 類義の派生接辞-čak「～しやすい，～しがち」は，逆使役用法だけでなく再帰用法にも後続可能である： 
mogat-tïn-čak「いつも駄々をこねる（子供）」． 
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 ［表 2］ 再帰接辞と使役接辞の連続 
 再帰用法 逆使役用法 

使役-再帰 

ayt-ïr-tin 「尋ねる」 8 
 （＜ ayït 「示す，教える」） 

xan-dïr-tïn 「満たされる」 
 （＜ xan 「満足する」） 
tur-gus-tun 「建つ，出来あがる」 
 （＜ tur 「立つ」） 

再帰-使役 

ču-n-dur 「洗わせる」 
 （＜ ču 「洗う」） 
boda-n-dïr 「熟考させる」 
 （＜ boda 「考える」） 

--- 

 
7. まとめ 
 本発表ではトゥバ語の再帰接辞の用法を「再帰」「逆使役」の 2 つに大別することで，一見する
と広範囲をカバーするトゥバ語の再帰接辞の機能に関して，意味的特徴・形態統語的特徴の両方を

うまく整理できるのだと主張した9．2つの用法の違いを表 3に示す．  
 
 ［表 3］ トゥバ語再帰接辞の 2つの用法の違い 

 再帰用法 逆使役用法 
対格目的語保持 可能 不可 
自動詞からの派生 可能 不可 
再帰動詞の主語 典型的には有生物 典型的には無生物 
動作の意志性 典型的には意志的 無意志的 
意味的予測 困難（「対象欠如」「状況可能」含む） 容易 
後続可能な 
派生接辞 

-(i)kse「～したい」，-(i)kči「～者」， 
-dir（使役接辞） 

-gir「～しやすい」 

 
 江畑 (2016) では音韻的・形態統語的な根拠に基づき，サハ語における同音形式の再帰接辞-(i)n
と逆使役接辞-(i)nを形態素レベルで区別している．これに対しトゥバ語の再帰用法と逆使役用法は，
あくまで用法レベルの区別でしかない．管見の限りでは，ユーラシア大陸の東西に広がる 30 余の
チュルク諸語の中で，トゥバ語の再帰が最も広い意味領域をカバーしていて生産性も高い10．その

一方で，トゥバ語の受身接辞の用法は極めて限られており，ほぼ逆使役専用の接辞になっている．

チュルク諸語全体における再帰接辞の位置づけと，トゥバ語のボイス体系における再帰の位置づけ

については，今後の課題としたい． 

                                                 
8 使役動詞 aytïr「尋ねる」はクイズの場合にも用いることが可能だが，そこから派生した再帰動詞 aytïr-tin
「尋ねる」は，道を尋ねる場合など尋ねた結果として動作主の利益となる場合にのみ用いる． 
9 言語類型論の立場から再帰を扱った主な文献には，Geniušienė (1987), Kazenin (2001), Dixon (2012: 138-196) 
などがある．Kazenin (2001: 920) は，再帰マーカーがしばしば多義的である (polysemous) ことを指摘する．
この指摘はトゥバ語の再帰にもあてはまるものである． 
10 トルコ語やウズベク語では，再帰接辞の生産性が低いことが指摘されている［Göksel and Kerslake (2005: 76), 
Boeschoten (1998: 364)］．トルコ語やトルクメン語では，再帰接辞は基本的に他動詞にしか付加しない［林 
(2013: 166), Clark (1998: 532)］．ただしタタール語，サハ語，「マナス」のキルギス語では，自動詞に再帰接辞
が付加しうる［Salo (2013), 江畑 (2016), Ohsaki (2008)］． 
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コーパス資料 
本発表中の例文の多くは，発表者が作成したトゥバ語コーパス資料（トゥバ語新聞 Шын 紙の電子版に
おける 2012年 10月から 2015年 1月の記事を元に作成）からのものである． 
 
略号 
ACC 対格，ACTOR 行為者派生，AOR アオリスト，AUX 補助動詞，CVB 副動詞，DAT 与格，DIR 向格，GEN 

属格，INST 具格，LOC 処格，NEG 否定，PL 複数，POSS 所有接辞，POT 可能性，PRS 現在，PST 過去，Q 

疑問，REFL 再帰，SG 単数，VBLZ 動詞派生，VOL 願望，WHQ 疑問詞疑問 
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