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1.  
Late Common Slavonic LCS

Proto-Indo-European PIE Early Proto-Slavonic EPSl
1 intrasyllabic synharmony

rising sonority law of open syllables
2  

*i̯

EPSl *i̯o LCS/OCS (j)e (e.g. 

OCS morje ‘sea’ < LCS *morje < EPSl *mori̯o- < PIE *mori̯o-)3

(e.g. LCS/OCS zemljǫ ‘earth’ < EPSl 

*zemi̯ām < PIE *dhǵhem-)

 

e.g. PIE *-i̯ont-s > EPSl *-i̯ont-s > LCS/OCS dělaję ‘doing (m. nom. sg.)’: PIE *i̯on > OCS ę4. 

PIE *-i̯ont-iH > EPSl *-i̯onti̯-ī > LCS *dělajǫtji > OCS dělajǫšti ‘doing (f. nom. sg.)’: PIE *i̯on > OCS ǫ. 

 

e.g. Brugmann 1897: 111, 114, 146, 170; Vondrák 1908: 84–86, 110, 142; Townsend and 

Janda 1996: 75

 

Zubatý 1893: 493–524, Olander 2015: 60–61  

10

Darden 1970: 459–470  

Kortlandt 1979: 265  

Schmalstieg 1983: 50  

                                                   
1 EPSl PIE *ḱ

RUKI 4 Townsend and Janda(1996) *o
*h2e *ō *eh2 EPSl PIE *-ōi̯ > 

LCS/OCS -u PIE *-eh2i̯ > LCS/OCS -ě  
2 LCS

Old Church Slavonic OCS  
3 Mayrhofer 1986–2001 Trubačev 1974–2016 Vasmer

1953–1958 Rix 2001 Beekes 2011  
4 *ę e *ǫ o  

P-1
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EPSl *ā Orr 1986: 83–91  

   Orr 1986: 83–91 Darden 1970 EPSl 

*ā PIE *-i̯eh2s > EPSl *-i̯ās > LCS *-ě/ę > OCS -ę  

Zubatý 1893 Kortlandt 1979: 265 Olander 2015: 60–61 EPSl *ā

PIE *-i̯eh2 > EPSl *-i̯ā > LCS/OCS -a

 

*-VN

*-VN

 

 

2. *-VN  
LCS PIE *-s

e.g. OCS gradъ ‘a town (nom. sg.)’ < LCS *gordъ < EPSl 

*gordos < PIE *ghordhos  

*-m *-n

Townsend and Janda(1996: 57) Shevelov(1964: 224–226) EPSl

*-VN V V *-V̌N N

V *-V̄N N *-V̆̄N-5 e.g. LCS/OCS pǫtь‘a road (nom. sg.)’ < EPSl *pontis 

< PIE *pontis *-ę *-ǫ e.g. LCS/OCS synъ ‘a son (acc. sg.)’ < EPSl *sūnum < PIE 

*suHnum, LCS/OCS ženǫ < EPSl *gʷenām < PIE gʷneh2m ‘a woman (acc.sg.)’

 

 

(Ⅰ) EPSl  *VN  

EPSl  VN V  VC 

V  VV N  

 

 

(Ⅰ)

 

                                                   
5 *-VN- V
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3.  
*i̯  

 

1  

  

PIE EPSl LCS OCS example PIE EPSl LCS OCS example 

*-i̯oi̯- *-i̯oi̯- *-i- konjixъ ‘a horse (loc. pl.)’ 

< EPSl *-i̯oi̯-xu  

< PIE *-i̯oi̯-su 

*-i̯eh3- *-i̯ō- *-a pojasъ‘a girdle (nom.-acc. sg.)’ 

< EPSl *po-i̯ōs-  

< PIE *i̯eh3s- 

*-i̯o- *-i̯o- *-e- konjemь ‘a horse (instr. sg.)’ 

< EPSl *-i̯o-mi  

< PIE *-i̯o-h1 

*-i̯on- *-i̯on- *-ǫ- dělajǫšti ‘doing (nom. sg.)’ 

< EPSl *-i̯onti̯-ī  

< PIE *-i̯onti̯-ih2 

znajǫtь ‘they know’ 

< EPSl *-i̯o-nti < PIE *-i̯o-nti 

*-i̯u- *-i̯u- *-ь- jьgo ‘a yoke (nom.-acc. sg.)’ 

< EPSl *i̯u-go- < PIE *i̯u-go- 

*-i̯eh2- *-i̯ā- *-a- zemljaxъ ‘earths (loc. pl.)’ 

< EPSL *-i̯ā-su < PIE *-i̯eh2-su 

*-i̯uH- *-i̯ū- *-i- šiti ‘to sew (inf.)’ 

< EPSl *si̯ū-tei  

< PIE *si̯uH- 

*-eu̯-6 *-i̯au̯- *-u- bljudǫ ‘I observe’ 

< EPSl *bi̯au̯d-ōN  

< PIE *beu̯d-oH 

 

2  

  

PIE EPSl LCS OCS example PIE EPSl LCS OCS example 

*-i̯oi̯ *-i̯oi̯ *-i konji ‘horses (nom. pl.)’ *-i̯oh1 *-i̯ō *-a konja 

‘horses (nom.-acc. du.)’ 

*-i̯om *-i̯om *-e/ь7 lože ‘bed (nom.-acc. sg.)’ *-i̯ōi̯ *-i̯ōi̯ *-u konju ‘a horse (dat. sg.)’8 

*-i̯ons *-i̯ons *-ě/ę konję ‘horses (acc. pl.)’ *-i̯h1ou̯ *-i̯ou̯ *-u konju 

‘horses (gen.-loc. du.)’ 

*-i̯onts *-i̯onts *-ę dělaję ‘doing (m. nom. sg.)’ *-i̯eh2 *-i̯ā *-a zemlja ‘an earth (nom. sg.)’ 

*-i̯ōi̯s *-i̯ōi̯s *-i konji ‘horses (instr. pl.)’ *-i̯ōd *-i̯ā *-a konja ‘a horse (gen. sg.)’ 

*-i̯eh2i *-i̯āi̯ *-i zemlji ‘earth (dat.-loc. sg.)’ *-i̯eh2m *-i̯ām *-ǫ zemljǫ ‘an earth (acc. sg.)’ 

                                                   
6 PIE *-eu̯- *-i̯au̯- *i̯

-ju-  
7 -e -ь *-i̯om *-i̯od

e.g. Georgiev 1969 *o
 

8 PIE
LCS *u *ou̯/au̯/eu̯

*-i̯ōu̯  
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*-i̯eh2ns *-i̯āns *-ě/ę zemlję ‘earths (acc. pl.)’ *-i̯h1eh2u̯ *-i̯āu̯ *-u zemlju 

‘earths (gen.-loc. du.)’ 

*-i̯eh2s *-i̯ās -ě/ę zemlję ‘earth (gen. sg.)’ 

*-i̯eh2 *-i̯a9 -e zemlje ‘earth! (voc. sg.)’ 

 

LCS LCS

PIE EPSl

(Ⅰ) LCS EPSl

 

 

(Ⅱ)  

 

(Ⅱa) 1  

EPSl *-i̯o- > LCS/OCS -e- / EPSl *-i̯u- > LCS/OCS -ь- / EPSl *-i̯a > LCS/OCS -e 

 

(Ⅱb) 2

 

(Ⅱb–1)  

EPSl *-i̯os > LCS/OCS -e/ь / EPSl *-i̯ons, *-i̯onts > LCS/OCS -ę / EPSl *-i̯ōi̯s > LCS/OCS *-i / 

EPSl *-i̯āns, *-i̯ās > LCS *-ě/ę > OCS -ę / EPSl *-i̯om > LCS/OCS -e 

(Ⅱb–2)  

EPSl *-i̯ā, *-i̯ō > LCS/OCS -a / EPSl *-i̯ām > LCS/OCS -ǫ / EPSl *-i̯on- > LCS/OCS -ǫ- 

 

(Ⅱc) *i̯

*i̯  

EPSl *-i̯oi̯, *-i̯āi̯ > LCS/OCS -i 

 

(Ⅱd) *u̯

 

EPSl *-i̯au̯ > LCS/OCS *-u- / EPSl *-i̯āu̯, *-i̯ou̯ > LCS *-u 

 

(Ⅱe)  

(Ⅱe–1) PIE *-i̯ōd > EPSl *-i̯ā > LCS/OCS *-a 

*-d EPSl

                                                   
9 Kuiper 1947: 210 *h₂
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Kortlandt 1979: 262 10

(Ⅱb-2) *-i̯ā  

(Ⅱe–2) EPSl *-i̯ū- > *-i- 

*ū 2

5 LCS *-y-

*-i-

*(C)i̯ū

EPSl *ū > OCS y

Brugmann(1897: 

111) Vondrák(1908: 110) *-i̯ū- >*-(j)y- > -i-  

 

4.  
*-VN

EPSl

OCS dělaję / dělajǫšti *-ę < *-ǫ- < 

 

 

 
 

acc = accusative / C = consonant / dat = dative / du = dual / EPSl = Early Proto-Slavonic / f = feminine / gen = 
genitive / instr = instrumental / inf = infinitive / LCS = Late Common Slavonic / loc = locative / m = masculine / 
N = nasal / nom = nominative / OCS = Old Church Slavonic / PIE = Proto-Indo-European / pl = plural / sg = 
singular / V = vowel 
 

 
Beekes, Robert S. P. (2011) Comparative Indo-European linguistics: an introduction. 2nd ed., Amsterdam: John 

Benjamins. 
Brugmann, Karl (1897) Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Ⅰ. Einleitung 

und Lautlehre. Strassbrug: Trübner. 
Darden, Bill J. (1970) “The Fronting of Vowels after Palatals in Slavic.” Papers from the Sixth Regional Meeting, 

Chicago Linguistic Society, 459–70. 
Georgiev, Vladimir (1969) Osnovni problemi na slavjanskata diaxronna morfologija. Sofija: BAN. 
Kortlandt, Frederik (1979) “On the history of the Slavic nasal vowels.” Indogermanische Forschungen, 84, 259–

272. 
Kuiper, Franciscus B. J. (1947) “Traces of laryngeals in Vedic Sanskrit.” India antiqua: A volume of Oriental 

studies, presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel on the occasion of the fiftieth 
anniversary of his doctorate, 190 –212. 

                                                   
10 Kortlandt

(Shevelov 
1964: 226–227)

 

―  392  ―



 

Mayrhofer, Manfred (1986–2001) Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, 3 vols. Heidelberg: C. Winter. 
Olander, Thomas (2015) Proto-Slavic inflectional morphology: A comparative handbook. Leiden: Brill. 
Orr, Robert (1986) “The development of declensional endings in nasals in Common Slavonic. ” In New Zealand 

Slavonic Journal, 13, 83–91. 
Rix, Helmut (ed.,) (2001) Lexikon der Indogermanischen Verben. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert. 
Schmalstieg, William (1983) An introduction to Old Church Slavic. Ohio: Slavica Publishers. 
Shevelov, George (1964) A prehistory of Slavic. Heidelberg: C. Winter. 
Townsend, Charles E. and Janda, Laura A. (1996) Common and comparative Slavic: with special attention to 

Russian, Polish, Czech, Serbo-Croatian, Bulgarian. Ohio: Slavica Publishers. 
Trubačev, O.N. (ed.,) (1974–2016) Etimologičeskij slovar' slavjanskix jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond. 

Moskva: Nauka. 
Vasmer, Max (1953–58) Russisches etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Heidelberg: C. Winter. 
Vondrák, Václav (1908) Vergleichende Slavische Grammatik. vol. 2, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 
Zubatý, Josef (1893) “Zur Declination der sog. -i̯ā- und -i̯o- Stämme im Slavischen.” Archiv für slavische 

philologie, 15, 493–524. 
 

―  393  ―



( ) ( )  
  yearman@kyudai.jp 

 

1.  

/p/
/r/

[–sonorant, +voiced]

1969 1

(2012) 2  

(2016)

(2014)

 

2 3
4

5
 

2.  

elicitation

6 1
3  

1 (
1969) 

Scanned by CamScanner

2 /gg/ ( 2012) 
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1  

ID     
TGF  1953  2017 2  
TTI  1941  2017 2  

TNA  1923  2016 7  
UTH  1935  2016 7  
STN  1943  2017 2  
KYM  1933  2017 2  

 

 
3

 

3. 1  

3.1.  
(1)  

 
(1)  
 /h/ (hjoo) (hiki) 
 /b/ (bjoo) (bai) (baN) 
 /t/ (tai) (to) (teN) 
 /d/ (dai) (do) 
 /k/ (koo) (keN) (kai) 
 /g/ (goo) (geN) (goo) 
 /z/ (zjoo) 
 
3.2.  

