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要旨
文法化は、語彙的な形式から文法的な形式へ、文法的な形式からより一層に文法的な形式への
発展であり、漸次的現象として知られる。ジンポー語の先行研究においても、これまで動詞の
文法化に関連する様な事例が報告されてきた。しかし、各事例の関係について先行研究では充
分に明らかにされてこなかった。本発表では、文法化のクラインの観点から、ジンポー語動詞
の文法化を捉えなおし、様々な事例の関係を明らかにすることを試みる。結論として、動詞の
文法化の事例は、語彙的動詞 >補助動詞 >助動詞 >接尾辞のクラインに位置づけられること
を報告する。そして、クラインの右に行くにしたがい、脱意味化・分布拡張・脱範疇化・音形
縮約という文法化の 4つのメカニズムの特徴を示すことを報告する。

キーワード 文法化,クライン,ジンポー語（シナ・チベット語族：ミャンマー）

1 はじめに
(1) 文法化（Heine & Kuteva 2002: 2）

the development from lexical to grammatical forms and from grammatical to even more gram-
matical forms

(2) 文法化の 4つのメカニズム（Heine & Kuteva 2002, 2007: 32–46）
desemanticization (脱意味化)・extension (分布拡張)・decategorialization (脱範疇化)・erosion
(音形縮約)

(3) 文法化のクライン（Hopper & Traugott 2003: 7）
content item > grammatical word > clitic > inflectional affix

(4) ジンポー語動詞の文法化に関する先行研究
a. 脱意味化を経た多様な動詞の事例を報告 (Matisoff 1974)

b. 一部の接尾辞は動詞由来 (DeLancey 1985, 2011,戴 1996)

c. 「助動詞」の多くは動詞由来 (戴・徐 1992)

d. 脱意味化の程度に意味的な濃淡がある (戴 1999)

e. 脱意味化した動詞に否定辞を付加できるものとできないものがある (倉部 2010)

f. 脱意味化した動詞のうち 9つは、主動詞との語順が自由 (倉部 2010)

g. Hanson (1906)で動詞として扱われるが現代語で動詞ではない 2形式 (倉部 2010)

(5) 先行研究の問題
各事例の関係が充分に明らかにされていない
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(6) 本発表
a. 文法化のクラインの観点から、ジンポー語動詞の文法化を捉えなおし、様々な事例の
関係を明らかにする

b. 各事例は、語彙的動詞 >補助動詞 >助動詞 >接尾辞のクラインに位置付けられる
c. クラインの右に行くにしたがい、脱意味化・分布拡張・脱範疇化・音形縮約の文法化
の 4つのメカニズムの特徴を示す

2 動詞の文法化にかかわる 4つのカテゴリ
2.1 語彙的動詞

(7) 動詞の下位類
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

動作動詞 yes yes yes yes no no
状態動詞 yes yes no yes no no
形容詞 yes yes no yes no yes
到達動詞 yes yes yes no yes no
達成動詞 yes yes yes no no no
コピュラ rê yes no n/a n/a n/a no

(8) 動詞下位類の特徴
(a) 否定接頭辞が付加可能
(b) アスペクト・ムード標識が付加可能
(c) 