/it(i)-/ /hat(i)-/ /ju(u,C)-/
/p/1 /t/ /k/ /rok(u)-/ /p/ /k/

                                                        

1 /b/ h-p /p/
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/p/ 3
/p/

TGF  TTI UTH
2  

 
2  

 
 

TNA STN KYM

TNA TNA
/d/

/d/ /g/
3  

 
(2) TNA  
 /b/ ( ) ( ) ( ) 
 /d/ ( ) ( ) ( ) 
 /g/ ( ) ( ) ( ) 
 

3 TNA  

 
 

STN KYM /b/
/p/

TNA
/b/

STN KYM
/bjoo/ /zjoo/

4  
 

標準語 子音 一 六 八 十
票 p-h ○ ○ ○ ○
秒 b × × × ×
体 t ○ × ○ ○
台 d × × × ×
回 k ○ ○ ○ ○
合 g × × × ×

TNA 子音 一 六 八 十
票 p-h ○ ○ ○
秒 b × × ×
体 t ○ × ○
都 t ○ × ○
台 d ○ × ○
度 d ○ × ○
校 k ○ ○ ○
件 k ○ ○ ○
号 g × ○ ×
元 g × ○ ×
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(3) STN ( ) KYM ( )  
 /b/ ( ) ( ) ( ) ( ) 
    ( ) ( ) ( ) ( ) 
 /d/ ( ) ( ) ( ) ( ) 
    ( ) ( ) ( ) ( ) 
 /g/ ( ) ( ) ( ) ( ) 
    ( ) ( ) ( ) ( ) 
 /z/ ( ) ( ) ( ) ( ) 
    ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

4 STN KYM  

 
 

 
 
3.3.  

3
(4) Tateishi 1990

Ito and Mester 2015  
 
(4)  
 a. /(C)V(C)/ 2  
 b. /-t/ /u/  
 c. /-t/  
                                     
 
                              
                       
  b  e  t     k   o         b  e          o    
 d. /-k/ /k/ OCP 1  
                                     
 
                              
                       
  g  a  k    k   o         g  a        k   o    

STN 子音 一 六 八 十
匹 p-h ○ ○ ○ ○
秒 b ○ ○ × ×
倍 b × ○ ○ ×
番 b ○ ○ ○ ×
点 t ○ × ○ ○
台 d ○ ○ × ×
度 d × ○ ○ ×
回 k ○ ○ ○ ○
合 g ○ ○ ○ ×
元 g × × × ×
条 z ○ ○ ○ ×

KYM 子音 一 六 八 十
匹 p-h ○ ○ ○ ○
秒 b × × × ×
倍 b × ○ ○ ×
番 b ○ ○ ○ ×
点 t ○ ○ ○ ○
台 d ○ ○ ○ ×
度 d ○ ○ ○ ×
回 k ○ ○ ○ ○
合 g ○ ○ ○ ○
元 g × × × ×
条 z × × ○ ×
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 e. (onset)  
                        *                         
 
                                         
                                           
  g  a  k    t  a  i        g  a  k    t  a  i    g  a  k [u] t  a  i  
 

(5)  
 
(5) ( ) Tateishi 1990, p.233) 
    *[+voiced] 
 
  C           C 
 

(5)
2

 

/it-goo/
(6)  

 
(6)  
 a. (4c)  
    X           X 
 
    t            C 
              [–voiced] 
 b. /d/  
    X           X 
 
    t            d 
 

4. 2  

STN
40 5

 
 

5 STN  

 
 

40 6

                                                        

2 [–son] /get-meN/ 2  

後部頭C＼前部末C /-t/ /-k/
/b-/ 欠番，鉄棒，発売，実物，出没 国防，学帽，独房，着帽，略文

/d-/ 決断，鉄道，発電，実弾，出動 国道， ，独断，着弾，略奪

/g-/ 結合，哲学，発言，実現，出現 国外，学芸，独学，着眼，略語
/z-/ 血族，鉄人，発情，実在，出場 国税，学術，独自，着実，略字

―  398  ―



/-t/ /b/ /d/ /z/
/-k/ /k/

 
 

5.  

3

 

/p/ 2

2
1959 1961

 
 

 

JSPS 25770155 26244022

 
 

 
 (1969) . 

  (1959) 16
pp.21-50, . 

  (1961) 43, pp.43-59. 
  (2016)

10, pp.159-177. 
Ito, Junko and Armin Mester (2015) Sino-Japanese phonology. Haruo Kubozono (ed.) Handbook of 

Japanese Phonology and Phonetics, pp.290-312, Mouton. 
Kawahara, Shigeto (2006) A faithfulness ranking projected from a perceptibility scale: The case of [+voice] 

in Japanese. Language 82, pp.536–574. 
Tateishi, Koichi (1990) Phonology of Sino-Japanese morphemes. UMOP 13, pp.209-235. 

                                                        

3 
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中国語・天津方言の感動詞の記述的研究 

―「诶（ei）」を中心に― 

羅 希 

1． はじめに 

 中国語・天津方言の文法は、その周辺の方言や、共通語である「普通話」に非常に近似していると指摘さ

れている（马他 2014）。そのためか、天津方言に対する記述は、天津方言の独自性が目につきやすい音声、

綴り、俗語などに集中しており、感動詞の記述はあまり進んでいない。だが詳しく見れば、天津方言には、

他の方言や普通話には見られない独自の特徴が感動詞についても見られる。本発表では天津方言の感動詞「诶 

（ei）」の用法が、普通話・洛陽方言・長沙方言における同音の感動詞 eiの用法とは異なり、さらに感動詞「嗯 

(ng)」1の天津方言独自の用法（羅 2017）とも異なることを示し、その上で「诶」の意味を考える。観察に用

いる主なデータは、発表者が収集した天津方言話者の会話データ2だが、天津方言母語話者としての発表者の

内省も用いる。まず、次の第 2節では、関連する先行研究を紹介しておく。 

2． 感動詞「诶」に関連する先行研究 

本節では感動詞「诶」の先行研究を紹介するが、その前に断っておきたいのは、本発表で「诶」と表記し

ているこの感動詞 eiの文字表記がこれまで統一されていないということである。具体的に言うと、普通話に

おける感動詞 eiの先行研究（次の第 2.1節）では「嗳」という表記が用いられる一方で、洛陽方言・長沙方

言における感動詞 eiの先行研究（第 2.2節）では「欸」という表記が用いられている。この表記の違いから

推し量られるように、普通話における「嗳」と、洛陽方言・長沙方言における「欸」は、実質的内容において

も違っている。そして、後の第 3 節で示すように、天津方言の「诶」は、普通話の「嗳」とも、洛陽方言・

長沙方言の「欸」とも、完全には一致しない。そこで本発表では無用の誤解を避けるために、普通話におけ

る感動詞 eiを「嗳」、洛陽方言・長沙方言における感動詞 eiを「欸」とする先行研究の表記を踏襲する一方

で、天津方言の感動詞 eiの表記については、これまでほとんど表記として使われたことのない「诶」と表記

する次第である。 

2.1． 普通話における「嗳」 

刘他（2001）によれば、普通話の「嗳」には 2つのタイプがある。1つ目は、上昇調のイントネーション

で、注意喚起あるいはあいさつの際に発せられる。2つ目は、緩やかな下降調で、同意あるいは承諾の際に文

頭で発せられる。次の例(1)と例(2)は前者、例(3)と例(4)は後者を示している3。 

(1) 嗳，你们到这边来。 

ei、ここに来て。 

(2) 嗳，前边儿的人慢点儿，后边的人跟不上。 

ei、前にいる人、ちょっとゆっくりと歩きなさい、後ろの人が追いつけなくなるよ。 

(3) 嗳，我在这儿，我马上就去。 

ei、今そこにいるから、すぐに行くよ。 

(4) 嗳，行，就照你说的办吧。 

                                                      
1 羅（2017）に述べられているように、天津方言の「嗯」と普通話の「嗯」には大きな違いが見られない。そこで、本

発表では両者を区別せず扱う。 
2 本発表で用いるデータは、発表者が 2016年 2月に天津で収集したものである。データは、1対 1の自然会話計 7ペ

アで、話者数が計 13人である（内男性 5人、女性 8人）。また、40歳以下の若年層の女性 1人を除いて、他のすべて

の話者が 40代以上の中年、高年層の話者である。データの収録時間はおよそ 210分である。 
3 例(1)から例(4)までは全て刘他（2001：446）による。 
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ei、いいよ、あなたの言う通りにしよう。 

 天津方言にも普通話と同様に、注意喚起そして承諾の「诶」が存在する。 

2.2． 洛陽方言・長沙方言に現れる感動詞「欸」 

 中国語の方言における感動詞「欸」の記述としては、発表者が知る限り、王（2011）と唐（2015）しかな

い。以下、順に紹介していく。 

王（2011）は河南省の洛陽方言の感動詞を網羅的に記述しており、その中には 2 種の「欸」が出ている。

1種目は下降調で、不満の際に文頭に現れる。2種目は上昇調で、文中で発せられる。その際、「欸」の前節

と後節は順接関係で、「欸」はその因果関係を強調すると述べられている。 

唐（2015）は、湖南省の長沙方言の感動詞を記述する際に「欸」に言及している。長沙方言において「欸」

は上昇調のイントネーションで、主に 3 つの場面に発せられる。1 つ目の場面は、相手の意見に賛成しない

際で、文頭で発せられる。2つ目の場面は、相手の行動を止めるための注意喚起をする場面である。この場面

では、反復系の「欸欸欸」も見られる。3つ目の場面は、普通話と同様のあいさつの場面である。 

次の第 3節では、天津方言における「诶」が、普通話における「嗳」や、洛陽方言・長沙方言における「欸」

とどのように異なっているか、さらに天津方言の感動詞「嗯」とどのように違っているかを観察する。 

3． 天津方言に特有の「诶」の使用条件 

 天津方言には、普通話と同様の、注意喚起と承諾の「诶」も存在するが、普通話あるいは他の方言に見ら

れない独特の「诶」もある。その「诶」のイントネーションは特徴的なもので、中国語のアクセントの「上

声」に似ており、低いところからはじまり、さらに下降した後に上昇する。場合によって軽く短く発せられ

ることもあれば、長く延びることもある。本節ではこの「诶」を場面ごとに観察する。 

以下、第 3.1節・第 3.2節では応答詞系の「诶」、第 3.3節・第 3.4節では非応答詞系の「诶」を、それぞ

れ普通話の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」、さらに天津方言の「嗯」と対比しながら観察する。 

3.1． 肯定応答の「诶」 

 対話において、「诶」は肯定応答の応答詞として現れることがある。以下、「相手の意見陳述に対する肯定

応答」「諾否疑問文に対する肯定応答」「命令・請求に対する肯定応答（承諾）」という 3つの場面ごとに、「诶」

の意味を普通話の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」、さらに「嗯」と対比しながら観察する。 

 まず「相手の意見陳述に対する肯定応答」の場面では、「诶」はほぼ無条件に自然である。例を(5)に挙げる。 

(5) A：这篇论文写得挺不错的。 

   この論文は良くできているね。 

   B：○诶。 

      ei。 

 例(5)では、話者 Aの「この論文は良くできている」という意見を話者 Bが認め、賛成する際に「诶」が現

れている。この場合、感動詞「嗯」と重なるが、両者は完全に同じではない。感動詞「嗯」は肯定応答として

発せられ得るが「诶」ほどの賛意はない。また、「诶」「嗯」の後に発話がまだ続く場合、それは「嗯」の場合

は、相手の意見への同調発話とは限らないが、「诶」の場合は同調に限られる。例(6)(7)を見られたい。 

(6) A：这篇论文写得挺不错的。 

   この論文は良くできているね。 

   B：嗯。○是挺不错的。／○不过分析方法还是有一点问题。 

     ng。○確かに良くできているね。／○でもやはり分析方法にちょっと問題があるよ。 

―  401  ―



(7) A：这篇论文写得挺不错的。 

   この論文は良くできているね。 

   B：诶。○是挺不错的。／？不过分析方法还是有一点问题。 

     ei。○確かに良くできているね。／？でもやはり分析方法にちょっと問題があるよ。 

例(6)と例(7)で示しているように、「この論文は良くできている」という意見に完全に同調しない意見「分

析方法に問題がある」が後に続く場合、前置の感動詞としては「嗯」だけが自然である。このように、肯定

応答の「诶」は相手の意見に対する強い賛意を必要とする。 

強い賛意の他に、肯定応答の「诶」の特徴としては「私が言いたかったこと・私が思いつくはずだったこ

とをあなたが言ってくれた」というニュアンスがある。次の例(8)のような、話者自身が思いつくはずだった

が思いつかないことを言われた際は、「嗯」より「诶」の方が自然である。 

(8) A：（幾何学の問題を説明して）在这边加一条辅助线不就立刻解开了吗。 

             ここに補助線を一本引けばすぐ解けただろう。 

B：○诶／？嗯，（这么简单的方法）怎么我就没想到呢！ 

○ei／？ng、（こんな簡単な方法は）なんで僕が思いつかなかったんだろう！ 

 次に、「命題の真偽を問う諾否疑問文に対する肯定応答」の場面では、「诶」は非常に発せられにくい一方、

「嗯」は問題なく発せられる。これは、次の例(9)によって示される。 

(9) A：这本书有意思吗？ 

この本は面白いですか。 

B：？诶／○嗯。 

 ？ei／○ng。 

最後に、「命令・請求に対する肯定応答（承諾）」の場面でも、同様の傾向が見られる。 

(10) A：你可千万别做那样的事儿啊！ 

     そんなことはしてはいけませんよ！ 

B：？诶／○嗯。 

 ？ei／○ng 

 また、例(5)から例(10)を見れば、普通話の下降調の「嗳」は例(9)の「命題の真偽を問う諾否疑問文に対す

る肯定応答」として発せられないのを除いて、感動詞「嗯」とほぼ同様な場面で発せられる。普通話の上昇

調の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」はこれらの場面で発せられない。このように、肯定応答の場合、天

津方言の「诶」は、普通話の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」、感動詞「嗯」と異なっていることが分かっ

た。 

3.2． 相づちの「诶」 

 話し手の発話を聞きながら、聞き手は相づちとして「诶」を発することがある。収集した会話データの中

には、例(11)のような断片が多数見られる。 

(11) 老玩儿就行，（诶）4呃，今天学完了明天我忘了，（诶）明儿接着再复习呗（诶对对对对对）。 

よくいじるといい、（ei）えっと、今日勉強して明日忘れてしまっても、（ei）明日また復習すればいい

でしょう（eiそうそうそうそうそう）。 

 例(11)の直前で、話し手はスマートフォンの使い方についてのエピソードを語っており、例(11)では、スマ

                                                      
44 括弧に囲まれる発話は聞き手の発話である。以下同様。 
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ートフォンの使い方が難しくても「よくいじり、忘れても復習すればいい」と話している。話し手が自分の

意見を述べている間に、聞き手は何度も「诶」を発した。3つ目の「诶」に続いて「对对对对对（そうそうそ

うそうそう）」という賛同の発話も現れている。 

また、相づちの「嗯」は、次の例(12)のようなものである。 

(12) 我们这孙子今年上初中，这功课不紧点儿吗，（嗯）原先也像您那样儿似的，都上我这吃饭来。（嗯）吃

完饭三口叽里咕噜走了。（嗯）这小不点儿进门看报，对吧。（嗯）得弄手机，（嗯）带上厕所，（嗯）折

腾折腾，到点儿吃饭了。（嗯）你说吃完饭能马上走吗，再冲着风呢，（嗯）待一小时吧，耽误工夫。看

到现在怎么办，就叫他们啊，放学直接回家。 

うちの孫は今年中学校に進学して、勉強が忙しくなったけど、（ng）昔もあなたのうちみたいに、うち

にご飯を食べに来ていたよ。（ng）ご飯を食べたらばたばた帰ってしまう。（ng）孫は学校が終わって

うちに来たらまず新聞を読んだりする、だろう。（ng）携帯をいじったり、（ng）トイレに行ったりし

て、（ng）うろうろするうち、晩御飯の時間になってしまったんだ。（ng）ご飯を食べたらすぐ家に帰

るわけがないだろう、風邪をひいてしまうだろう、（ng）だけどあと一時間うちで過ごすのも、時間の

無駄だね。じゃどうしようかと考えて，放課後直接家に帰るようにさせた。 

［羅 2017: 85-865］ 

 例(12)では、話し手は自分の孫の生活について語っている。この断片には相づちの「嗯」が多数見られる。

羅（2017）は、その断片の話題が、それまでに聞き手に語られたことがなく、完全な新情報であるというこ

とに着目し、「「嗯」が多用される話題では、聞き手は話題の内容に対して明確な態度を示さず」（p.88）、単

なる情報の受入であるとしている。それに対して、例(11)のような「诶」が多数現れる断片では、話し手が自

分の考え方を述べており、その間に、聞き手がその考え方に対して明確な賛意を示している。また、このよ

うな相づちの「诶」は、前小節の「相手の意見陳述に対する肯定応答」の「诶」と同様に、「私が言いたかっ

たこと・私が思いつくはずだったことをあなたが言ってくれた」というニュアンスが含まれる。 

 他方、普通話の下降調の「嗳」も、例(11)の場面で相づちとして発せられるが、「诶」のような「私が言い

たかったこと・私が思いつくはずだったことをあなたが言ってくれた」というニュアンスが含まれていない。

また、普通話の上昇調の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」はこの場面で発せられない。 

3.3． 独り言の「诶」 

 この小節では、「诶」は独り言で発せられるかどうかを考察する。考察に先立ち、「決断」と「状況受容」と

いう 2 つの状況を紹介しておく。「決断」とは、話者が決断する際に発せられるものであり、「状況受容」と

は「何らかの状況を話し手が受容しようとする際に、これに反応して発せられる」（定延 2002：96）もので

ある。「決断」の際には、「诶」は例(13)のように問題なく発せられる。 

(13) （色々なやり方を考えた後）诶，还是得这么干。 

                             ei、やはりそうしないと。 

 一方、「状況受容」の際には、「诶」は発せられにくい。 

(14) （おいしい魚をひと口食べて）？诶，真好吃！ 

                                   ei、うまい！ 

 だが、次の例(15)のように、以前友人に「XX店の魚はとてもうまい」と教えてもらったことがあり、それ

を思い出しながらひと口食べた場合には、容認度がかなり高くなる。 

                                                      
5 引用者による書式の変更がある。 
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(15) ［以前友人に勧められた XX店の魚をひと口食べて］○诶，是挺好吃的！ 

                            ei、確かにうまいね！ 

 「決断」と「状況受容」という 2つの場面の観察からわかるのは、「诶」は独り言として発せられる際にも、

ある程度の「先行物」を必要とする、ということである。この「先行物」は、例(15)のように、他者の以前の

発話でもよいし、例(13)のような「頭の中にある、それまでの自分の思念」（擬似的な「対話相手の発話」）で

もよい。一方、普通話の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」は、独り言の場合に発せられない。さらに、羅

（2017）で述べられているように、「嗯」にはこのような制限がなく、どちらの場面でも自然に発せられる。  

3.4． 発話途中で話し手によって発せられる「诶」 

 本小節では、発話途中で話し手によって（いわゆる「文中」で）発せられる「诶」を取り上げる。収集した

会話データには、次の(16)のような「诶」が多数見られる。 

(16) 我现在想开了，诶，这卫生啊，过去啊，也不像过去赛的住平房，那楼房都利利索索的，诶，就把这吃

的采买到就得了。 

私は最近心が広くなってね、ei、掃除はね、昔ね、昔住んでいた平屋と違って、最近のマンションがけ

っこうきれいだから、ei、食べ物さえ買っておけばいい。 

 例(16)にある 2つの「诶」は、どちらも聞き手の存在を前提として発せられるものである。話し手は、「最

近は心が広くなった。平屋に住んでいた昔は、掃除にかける時間が非常に長かったが、マンションに引っ越

した後は、さほど掃除しなくてもけっこうきれいで、食べ物さえ買っておけば心配することはないから」と

いうことを話している。この発話の中で、1つ目の「诶」は「私は最近心が広くなってね」と「掃除はね」の

間に発せられ、2つ目の「诶」は「最近のマンションがけっこうきれいだから」と「食べ物さえ買っておけば

いい」の間に発せられている。この 2 つの「诶」のいずれも、先行発話と後続発話に、トピックの違いは見

られない。また、「心が広くなった」と「掃除」、「マンションがきれい」と「食べ物さえ買えば」の間に、逆

接的な関係は特に見られない。この観察は、一般的と言えるのだろうか。以下、例(17)と例(18)の 2つの作例

で確かめる。 

(17) ？我现在想开了，诶，我听说你最近搬家了，…… 

        私も最近心が広くなってね、ei、というか最近お引越しになったと聞きましたが、… 

(18) ？我现在想开了，诶，可是想想还是得多做卫生，…… 

      私も最近心が広くなってね、ei、でもよく考えるとやはりちゃんと掃除しなきゃ… 

 例(17)では、「诶」の先行発話と後続発話の間に、トピックの変更が起こっている。また、例(18)では「诶」

の後続発話と先行発話とは逆接的関係にある。そして 2つの作例のどちらにおいても「诶」は不自然になる。

これらは「诶」をポーズに変えると自然なので、(17)(18)の不自然さは「诶」のためと考えられる。つまり、

発話途中で話し手によって発せられる「诶」は、(i) 先行発話と後続発話の間にトピックの変更がない、(ii) 先

行発話と後続発話が逆接の関係にない、という 2つの条件を満たされなければ発せられない。一方、「嗯」に

はこのような制限がない。例(17)(18)の「诶」を「嗯」に変更したものを(19)(20)として下に挙げる。 

(19) 我现在想开了，嗯，我听说你最近搬家了，…… 

      私も最近心が広くなってね、ng、というか最近お引越しになったと聞きましたが、… 

(20) 我现在想开了，嗯，可是想想还是得多做卫生，…… 

    私も最近心が広くなってね、ng、でもよく考えるとやはりちゃんと掃除しなきゃ… 

 これらにおいて「嗯」は自然である。即ち、「诶」には前後文脈の一貫性が求められているが、「嗯」はそう

でないと言える。また、洛陽方言の上昇調の「欸」も、発話途中で現れることが可能だが、前節と後節の因
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果関係が求められているという点は「诶」には見られない。さらに、普通話の「嗳」、洛陽方言の下降調の「欸」・

長沙方言の「欸」は発話途中で発せられない。 

4． 天津方言に特有の「诶」の意味とは？ 

 前節までの観察をもとに、天津方言の感動詞「诶」の意味について考える。観察から、「诶」は、普通話の

「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」と使い方がほとんど重ならないことが分かった。また、感動詞「嗯」の

ような、単なる命題の真偽の判断、あるいは情報の受入のシグナルと異なり、「诶」は相手の存在を前提とし、

強い賛意と結びつく。しかし、たとえ賛意があるとしても、応答詞「对（そう）」とは異なる。「对（そう）」

は意味論的な意味を持っており、ある命題は真であると判断する際に発せられる表現である。それに対して、

「诶」は意味論的意味を持っておらず、その上「诶」は話者の賛意以外の処理も示している。 

 応答詞系（相手の意見に対する肯定応答、相づち）と非応答詞系（独り言、発話途中）の「诶」の発せられ

る文脈と条件の観察を通して、「诶」の意味は、次のようにまとめられる。応答詞系の「诶」の場合、相手か

ら受け取った情報が予想外の情報ではない（あるいは予想外だが、思いつきにくい情報ではない）が、話者

の頭の中で、その情報がぼんやりした状態にある。相手の発話を受け取ることによって、その情報がぼんや

りした状態からはっきりした状態になった際に、「诶」が発せられる。その際の「诶」は、相手から受け取っ

た情報が元から自分自身がある程度持っていた、あるいは非常に接近していたことを示している。「诶」が発

せられることによって、相手への高程度の同調が示される。また、非応答系の「诶」の場合、最初に「诶」の

話者の頭の中にある「そこまでの自分の思念」という情報がぼんやりした状態にある。ある状況に遭遇する

（独り言の場合）際に、あるいはある話題が進行する（発話途中の場合）に連れ、「そこまでの自分の思念」

がぼんやりした状態からはっきりした状態になり、その際に「诶」が発せられる。その際の「诶」は、元から

持ってはいたがきちんと整理されていない情報が整理できたということを示している。「诶」が発せられるこ

とによって、話者のこれから語る情報に対する「念押し」ということが示される。 

5． おわりに 

 本発表では、中国語の天津方言における感動詞「诶」（低いところからはじまり、さらに下降した後に上昇

するというイントネーションで発せられるもの）に焦点を当て、普通話の「嗳」、洛陽方言・長沙方言の「欸」・

感動詞「嗯」と比較しながら、それらには見られない、「诶」独自の用法を観察した。その上で、「诶」に、あ

る情報を受け取る、あるいは頭の中から引き出すことによって、頭の中にある整理されていない情報が整理

できた状態になったという意味を認めた。 
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日本語量化文解釈の方略と選好性について	

藏藤健雄(立命館大学)	 井上雅勝(武庫川女子大学)	 松井理直(大阪保健医療大学)	

                   kurafuji@fc.ritsumei.ac.jp    m_inoue@mukogawa-u.ac.jp      michinao.matsui@ohsu.ac.jp 
 
1. はじめに 
	 数量詞を含む文（量化文）がどのように解釈される

のかという問題は理論言語学において中心課題のひと

つである．特に近年実験的手法による量化文の研究が

盛んになってきている (Filik et al., 2004, Raffray and 
Pickering 2010 等) ．本稿では，独自に開発した手法を
用いて日本語量化文解釈の選好性を調査し，量化と文

処理の関係を考察する． 
 
2. 背景 
	 オンラインでの文処理は左から右へ漸進的に行われ

ると考えられるが，その際，様々な方略が用いられる．

例えば，(1)の文の理解において「構造を最小にせよ」
という方略 (Frazier & Rayner 1982) が働くとすると，
「犯人を捕まえた」が「青年」を修飾する関係節と解

釈するよりも，「警官が犯人を捕まえた」という単文解

釈として理解され，第 4 領域（関係節主要部）の「青
年に」で，再解釈のために読解時間が増加する(ガーデ
ンパス効果：以下GP効果)． 
 
(1)  警官が｜犯人を｜捕まえた｜青年に｜礼を｜ 
 言った. 
 
	 ここで井上他 (2007) は， (1)に数量詞を付加した
(2)-(4)のような構文では， GP効果の量が変動すること
を観察した．すなわち，(1), (4) に比べると，(2), (3)で
は第 4領域のGP効果が減少した (図 1)． 
 

図1	量化パターンによるGP効果量(R4)の変動 (井上他, 2007) 
 
(2) 警官が｜すべての犯人を｜捕まえた｜青年に｜ 
 礼を｜言った. 
(3) すべての警官が｜犯人を｜捕まえた｜青年に｜ 
 礼を｜言った. 
(4) すべての警官が｜すべての犯人を｜捕まえた｜ 
 青年に｜礼を｜言った.  
 
	 この観察に対し，本稿では (5) のような仮説をおく． 

 
(5) 「主語＋目的語＋2項動詞」において， 

 a. 主語か目的語の一方が裸名詞で他方が数量詞付
き名詞の場合，量化計算が行われる．そのさい，

構造決定が遅延し，GP効果が減少する． 
 b. 主語と目的語の両方が数量詞付き名詞の場合，

量化計算は行われず，裸名詞と同様の解釈方略

が用いられる．そのため構造決定は遅延せず，

裸名詞の場合と同じようなGP効果を示す． 
 
以上の仮説を検討するため，次節で紹介する方法を用

いて，数量詞を含む文がどのように解釈される傾向に

あるのか検討する． 
 
3. 方法 
参加者．立命館大学（151人），武庫川女子大学（40人），
大阪保健医療大学（75人），計 266人であった．  
刺激．「主語(が)目的語(を)＋2 項動詞（過去形）」から
なる 100 の単文を作成し，人，あるいはなんらかの動
作を行うことができる名詞を主語にもつ35文を実験刺
激文として，5 文を練習刺激文として選択した．また，
主語・目的語が，裸名詞ないし 2 つの量化詞（ほとん
ど，すべて）のいずれかが付加された名詞を組み合わ

せ，7つの量化構文を作成した（裸―裸構文，裸―ほと
んど構文，ほとんど―裸構文，ほとんど―ほとんど構
文，裸―すべて構文，すべて―裸構文，すべて―すべ
て構文；主語と目的語が両方量化詞を両側量化，片方

のみの場合を片側量化とよぶ）．40 の実験文について，
それぞれ 7つの構文を作成し，あわせて 280の刺激文
を作成した．このうち 245 文の実験刺激は，他の構文
と重ならないよう 1つの文セットから 1文だけ取り出
し，各構文 5文ずつ計 35文からなる提示用リストを 7
種類作成した．参加者にはいずれか 1 つのリストを割
り当て，ランダム順に提示した．実験の所要時間は 40~ 
60分であった． 
質問項目と解釈パターン.	文を読んだ参加者がどのよ

うな解釈を行ったかを判断するために，本研究では，

まず 13の質問項目を作成した (表 1)．各質問に対する
「はい・いいえ」の回答パターンは，7つの構文それぞ
れについて，213 = 8192通り，合計 8192×7 = 57344通
りになる．個々の回答パターンに対し，表 2 にあげた
10 の解釈のいずれに相当するかを実験者が判断し，コ
ード化した．なお，表 1質問 1から質問 10までの回答
に矛盾を含む場合，および「ほとんど」「すべて」によ

って量化された名詞は必ず複数であるという前提で，

これらの名詞の数が 1 つと回答した場合は，不適切な
回答（以下，偽解釈とよぶ）とみなした． 
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表 1 質問項目 
「女性客がほとんどの服を試着した」の場合 
質問 1. 女性客はひとりでしたか？ 
質問 2. 服は 1着でしたか？ 
質問 3. 女性客と服の数は同じでしたか？ 
質問 4. 服を試着しなかった女性客はいましたか？ 
質問 5. 女性客に試着されなかった服はありましたか？ 
質問 6. 服を試着した女性客はひとりだけでしたか？ 
質問 7. 女性客に試着された服は 1着だけでしたか？ 
質問 8. 2 着以上の服を試着した女性客はいましたか？ 

質問 9. 2 人以上の女性客に試着された服はありました

か？ 

質問 10. 

服を試着した女性客を1人1人区別するのではな
く，「ひとまとまりの女性客」としてイメージし

ましたか？（女性客が 1人の場合は「いいえ」を

押す） 

質問 11. 

女性客に試着されなかった服を1着1着区別する

のではなく，「ひとまとまりの服」としてイメー

ジしましたか？（服が 1着の場合は「いいえ」を
押す） 

質問 12. 

服を試着しなかった女性があれば，それをイメー
ジからはずしてください．そのうえで，服を試着

したそれぞれの女性客が個別にほとんどの服を

試着しましたか？ 

質問 13. 

女性客に試着されなかった服があれば，それをイ

メージからはずしてください．そのうえで，女性

客に試着されたそれぞれの服が個別にほとんど
の女性客に試着されましたか？ 

	
表 2 解釈パターン 

(1) 主語と目的語が相互にリンク 
(2) 1対 1解釈 
(3) 主語のみグループ解釈 
(4) 目的語のみグループ解釈 
(5) 主語－目的語グループ解釈 
(6) 累加的解釈 
(7) 主語裸名詞が広い作用域 
(8) 目的語名詞句が広い作用域 
(9) 数量詞主語が裸目的語に対して広い作用域 

(10) 数量詞目的語が裸主語に対して広い作用域 
	

主語が目的語に対して及ぼす行為をここでは「リンク」

とよぶことにする．「(1) 主語と目的語が相互にリンク」
は，主語の解釈を満たす個体（「すべての学生」なら学

生全員，「ほとんどの学生」なら半数以上の学生，「学

生」なら最低ひとりの学生）がそれぞれ目的語の解釈

を満たす各個体すべてに対してリンクをもつ解釈であ

る．すべて－すべて構文では，すべての主語個体から

すべての目的語個体に対してリンクがある．「(2) 1対 1
解釈」はリンクを持つ個体は最大 1 本のリンクだけも
つ解釈である．主語個体と目的個体がそれぞれひとつ

だけの場合，1リンク解釈となる（詳細は後述）．「(3)-(5)
グループ解釈」とは，主語個体および目的語個体をひ

とまとまりのグループとして解釈するケースである．

「いっしょに」や「まとめて」のような副詞を用いた

解釈とほぼ同義と考えてよい．主語がグループ，目的

語が複数個体の場合，主語グループからリンクが 2 本
でていることになる．「(6) 累加的解釈」は複数主語と

複数目的語の間にランダムにリンクをつけたような解

釈である．「相互にリンク」の解釈から１本でもリンク

が欠けると累加的解釈になる．「(7)-(8) 裸名詞が広い作
用域」とは，いわゆる不定名詞の特定(specific)解釈に対
応する．ただし，単数と解釈された裸名詞に限定して

いる．複数と解釈される裸名詞の場合は累加的解釈と

区別がつかない．「(9)-(10) 数量詞が裸名詞に対して広
い作用域」は典型的な量化解釈である．例えば，「すべ

ての女性客が服を試着した」の場合，「女性客ひとりひ

とりについて，（少なくとも一着の）服を試着した」の

ように，数量詞付名詞の各個体に着目した解釈である． 
手続き．調査は，論文著者の各大学の実験室やコンピ

ュータ演習室を利用して実施された．同一時間帯に実

施する調査の参加者は，1人の場合も複数名の場合もあ
った．調査プログラムは，Microsoft Excelにより制御さ
れた．調査に先立ち，参加者には，解釈パターンのい

くつか（主語が広い作用域の解釈，累加的解釈，グル

ープ解釈など）を図示したうえで，参加者がイメージ

した状況と質問への回答の仕方との対応関係を説明し

た．説明の段階では，「すべて」「ほとんど」は用いず，

「3人」「2人以上」のような表現を用いた． 
	 次に，参加者が PC画面に現れた試行開始ボタンをマ
ウスで押すと，まず刺激文が現れた．参加者には，文

全体を読んで，その文が示している状況（特に登場し

た人物や事物の数）をしっかりとイメージし，その文

の状況の簡単な見取り図を手元のメモ用紙に書いてお

くよう指示した．次に，ボタンを押すと，前述の 13の
質問文が 1 つずつ順に現れた．参加者には，これらの
質問を読んで，「はい・いいえ」のいずれかのボタンを

押して回答するよう教示した．13 の質問項目に対する
参加者の回答パターン（はい: 1, いいえ: 0）が Excelフ
ァイル上のシートに記録されていった．なお，回答画

面には，刺激文，最初の 2 つの質問で答えた主語およ
び目的語の数（１ないし複数），質問文とその質問への

回答結果（はい・いいえ）が常に表示されていた．回

答中，ないし試行終了後でも，それ以前の質問に戻っ

て回答を修正することが可能であった．5試行の練習の
後，35の本試行が行われた． 
 
4. 結果 
回答数と真偽解釈の回答率. 有効回答数は9415であっ
た．このうち，真の解釈が 8048 (85.4%)，偽の解釈が
1367 (14.5%) であった． 
構文別・解釈別の回答率. 7つの量化構文それぞれにつ
いて，偽解釈を除いた真の解釈のうち，前述の 10の解
釈の回答率と真の解釈の回答数を示す (最後のページ
の表 3)．裸―裸構文では，1対 1解釈 (2) が最も多く 
(60.2%)，両側量化構文では，主語・目的グループ解釈 
(5) が最も多く回答された (42.9%, 44.2%)．一方，片側
量化条件の主語・目的グループ解釈は，これらの値に
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は達していない (16.0%, 22.6%, 15.5%, 21.8%)．この結
果は，両側条件では通常の量化の計算が行われず，量

化された主語と目的が単体のグループと解釈されるこ

とによって，裸―裸構文１対１解釈のように１個体同
士の関係（１リンク解釈）として理解されやすいとい

う，前述の予測に一致するデータとみることもできる．

しかし，１リンク解釈は，このほかの解釈パターンに

も存在する．例えば，裸―ほとんど構文で，裸主語が
単数，量化目的語が１グループとして解釈されると，

１リンク解釈がなりたつ．すなわち，当初の仮説を検

証するためには，参加者が名詞の数をどのように認識

したかを考慮した解釈の再分類が必要である． 
名詞の数の認識を考慮した構文別・解釈別の回答率. 
質問 1「女性客はひとりでしたか？」，質問 2「服は 1
着でしたか？」の回答パターンにもとづき，10 の解釈
分類をさらに細分化した (最後のページの表 4)．表 4
の１リンク解釈と記された列が，１リンク解釈を選択

した回答の割合に相当する．さらに，１リンク解釈と

それ以外の解釈の回答率を構文ごとに集約した (表 5 )．
これをみると，裸―裸条件の１リンク解釈は突出して
いる点は変わらないが (82.2%)，「すべて」，「ほとんど」
とも，２つの片側条件と両側条件の１リンク解釈の回

答率は 49%～61%の間にあり，井上他 (2007) でみられ
た，2つの片側量化構文よりも裸―裸構文と両側量化構
文の方が GP 効果が大きいという結果パターンとの対
応がみられていない． 
 

 
表 5 a  1 リンク解釈の回答率 (%) （ほとんど） 

 
目的語裸 目的語量化 

主語裸 82.2% 44.8% 

主語量化 39.0% 42.9% 

 
表 5 b  1 リンク解釈の回答率 (%) （すべて） 

 
目的語裸 目的語量化 

主語裸 82.2% 51.4% 

主語量化 41.8% 44.2% 

 
1 リンク解釈の回答率に対するロジスティック混合モ
デル分析. 従属変数については，回答が１リンク解釈
であった場合に 1，それ以外の解釈を 0の数字にコード

化した．「すべて」，「ほとんど」それぞれについて，独

立変数として，主語量化の固定因子（裸か量化），目的

語量化の固定因子（裸か量化）を設定した．なお，2
つの分析の裸―裸条件には，同じデータを用いた．そ
れぞれ，裸条件を-0.5，量化条件は＋0.5 にコード化し
た．統計プログラムR version 3.3.3 (R Core Team, 2017) 
の lme4パッケージ version 1.1-13 (Bates et al., 2017) に
含まれる glmer関数を用いて，2つの固定因子項とそれ
らの交互作用項，および参加者 IDをランダム切片およ
びランダムスロープにもつロジスティック混合モデル

分析を実施した．なお，他のモデルでは計算が収束し

なかったため，ここでは最小のランダム変数構造を持

つモデルを採用した．主語量化の固定因子 (β = -0.963, z 
= -12.51, p < .01)，目的語量化の固定因子 (β = -1.37, z = 
-17.422, p < .01)，および交互作用項 (β = 2,351, z = 15.08, 
p < .01) がいずれも有意であった．ただし，表 5a, bに
明らかなように，有意な交互作用は，他の 3 つの条件
に対して裸―裸構文の１リンク解釈の回答率だけが際

立って高いことを反映するものであると考えられる．

つまり，2つの片側量化構文よりも，裸―裸構文と両側
量化構文で１リンク解釈がより多く回答されるという

当初の仮説の基礎となる傾向は，このデータには見い

だされなかった． 
疑似量化解釈の回答率. 表 4 の太数字部分は，本研究
で疑似量化解釈 (pseudo-quantification interpretation) と
名付けられる解釈の回答率である．疑似量化とは，数

量詞の作用域を計算しない，論理的な量化の定義に合

わない様式の量化解釈である．疑似量化には，量化さ

れた名詞がグループ化された場合をすべて含み，その

ほか両側量化で１対１解釈がなされる場合，および「す

べて」において累加的解釈がなされる場合が含まれる．

それら以外の解釈は，論理的量化計算に基づいて解釈

された回答である． 
	 量化解釈と疑似量化解釈について，構文ごとに回答

率を集約した (表 6 a, b)（注：なお，量化詞がない裸―
裸構文では，そもそも量化計算が行われないため，10
の解釈のいずれの回答であっても，量化・疑似量化の

回答カテゴリーに分類することはできない）．これをみ

ると，１リンク解釈の場合とは異なり，両側条件の疑

似量化解釈の回答率が上昇していることがわかる． 
 

表 6 a  疑似量化解釈の回答率 (%) （ほとんど） 

 
目的語裸 目的語量化 

主語裸 × 57% 

主語量化 52% 66% 

 
表 6 b  疑似量化解釈の回答率 (%) （すべて） 

 
目的語裸 目的語量化 

主語裸 × 61% 

主語量化 58% 85% 

表 5 条件ごとの１リンク解釈の比率 

主語 目的語 １リンク解釈 （それ以外の解釈） 

裸 裸 82% 18% 

裸 ほとんど 45% 55% 

ほとんど 裸 39% 61% 

ほとんど ほとんど 43% 57% 

裸 すべて 51% 49% 

すべて 裸 42% 58% 

すべて すべて 44% 56% 
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疑似量化解釈の回答率に対するロジスティック混合モ

デル分析. 裸―裸構文を直接の比較対象にできないた
め，ここでは，両側量化構文よりも 2つの片側量化構
文の方が疑似量化解釈の回答率が低いことを，３条件

間で検証する．そのため，ダミーコードを用いて 2因
子化した（両側量化構文 (0, 0) ，主語裸―目的語量化
構文 (1, 0) ，主語量化―目的語裸構文 (0, 1)）．前半の
コードが主語量化の効果（固定因子A），すなわち両側
量化構文と主語裸―目的語量化構文の傾きを，後半の

コードが目的語量化の効果（固定因子B），すなわち両
側量化構文と主語量化―目的語裸構文の傾きを検討す

ることに相当する．従属変数（回答が疑似量化解釈の

場合が 0，量化解釈の場合が 1のようにコード化）につ
いて，交互作用項を持たない 2つの固定因子からなる
ロジスティック混合モデル分析を実施した． 
	 「ほとんど」の分析では，最大モデルで収束し，固

定因子A, Bの主効果が有意であった (β = -0.4749, z = 
-3.022, p < .01; β = -0.7573, z = -4.925, p < .01)．「すべての」
の分析では，最小モデルまで計算が収束せず，２つの

主効果が有意であった (β = -1.770 , z = -14.84, p < .01; β 
= -1.980, z = -16.51, p < .01)．これらの結果は，どちらの
量化であれ，両側量化構文の方が，2つの片側量化構文
よりも，疑似量化解釈の回答率が高いことを示してい

る．以上の結果から，井上他 (2007) のリーディンク実
験において，両側量化構文のGP効果が 2つの片側量化
構文よりも大きかったという事実には，両側量化構文

で疑似量化解釈がより多く想定されやすいことが関与

している可能性が示唆された． 
 
5. 考察	
	 今回の調査では，解釈パターンの類似性により，両

側量化構文と裸－裸構文が同等の GP 効果を示すとい
う仮説 (5) は却下された．しかし，新たな発見として，
片側量化構文と両側量化構文では，論理的な量化計算

を行うかどうかの差がみられることがわかった．疑似

量化解釈は，これまでの意味論研究では偽と判断され

る解釈である．しかし，実際には，オフラインの調査

ではあるものの，特に両側量化で疑似量化解釈が多く

みられることが明らかになった．その理由として，(i)
数量詞付き名詞は，個体ひとつひとつに着目した量化

計算よりも，グループとして解釈したほうが認知的な

処理負荷が低い，また，(ii) 両側量化構文での量化計算
が複雑なために，他の方略（疑似量化）で解釈される，

という可能性が考えられる． 
	 むろん，本調査結果だけからこれらのことが直接実

証できたわけではないが，GP 効果実験との関連から，
ある程度その推測が可能であると考えられる，すなわ

ち，片側量化では，両側量化に比べると，量化計算に

必要な認知的処理負荷はそれほど高くない．そのため

論理的量化計算が行われやすくなるが，その際，統語

構造の決定が一時的に遅延され，その結果，GP効果が
減少する．一方，両側量化の際は，論理的量化計算の

処理負荷が高いため，より処理負荷が低い疑似量化解

釈への選好が高まる．その際，統語構造は即時に決定

され，結果として，GP効果が増大する． 
 
6. 今後の課題	
	 裸－裸構文で，両側量化構文の場合と同じ程度にGP
効果が観察されることについては，上のような論理的

量化―疑似量化という枠組みで説明することができな

いため，今後の課題としたい．また，量化構文の種類

により GP 効果の現れ方に差があることを取り出した
先行研究と，本調査では，異なる文刺激が用いられて

いる．そこで，あらためて本研究の文素材を用いて行

動実験を実施し，同じ結果が再現されるか，さらに，

本調査で得られた各刺激の数量（疑似量化解釈の回答

率など）とGP効果実験の読み時間データとの間に，よ
り直接的な量的関係があるかどうかを検討することも

必要である． 
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表 3 真の解釈に対する構文別・解釈別の回答率 (%) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

主語 目的語 

主語と

目的語

が相互

にリン

ク 

１対１ 

解釈 

主語の

みグル

ープ解

釈 

目的語

のみグ

ループ

解釈 

主語目

的語グ

ループ

解釈 

累加的

解釈 

主語裸

名詞が

広い 

作用域 

目的語

裸名詞

が広い

作用域 

QP 主語

が裸目的

語に対し

て広い 

作用域 

QP 目的

語が裸主

語に対し

て広い作

用域 

真解釈の

回答数 

裸 裸 0.4 60.2 4.7 13.7 6.6 3.1 9.4 1.8   1230 
裸 ほとんど 1.1 0.5 8.0 32.1 16.0 0.2 36.9   5.2 1061 

ほとんど 裸  4.2 21.9 7.8 22.6   18.5 25.0  921 
ほとんど ほとんど  4.5 6.8 11.8 42.9 34.0     1242 

裸 すべて 0.8  4.8 41.2 15.5  34.7  0.1 3.0 1183 
すべて 裸 1.8  26.0 9.9 21.8   17.4 23.2  1175 
すべて すべて 14.6 4.0 7.8 14.4 44.2 14.9     1236 

 
 

表 4 名詞の数を考慮した真の解釈に対する構文別・解釈別の回答率 (%) 

  
主語と目的
語が相互に 

リンク 

１対１ 
解釈 

主語のみ 
グループ解釈 

目的語のみ 
グループ解釈 

主語目的語
グループ解釈 

 主語数 複数 １つ １つ 複数 複数 複数 複数 １つ 複数 複数 

 目的語数 複数 １つ 複数 １つ 複数 １つ 複数 複数 複数 複数 

主語 目的語  １リンク

解釈 
１リンク

解釈 
１リンク

解釈  １リンク

解釈  １リンク

解釈  １リンク 
解釈 

裸 裸 0.4 58.5 0.5 0.2 1.1 3.8 0.9 12.6 1.1 6.6 

裸 ほとんど 1.1    0.5  8.0 28.7 3.4 16.0 
ほとんど 裸     4.2 16.4 5.5  7.8 22.6 
ほとんど ほとんど     4.5  6.8  11.8 42.9 

裸 すべて 0.8      4.8 35.9 5.2 15.5 
すべて 裸 1.8     20.0 6.0  9.9 21.8 
すべて すべて 14.6    4.0  7.8  14.4 44.2 

       

  累加的解釈 
主語裸名詞が 

広い作用域 

目的語裸名詞が

広い作用域 

QP主語が裸目的語に

対して広い作用域 

QP 目的語が裸主語に

対して広い作用域 

 主語数 １つ 複数 １つ 複数 複数 複数 １つ 複数 複数 複数 

 目的語数 複数 複数 複数 複数 １つ 複数 複数 複数 複数 1 つ 

主語 目的語           

裸 裸 0.7 2.4 9.4  1.7 0.1     

裸 ほとんど  0.2 35.5 1.3     5.2  

ほとんど 裸     18.5   25.0   

ほとんど ほとんど  34.0         

裸 すべて   34.7    0.1  3.0  

すべて 裸     17.3 0.1  23.2   

すべて すべて  14.9         
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３つのタイプの認識的不定表現 

金子真（岡山大学） 
kaneko06@cc.okayama-u.ac.jp 

1. はじめに 
様々な言語において、話者が名詞句の指示対象を同定できないことを示す「認識的不定表現 (Epistemic Indefinites、以後
EIと略)」と呼ばれる表現が存在する。以下の例において太字で記した、日本語のWHカ、WHダカ、英語の some＋単
数可算名詞、some NP or other、挿入句的 I don’t know WHなどがそれにあたる。 

(1)a. さる病院で受診したところ、超音波で膵臓に何か影があるがよくわからないといわれたそうです。

 (BCCWJ, 西満正 1997『がんは死の宣告ではない』(LBl4_00042/31720)) 
  b. 安く買える大型バイクはありますか？型落ち・不人気・欠陥アリなど、安く買える理由が何か存在するから安

 い訳です。(BCCWJ, Yahoo! 知恵袋 2005 (OC06_0060)) 
  c. 彼女、誰だか人相のわるい男と、話してます。(BCCWJ, 辻真先 1988『犯人さん、復讐です』 (LBc9_00087)) 
(2)a. Some general has been shot. (Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito 2014: 3) 
  b. Some general or other has been shot. 
  c.  Bea kissed someone, you will never guess who, at the party. (Kluck 2011: 22)  

近年、EI を統一的に説明することを目指し、次の 2 つのアプローチが提案されている。まず Alonso-Ovalle & 
Menéndez-Benito (2010)は、「EIは名詞句の代替集合が 2つ以上の要素を含むことを前提とする」と主張し、この制約を
(3a)により表している。(3a)によると「EIは尐なくとも 2つの可能世界w1とw2において、名詞句の指示対象が異なる」

ことを要求する。この分析によると、(2a,b)は、(3b)が示すように選言で書き換えられ、非同定解釈はこうした選言と同
様、グライスの量の原則を通じて派生される、会話の含みである。 

(3)a. ∃w1,w2∈W (λx[P(x)(w1) & Q(x)(w1)] ≠ λx[P(x)(w2) & Q(x)(w2)] (Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito 2010: 7) 
b. 「w1では将官 1が撃たれた」∨「w2では将官 2が撃たれた」（前提：[[将官 1]] ≠ [[将官 2]]） 

一方、Aloni & Port (2015)は「EIは慣習化された含みとして、名詞句の指示対象が文脈上必要とされる仕方で同定されて
いないことを表す」と主張している。この分析によれば(2a)の someは、問題となっている人物（撃たれた人物）が将官
であることはわかっているが、文脈上必要とされている名前（または指差し）による同定がなされていないことを示す。 
 これら 2つの研究、およびそれに続く研究は、それぞれの主張を裏付けるためにいくつかのテストを提案している。

本研究では、これらのテストを再検討することにより、EIの中に尐なくとも次の 3つのタイプを区別すべきであると論
じる。そして、それぞれのタイプに異なる意味的分析を提案する。 

タイプA：日本語における格表示された名詞句に後続するWHカ、英語の some NP or other 
タイプB：日本語の名詞句に先行するWHカ、英語の some＋単数可算名詞 
タイプC：日本語のWHダカ、英語の挿入句的 I don’t know WH 

以下、まず 2節において、先行研究で提案されたテストを適用するとEIは 3つのタイプに分かれることを示す。次に 3
節において、それぞれのタイプに異なる分析を提案する。続いて 4節において、日本語の 3つのタイプの EIに対して
行ったコーパス調査の結果を提示し、3節で提案する分析を裏付ける。最後に 5節で全体のまとめを行う。 

2. ３つのテスト 
2.1 代替集合に要素が 1つである名詞句との共起テスト 
まずAlonso-Ovalle & Menéndez-Benito (2010)は、スペイン語におけるEIとして algúnを挙げ、 (4a)の下線部のように名
詞句が最上級表現を伴い代替集合に 1 つの要素しか存在しない場合、algún は容認されないことを指摘している。(4b)
が示すように名詞句に後続するWHカも同様のふるまいを示す。 

(4)a. #Juan compró algún libro que resultó ser el más caro de la librería (Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito 2010 : 14) [#A] 
 „#Juan bought ALGÚN book that happened to be the most expensive in the bookstore.’ 
  b. ??ジョンは、その本屋で一番高い本をドレカ買った。                                          [ ??A] 

P-5
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一方Sudo (2010)は、(5a)が示すように名詞句に先行するWHカは同様の文脈で容認されることを指摘し、この場合には
Aloni & Port (2015)が提案する「文脈上関与的な同定方法の欠如」アプローチがより適切であると主張している。インフ
ォーマントによるとこの場合、some単数も、容認されるようである (ex. (5b))。さらに(6a,b)が示すように、同じ文脈で、
英語の挿入句的 I don’t know WHと日本語のWHダカも容認される。 

(5)a. ジョンは、ドレカその本屋で一番高い本を買った。(Sudo 2010, (33b))                              [√B] 
b. John bought some book that happened to be the most expensive in the bookstore.                           [√B] 

(6)a. John bought a book – I don’t know which one – that was the most expensive in the bookstore.                [√C] 
  b. ジョンは、ドレダカその本屋で一番高い本を買った。                                           [√C] 

「婚約者」のように、特定・非同定解釈では、代替集合に唯一の要素しか存在しない名詞句の場合にも、3つのタイプ
のEIの間に、同様の相違が見られる。 

(7)a. クリスチンには、郷里にダレカ婚約者がいるんだよ。(モンゴメリ,中村佐喜子訳 2013『アンの婚約』）[√B] 
   b. Christine has some fiancé in her hometown.                                                        [√B] 
(8)a. ??クリスチンには、郷里に婚約者がダレカいるんだよ。                                         [ ??A]                             
  c. ??Christine has some fiancé or other in her hometown.                        [??A] 
(9)a. クリスチンはダレダカ婚約者がいるんだよ。                          [√C]  
   b. Christine has a fiancé – I don’t know who –  in her hometown.                                       [√C] 

2.2指差し・名前による同定テスト 
Aloni & Port (2015)は、EIの容認度に同定方法の違いが関与的であることを示すため、指示対象が指差しはできるが名前
では同定できない場合、algúnの容認度が低いのに対し(10a)が示すように someは問題なく容認されることを指摘してい
る。Sudo (2010)は、(10b)のように同じ文脈で、名詞句に先行するWHカは容認されることを指摘している。(11a,b)が示
すように、同じ文脈において、WHダカも I don’t know WHも容認される。(12a)は指示対象が指差しを受ける実例である
が、WHカを(12b)のように格表示を受ける名詞句に後続させると容認度が落ちる。 

(10)a. Look! Some professor is dancing lambada on the table. (Aloni & Port 2015: 131)                    [√B] 
 b. 見て! ダレカ教授が、机の上で踊っているよ!  (Sudo 2010, (32b))                                 [√B] 

(11)a. 見て! ダレダカ教授が、机の上で踊っているよ!                                                [√C] 
b. Look! A professor –I don’t know who--is dancing lambada on the table.                                 [√C] 

(12)a. あ、誰かあそこで下を覗いている人がいます。あの人はいったい何をやっているのかというと[...]    [√B] 
https://plaza.rakuten.co.jp/petpet55/diary/201204130000/ 

b. ??あ、あそこで下を覗いている人が誰かいます。あの人はいったい何をやっているのかというと[...]  [??A] 
c. ??Look! Some professor or other is dancing lambada on the table.                               [??A] 

Slade (2015)は、引用(13)が示すとおり、指示対象が特定解釈を受け、指差しを受ける場合、some単数と異なり、some NP 
or otherは容認されないと指摘している (ex. (12c))。 

(13) “some NP or other is incompatible with the speaker being able to identify the individual in question by ostention or name 
(though he may be able to do so by description)” (Slade 2014: 100) 

(13)ではまた、指差しだけでなく名前により同定される場合も、some NP or otherは容認されないことが指摘されている 
(ex. (14a))。(14b)が示すように同様の文脈で名詞句に後続するダレカの容認度も低い。一方(15a,b)が示すように、指示対
象が名前により同定されている場合、someと名詞句に先行するダレカは容認される。WHダカと挿入句的 I don’t know 
WHについては、(16a,b)が示すように、指差しの場合と比べて容認度は低い。 

(14)a. ??Some guy named Chris or other has some thing to say.                                         [??A] 
   b. ??クリスという名前の人がダレカ、あなたとお話ししたいと言っています。                  [??A] 
(15)a. Some guy named Chris has some thing to say. (Slade 2014: 100)                                   [√B] 

b. ダレカクリスという名前の人が、あなたとお話ししたいと言っています。                     [√B] 
(16)a. ??A guy named Chris, I don’t know who, has some thing to say.                                  [??C] 

b. ??ダレダカクリスという名前の人が、あなたとお話ししたいと言っています。                 [??C] 
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2.3「非同定のキャンセル可能性」テスト 
Alonso-Ovalle & Shimoyama (2014)は、(17a)のように名詞句に先行するWHカは、他の量化詞より狭いスコープを取る場
合、非同定の意味がキャンセルされると指摘し、非同定の意味は慣習的含みではなく会話の含みと考えるべきであると

主張している。実例の(17b)では「何か」が「たいてい」より狭いスコープをとり、名詞句「問題」の指すものが「天井
が低い」「全然日の挿し込まない」と同定されている。(17c)が示すように、some単数も非同定の意味のキャンセルを許
す。さらに(18a,b)が示すように、some NP or otherと名詞句に後続するWHカも同様のふるまいを示す。一方(19a,b)が示
すように、WHダカと挿入句的 I don’t know WHは、必ず他の量化詞より広いスコープを取り、非同定の意味がキャンセ
ルされるということはない。 

(17)a. どの教授もダレカ学生と踊った: A教授は学生aとB教授は学生bと踊った(Alonso-Ovalle & Shimoyama 2014)[√B] 
   b. 夢に出てくる家には、たいてい何か問題があった。天井がひどく低い家もあったし、全然陽の射し込まない
 家もあった。[…] (BCCWJ, LBk9_00085/1750)                                                      [√B] 
   c. Every boy is dancing with some girl: John is dancing with Mary; Paul, with Yoko.                              [√B] 
(18)a. 夢に出てくる家には、たいてい問題が何かあった。天井がひどく低い家もあったし[…]                 [√A] 

b. Every boy wants to kiss some girl or other. (Slade 2015: 91)                                 [√A] 
(19)a. どの教授もダレダカ学生と踊った。#A教授は学生 aと、B先生は学生 bと踊った。                    [#C] 
   b. Every boy is dancing with a girl -- I don’t know whom -- #John is dancing with Mary; Paul, with Yoko.            [#C] 

以上のテストの結果は次のようにまとめられる。 
 唯一的NP 指差しによる同定有 名前による同定有 非同定のキャンセル 

タイプA ?? ?? ?? √ 
タイプB √ √ √ √ 
タイプC √ √ ?? * 

3. 提案 
これらの違いを説明するために、本節では 3つのタイプのEIに異なる分析を提案する。その際 Szabolcsi (2015)のカの
分析に従う。(20a-c)が示すようにカは、不定語 (ex. ドレ、ナニ、ダレ) に付き不定代名詞と疑問詞疑問文を表すのに加
え、並列された要素に付き選択の意味を表すことができる。Szabolcsiによるとこれら3つの意味はどれも「結び join (∪)」
に帰着する。そしてカの役割はそれが結びつく表現（ex.名詞句、節）の代替集合が「結び」の解釈を受けると示すこと
であり、カ自体が存在量化子、疑問オペレーターなどを導入するわけではない (Uegaki 2015も参照)。 

(20)a.  ジョンは、ドレカを買った。                               [存在量化] 
b. ジョンは、それはドレだカわからないが、その本屋で一番高い本を買った。             [疑問] 

   c. ジョンは、『アメリカの鳥類』カ『ヘンリーライオンの福音書』カその本屋で一番高い本を買った。[選択] 

また日本語では 3つの解釈のどの場合もカが現れるが、他言語ではデフォールトでは「結び」ではなく「交わりmeet 
(∩)」と解釈される場合、すなわち要素の並列の場合のみカにあたる形態が現れ、不定代名詞や疑問詞疑問の場合はカ
にあたる形態が現れないことが多い。例えば(21a)のドイツ語のwasは、「結び」を表す明示的形態なしに不定代名詞
ともWH疑問とも解釈できるが、(21b)のような要素の並列は oder („or‟) なしでは選択の意味を表すことができない。 

(21)a. Wer mag was ? i) „Who likes something?‟ ; ii) „Who likes what?‟ (Szabolcsi 2015: 185) 
b. Hänsel Gretel „# Hänsel or Gretel‟ (cf. Hänsel oder Gretel „Hänsel or Gretel‟) (idem. 186) 

Szabolcsi (2015 : 171)はまた、Alternative Semanticsと Inquisitive Semanticsを比較し、どちらも代替集合という概念を分析
に用いるが、i) 前者の枠組みでは、疑問文では最終的な意味表示でも代替集合が保持されるが、確言文ではそれらは存
在量化 (「ゼロではない」という意味を表す)を受け保持されない、一方 ii) 後者の枠組みでは、疑問文だけでなく確言
文における不定表現や選択表現の場合でも、代替集合が最終的な意味表示において保たれると述べ、後者の枠組みを採

用している。本稿でもこれに従い、日本語のWHカ、英語の不定表現 someなどが意味解釈を受けた後でも、代替集合
が保持されると想定する。こうした想定のもと、以下、3つのタイプのEIに対し異なる分析を提案する 

―  413  ―



 

 

タイプA 
このタイプは、Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito (2010)が主張するように、意味論的には「名詞句が表す個体の集合の中
から文脈上関与的な下位集合を選択する関数 (subset selection function)」として働き、(22)が示すようにその下位集合に
「2つ以上の要素を含む (尐なくとも 2つの可能世界で異なる指示対象を持つ)」という制約を課す。例えば(23)では、
名詞句「安く買える理由」の下位集合は、尐なくとも 3つの要素「型落ち・不人気・欠陥アリ」を含む。 

(22) ∃w1,w2∈W (λx[P(x)(w1) & Q(x)(w1)] ≠ λx[P(x)(w2) & Q(x)(w2)] (=(3a)) 
(23) 型落ち・不人気・欠陥アリなど、安く買える理由が何か存在するから安い訳です。(=(1b)) 

この仮説により、このタイプは代替集合に要素が一つしかない名詞句とは共起しないことが自然に説明できる。また、

指示対象が指差しや名前により同定されている場合には容認されないことも、これらの場合、どの可能世界でも同じ指

示対象を持つため (Kaplan 1989、Kripke 1980) 、(22)の制約が満たされないからであると説明できる1。 

タイプB 
名詞句に先行するWHカについては、江口(1998)の「不定的同格表現」の一つという分析を援用する。同格的不定表現
とは、(24)が示すように、後続名詞句が属性によって指示するのと同じ対象を、要素を数え上げることによって表すも
のに相当する。例えば(25)では「何か」に相当するものが「子供や父母の病気、転勤など」と明示的に表されている。 

(24) 「集合を表す方法は [... ]次のような 2つがある。[(i)要素(外延)を数え上げる。{x: {a,b,c,d...}}；(ii)性質(内包)で指
 す。{x: f(x)}] 同格句はすべて「集合」の「要素」に関わる表現である。[...] 集合の 2つのとらえかたからする
 と、前項は要素を示すことによって集合を示し、後項は属性を示すことによって集合を表す表現である [...] 集
合の 2つの表現方法を 1つの構造の中で実現させたのが不定的同格構文ということになる。」(江口 1998, 3.3.2) 

(25) 子供や父母の病気、転勤など、何か問題が起こった場合です。(BCCWJ, 桜井秀勲 1994『女が 30代で自分を変
える生きかた』(LBi1_00025/40300)) 

タイプ BはタイプAと異なり、名詞句自体の指示対象に制約を課すことはない2ため、(26a,b)のような要素の並列の場
合と同様、代替集合に要素が一つしかない名詞句とも共起し、また指示対象が指差しや名前が同定されている場合も容

認可能である。また不定的同格表現が必要とされるのは、後続名詞句だけでは指示対象の十分な同定が行われないから

だと考えると、Aloni & Port (2015)による「名詞句の指示対象が文脈上適切な仕方で同定されていない」という指摘があ
てはまると言える。しかし非同定の意味は、慣習的含みではなく会話の含みであると考えられる。実際、要素の並列と

名詞句が同格におかれている(26c)と同様、非同定の意味はキャンセル可能である。本研究では、こうした不定同格表現
分析を、英語の someに適用することを提案する。 

(26)a.  ジョンは、『アメリカの鳥類』か『ヘンリーライオンの福音書』か、その本屋で一番高い本を買った。 
   b. 見て! 佐藤先生か鈴木先生か、あそこに見える先生が、机の上で踊っているよ! 

c. どの先生も、アンかマリーか、学生と踊った。例えば鈴木先生はアンと、佐藤先生はマリーと踊った。 

名詞句に後続する場合と異なり、先行するWHカは名詞句自体の代替集合を喚起しないという仮説は、次のような対比
のハとの共起可能性からも裏付けられる。(27a)ではダレカは「学生１」「学生２」などからなる代替集合を喚起し、「研究
室の学生のうちのダレカ」と同様の解釈を受ける。そのため対比のハを伴い「ゼロではなくそのうちの 1人は」という

                                                   
1 WH カという連鎖は WH ダカと同様、、スルーシングを受けた疑問節とも考えることができる。しかしタイプＡの
WHカと疑問節が異なることは、本文で述べる意味的テストに加えて、次の 2つの統語的テストからも裏付けられる：
① 両者は共起可能である (ex. (ib))；② スルーシングを受けた疑問節は複数のWH句を容認するが (ex.(iia))、タイプA
のWHカは容認しない(ex. (iib)) 
(i)a. 大学の同僚が、ダレカ(わからないが)、ある重要な発見をしたらしい。 

b. 大学の同僚がダレカ、今のところダレカわからないが、ある重要な発見をしたらしい。 
(ii)a. 大学の同僚が重要な発見を、ダレがナニをかわからないが、したらしい。 

b. *大学の同僚が重要な発見を、ダレがナニをか、したらしい。 
2 AタイプとBタイプのWHカの違いは、統語的にはA) 格表示された名詞句の同格句か、B) 格表示される前の名詞
句だけと結びつく同格句か、に帰着する。この違いは、タイプAのWHカと異なりタイプBのWHカは、ガ、ヲ以外
の、構造格ではない格助詞付き名詞句と共起することからも裏付けられる (Kamio 1973)。 
(i) ダレカ学生から伝言があるようです。/ *学生からダレカ伝言があるようです。(Kamio 1973: 84) 
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解釈が得られる。一方(27b)では名詞句自体の代替集合の要素が喚起されないため、こうした解釈を得ることが難しく、
対比のハと共起しにくいと考えられる。 

(27)a. 研究室の学生がダレカは、次回の学会で発表してくれるだろう。 
b. ??ダレカは研究室の学生が、次回の学会で発表してくれるだろう。 

タイプC 
タイプCはスルーシングを受けた疑問節自体 (WHダカ)、あるいはそれを含む挿入句節 (I don’t know WH) に相当する。
このタイプは i) 代替集合に要素が 1つだけの名詞句と共起し、ii) 指差しによる同定がある場合も容認されるが、iii) 名
前による同定がある場合容認されにくい。こうしたふるまいは、(28a-c)が示す、それぞれの場合のWH疑問の容認度と
平行的に捉えることができる。また非同定の意味がキャンセルできない慣習的含みであることは、話者が指示対象を同

定できないことが疑問文が適切に発されるための条件であることから説明できる。 

(28)a. その本屋で一番高い本はドレですカ？/ Which one is the book the most expensive in the bookstore? 
   b. あそこで踊っている人はダレですカ？/ Who is the man dancing over there? 
   c. ??クリスという名前の人は、ダレですカ？ / ??Who is the guy named Chris? 

4. コーパス調査 
本節では 3節で提案した仮説をコーパス調査により裏付ける。 
 まず「タイプC=スルーシングを受けた挿入句的疑問節」分析に関連して、Kinuhata & Whitman (2011: 94-95) はWH
カの意味の通時的変化を調査し、WHカという連鎖は現代日本語では不定解釈を受けることが多いが、19世紀初初頭以
前はもっぱら疑問解釈を受けていたことを指摘している。そしてその論拠として、疑問節と分析されるWHカは、疑問
の対象となる要素は特定されてなくてはならないため、名詞句の特定解釈が可能である確言文でのみ用いられ、非特定

解釈を喚起する疑問文、命令文などでは使用されなかったことを指摘している。 
 この指摘を援用すると、疑問解釈を受けるCタイプのEIは、専ら確言文で見られ、疑問文や命令文で非特定解釈を
受ける名詞句と共起することはないと予測される。実際Kluck (2011: 69) は、挿入句としてあるいは項位置で用いられ
る I don’t know WHは、疑問文、命令文には現れないことを指摘している (ex.(29))。日本語のWHダカについては、「誰
だか」「何だか」を『日本語書き言葉均衡コーパス中納言』(BCCWJ)で検索したところ、明確に名詞句に関連付けられ
る例は「誰だか」ついては 2例 (ex. (1c))しか見つからなかった。「何だか」については 270件ヒットしたが(30a)のよう
に名詞句にかかっていると考えられる例は 7例だけで、その他は(30b)のように名詞句＋述語全体 (ex.「気分が悪い」) に
かかっていると考えられる例がほとんどであった。その 7例は全て確言文に現れ、特定・非同定解釈を受けるものであ
った。用例数が十分とは言えないが、この調査結果は「WHダカ＝挿入句的疑問節」分析を支持するものと考えられる。 

(29) *Did Bob find you’ll never guess what in his attic? (Kluck 2011: 69) 
(30)a. 此間も櫓取の浜で、何だか寄合があつたと云ふぢやないか。(BCCW, 『巌谷小波とドイツ文学』(LBf9_00043)) 

b. 何だか気分が悪いなと思う途端に (BCCWJ, 内田百間『芥川竜之介雑記帖』(LBa9_00077)) 

A、BタイプのWHカについてもBCCWJで用例を収集し、現れる環境と用法を調査したところ次の結果が得られた3。

用例数にはかなりの違いが見られたが、どちらも 70%程度は非特定用法であり、WHダカの分布とは大きく異なる。 

                                                   
3 Aタイプについては「NPが/をダレカ」7例、「NPが/をナニカ」70例、計 77例、Bタイプについては「ダレカNP
が/を」106例、「ナニカNPが」435例、計 543例について調査した。表中の用法の分類については、Aloni & Port (2014)
で提案されたものを援用した。それぞれの用法の例を以下に挙げる。 
(i) [狭いスコープ・同定] 家には、たいてい何か問題があった。天井がひどく低い家もあったし、全然陽の射し込まな
い家もあった。 (=(18a)) 

(ii) [モーダル・非現実]「誰か人が来るかもしれませぬ」と… (BCCWJ, 今東光 1987『太平記』LBb9_00129/31710) 
(iii) [疑問文]「おい、村松よ。この害者一人か。それとも誰か付き添いが居るのか。」(BCCWJ, LBi9_00162 / 12020) 
(iv) [条件節前件およびその他の単調減尐領域] 登るときも基本的にはみんな一緒に登ります。もし、誰かひとりが遅れ
始めたら他のみんなは待ってあげます。(BCCWJ, LBn7_00059/15620) 

(v) [主節に否定、全否定解釈] 手続きをしければなりませんが、これをすることによって、何か弊害が起こることはあ
りません。(BCCWJ,『日本で暮らす外国人のための生活マニュアル』(LBr3_00088)) 
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 狭いスコープ・同定 特定・非同定 モーダル・非現実 疑問文 条件節前件 主節に否定・全否定 計 

NPが/をWHカ 0 23 (29.9%) 22 (28.6%) 25 (32.5%) 6 (7.8%) 1 (1.3%) 77 

WHカNPが/を 20 (3.7%) 166 (30.6%) 111 (20.4%) 125 (23%) 112 (20.6%) 9 (1.7%) 543 

AタイプとBタイプの違いは、共起する名詞句の種類に見られた。タイプBに比べてタイプAでは、NPが「人」「こ
と / 事」「理由」など一般的な意味を表すものが多いという傾向が観察された。例えば「NPが / をナニカ」70例のう
ち 34例 (48.6%) において、NPは「こと/事」であった。一方、「ナニカNPが / を」508例のうち、NPが「こと / 事」
であるものは、17例 (3.4%)しかみられなかった4。このようにBタイプのNPは一般的な意味を表すものが尐ないこと、
逆にいうと指示的な独立性がAタイプの場合より高いことは、上記の「Bタイプは、名詞句の同格表現であり名詞句自
体の意味に影響を与えない」という仮説を支持するものだと考えられる。 

5. 結論 
本研究では、3つのテスト(① 代替集合に要素が 1つの名詞句との共起；② 指差し、名前の同定を含む名詞句との共起；
③ 非同定の意味のキャンセル可能性)とコーパス調査をもとに、EIに次の 3つのタイプを区別することを提案した。 

A) 名詞句の代替集合が2つ以上の要素を含むことを要求し、要素が1つしかない名詞句 (ex. その本屋で1番高い本) や、
指示対象が名前や指差しで同定される名詞句 (ex. 鈴木という人、あそこにいる人) とは共起しないタイプ (ex. 日
本語の格表示された名詞句に後続するWHカ、英語の some NP or other)。 

B) 名詞句の同格表現であり、タイプAのような制約が課されないタイプ (ex. 名詞句に先行するWHカ、some＋単数) 
C) スルーシングを受けた挿入句的疑問節に相当するタイプ。タイプ A、B の非同定の意味は会話の含みであるのに対
し、この場合は慣習的含みでありキャンセルできない (ex. WHダカ、挿入句的 I don’t know WH)。 

本研究で提案した分類は、日本語、英語以外の言語の認識的不定表現にも適用可能なようである。例えば 2節で言及し
たスペイン語の algúnはAタイプのふるまいを示すのに対し、下記の例のようなドイツ語の irgendeinはBタイプのふ
るまいを示すようである。こうした通言語的観点からの分析は、今後稿を改めて論じたい。 

(31) Maria hat irgendeinen Arzt geheirated (#und zwar Dr. Simith.) (Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito 2014: 3) 
 „Mary married IRGENDEIN doctor (#namely Dr. Smith).‟ 
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1. Introduction 

It is well noticed that linguistic elements called ‘preverbs’ and ‘applicative markers’ have similar 

characteristics and sometimes an identical element is called either ‘preverb’ or ‘applicative marker’, 

depending on scholars. Nevertheless, as far as I know, there is no study which tries to make a positive 

distinction between preverbs and applicative affixes, in spite of the fact that elements usually covered by 

the two terms is so broad from a functional perspective that it is convenient and rational to utilize them 

for setting ordered, though perhaps not perfectly clear-cut, boundary within the breadth, namely, for 

referring to elements belonging to each domain which is distinguished that way. 

Taking a functional-typological approach, this study will distinguish ‘preverbs’ and ‘applicative 

affixes’ by rearranging conditions for each and detect a property which is peculiar to elements belonging 

to the intersection of the two categories. In so doing, it will clarify that, beyond language boundaries, 

preverbs and applicative affixes as linguistic components constitute a continuum from synchronic point of 

view. Finally, their diachronic relationships will be discussed with reference to grammaticalization theory, 

to be compared with the synchronic continuum. 

 

2. Preverbs 

In the verbal morphology of Indo-European (IE) languages, suffixes pertain to both inflection and 

derivation, while prefixes mainly pertain to derivation. Besides, derivational prefixes in themselves are 

characterized differently from derivational suffixes. Such a picture has tempted scholars to integrate them 

with a label ‘preverbs’1). This traditional concept is preserved in Beekes’s definition of preverbs as “a 

morpheme added before a verbal stem in order to change the lexical meaning; for instance under-estimate” 

(Beekes 1995: 281). It is obvious that this definition regards preverbs merely as lexical derivation 

prefixes. Indeed, abundant lexical pairs or sets have been created in verbal systems of IE languages. For 

example, the French verb venir ‘come’ was historically combined with various preverbs, to result in: 

advenir ‘happen’, devenir ‘become’, etc. What these ad- and de- are doing is no more than lexically 

differentiate themselves from each other and from venir, where one can see ‘lexicalization’ phenomenon. 

However, this is not the only function of what are typically called preverbs. Some of preverbs 

which compose compositional meaning in relation to its verbal base can, in addition to potential lexical 

modification, increase syntactic valency of the verb. This is sometimes mentioned in literature, one of 

which is Booij & van Kemenade (2003), where the following phrases of Old French are contrasted: 

 

(1) Old French 

P-6
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a. op straat  lopen 

on street  walk 

“walk in the street” 

b. de straten  aflopen 

the street  off.walk 

“roam the streets” 

Booij & van Kemenade (2003: 6,7) 

Intransitive verb lopen ’walk’ becomes transitive when crowned with the prefix af- ‘off’ to be aflopen 

‘roam’, as in (1a) and (1b). This case is distinct from that of venir, where no such grammatical effects are 

brought by prefixes. Among other instances are Latin ad- ‘to’ and German mit- ‘with’. 

 

3. Applicatives 

I follow Dixon’s treatment of applicative as one of valency-changing operations, parallel with 

passive or causative (Dixon 2012: 294). His description of applicatives is as follows: “a peripheral 

argument (…) in an underlying intransitive or transitive clause becomes the O argument (…) in the 

corresponding applicative construction” (ibid.). In short, it is valency-increasing operation, which alters 

intransitive verb into transitive, transitive into ditransitive, etc. This study will restrict itself to cases 

where intransitive are altered into transitive. Here is an example of Ainu applicative constructions: 

 

(2) Ainu  

a. poro  cise   ta horari 

  big  house  in live 

b. poro  cise   ehorari 

  big  house  APPL.live 

 “He lives in a big house.” for both 

 (Shibatani 1996: 159) 

(2a) and (2b) represent the same meaning. The difference is that, the locative meaning is realized by the 

postposition ta in (2a), while ta is substituted by e-, which is attached to the verbal base horari as an 

applicative prefix, in (2b).  

 

4. Rearranging preverbs and applicative affixes 

What should be noted now is that ad-, af-, and mit-, which were used as examples to show 

functional variety of what are usually called ‘preverbs’, also increase valency, as demonstrated by (1a) 

and (1b). Therefore, at first glance, it is not easy to find a difference between them and Ainu e-. 

In addition, there is also a point in common from formal perspective between applicative markers 

and preverbs. This is relevant with another quotation of Dixon: “The applicative construction receives 
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some explicit marking. This is predominantly by a morphological process of affixation applying to the 

verb (Dixon 2012: 295)”. This fact gives stable foundation to comparing preverbs and applicative markers, 

since attaching a preverb to a verbal base is a kind of affixation as well. This study will exclude other 

applicative strategies than affixation. 

These two observations suggest analogies between ‘preverbs’ and ‘applicatives’. It is not, however, 

that the two categories exactly coincide. For example, not every ‘preverb’ increases valency. I reserve the 

terminological conflict between ‘preverbs’ and ‘applicative affixes’ according to the following conditions: 

  

The condition for being ‘preverbs’ is: [1] “to have a specific spatio-temporal meaning”.  

The condition for being ‘applicative affixes’ is: [2] “to increase valeny of the verb.” 

 

The condition [1] being the basis, preverbs are further divided into two sub-categories: Those which are 

connected with its verbal base through lexicalization and those which are not. Examples of the former 

include English under- in underestimate, French de- ‘of’, ‘from’ in devenir. They are not applicative 

affixes since they do not increase valency and satisfy the condition [2]. In that sense, they 

are ’prototypical preverbs’. Examples of the latter include: Latin ad-, Old French af-, German mit-. 

Whether an affix which satisfies the condition [2] has a specific spatio-temporal meaning is 

mainly judged by whether it is polysemous, in such a way that ‘prototypical applicative affixes’ in my 

word matches ‘generalized (polyfunctional) applicative markers’ in Bugaeva (2010: 771)’s word. The 

crucial thing is that they “will show the same sort of polysemy found with case markers since both means 

are, in a sense, employed for the syntactic encoding of the semantic roles of participants” (ibid.). 

‘Syntactic encoding of the semantic roles of participants’ here is exactly relevant with valency-increasing. 

Examples include: Ainu e- (content, location, instrument, theme, cause/purpose) (Bugaeva 2010: 

759,760), Creek im- (benefactive, malfactive, goal, source, possessor) (Martin 2000: 389), Chi-Mwi:ni 

-eɫ- (benefactive, indirective, instrumental) (Kisseberth & Abasheikh 1977: 187,188)3). They are not 

preverbs since they do not have a specific spatio-temporal meaning, thus being ‘prototypical 

applicative affixes’. Taking this into account, examples of applicative affix which do have a specific 

spatio-temporal meaning, again, include: ad-, af-, mit-. 

 

5. The intersection of preverbs and applicatives 

Now the problem remaining to be solved is how to treat affixes that satisfy both conditions [1] and 

[2], such as ad-, af-, and mit. In the sense that they could be regarded either as preverbs or applicative 

affixes, it can be said that they form an intersection of the two categories.  

Apart from that they satisfy both conditions, however, there is a property which is peculiar to 

affixes belonging to the intersection (let us call them ‘intersectional affixes’), which is absent in those 

satisfying either condition [1] or [2] only and which can identify the set itself, without referring to criteria 
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which are directly not relevant to it. This property is [3] “to take two arguments”. In what follows, the 

explanations will be given as to in what sense affixes can take arguments, in large part based on Lehmann 

(1983; 1985)’s ideas. 

In a Latin study, Lehmann (1983: 145) describes ‘preverbs’ as: ”A preverb is – like a preposition – 

a local relator, which takes two arguments, the locatum and the relatum”. His definition is that any spatial 

or temporal relationship is logically tied between relatum (Y) and locatum (X), with a local relator the 

axis (syntactic head), the construction at issue being described as ‘X (local relator) Y’. This can be seen as 

a kind of argument structure, X and Y being arguments which the local relator takes, respectively. The 

prerequisite is that, of course, the affix need have a specific spatio-temporal meaning at all. Below is 

shown how the Latin local relator ad ’to’ takes two arguments, using different example sentences than 

Lehmann’s, for the purpose of simplification. 

 

(3) Latin    

a. Ad flumen    eo. 

to river.ACC  go  

b. Flumen    adeo. 

river.ACC  to.go   

”I go towards the river.” for both  

(McGillivray 2013: 120) 

X equals ego (=1SG free pronoun not overtly shown here) and Y equals flumen ‘river’, the construction 

given as ‘EGO ad FLUMEN’, where EGO is the locatum argument (subject) and FLUMEN is the relatum 

argument (object) of the preverb/preposition ad. In theory, it is safe to apply this analysis to any other 

language (if it has this kind of element at all), say, of course, to the Old French phrases in Section 2. 

 

6. Discussion 

6-1. Schematizing 

Figure 1. Synchronic continuum 

The categories which were conditioned and analyzed so far can be schematized as above in Figure 1. 

Example affixes exhibited in each domain are from wide range of languages in the world4). Note that it 
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does not necessarily represent the total inventory of that kind of affix in the language and one affix can 

have multiple functions which stretch over more than one domain, like Nez Perce -úu. As mentioned in 

Section 4, polysemy is the principal feature of prototypical applicative affixes5) and all the affixes 

exhibited in that domain are accordingly polysemous. The essential point is that the closer to the left edge 

it goes, the more preverb-like an affix is, and conversely, the closer to the right edge it goes, the more 

applicative affix-like an affix is. 

 

6-2. Diachronic link between adpositions/verbs, prototypical preverbs, intersectional affixes, and 

prototypical applicative affixes 

Main sources of applicative affixes are adpositions and verbs (Peterson 2007: 124-140). What is 

worth asking here is in what order prototypical preverbs, prototypical applicative affixes, and 

intersectional affixes emerge, after the adpositional or verbal status is lost. 

The development from intersectional affixes to prototypical applicative affixes is much more 

natural as a direction of grammatical change than the other way round, from the following analysis based 

on grammaticalization theory (referreing to Heine & Narrog (2010) in particular). Spatio-temporal 

meaning of an intersectional affixes is gradually blurred or lost (‘desemanticization’). It means that the 

element does not have an axis on which arguments must depend to exist, and thus it cannot take 

arguments anymore (‘decategorialization’), consequently regarded as a prototypical applicative affix. 

The major developmental path whereby prototypical preverbs emerge will be via lexicalization in 

which a verbal base is combined with an intersectional affix or a prototypical applicative affix. The latter 

case appears rare (presumably because prototypical affixes do not have a specific spatio-temporal 

meaning, which is required for prototypical preverbs). One example is extracted by comparing two pieces 

of linguistic information already mentioned in this article: the change from Latin ad- to French ad-. 

Therefore, developmental relationships of the three categories plus adpositions/verbs can be 

summarized as below in Figure 2. It will be seen that the diachronic link is somewhat discrepant with the 

continuum in Figure 1, which is based on synchronic and functional parameters. 

 

Figure 2. Diachronic developmental path 

Adpositions/verbs       Intersectional affixes       Prototypical applicative affixes 

                                                      (?) 

                                  Prototypical preverbs 

 

7. Conclusion 

I rearranged elements previously subsumed under the two labels ‘preverbs’ and ‘applicative 

affixes’ and established three categories ‘prototypical preverbs’, ‘intersectional affixes’, and ‘prototypical 

applicative affixes’, according to the criteria: [1] “have a specific spatio-temporal meaning”, [2] “take two 
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arguments”, and [3] “increase valency of the verb”, for each. These three categories constitute a 

continuum across languages in this order from the synchronic point of view, which is on the other hand 

not a true reflection of the diachronic developmental path as is described by grammaticalization theory.  

 

Notes 

1) Even though pre- in preverbs means that they are prefixed, from a functional perspective, the term will be used regardless of 

positions they occupy within the verbal complex, for convenience.  

2) Other possible functions of ‘preverbs’ such as aspect-marking (e.g. Russian na- in napisatʹ ’finish writing’) or intensifying (e.g. 

Latin per- in permoveo ’stir violently’) are out of our scope.  

3) Those listed here are primary semantic functions and there are further possibilities for each affix. 

4) Sources are: Amberber (2000: 321-325), Bugaeva (2010: 755-762), Craig & Hale (1988: 320), Gerdts & Hinkson (2004), 

Kisseberth & Abasheikh (1977: 187,188), Martin (2000: 389-392), Mithun (2000: 108-111; 2001:246,247), Reid (2000: 351-356). 

5) Beside polysemy, there are further potential factors which might affect applicative-likeness of applicative affixes. Unfortunately, 

however, there is no space to discuss them.  
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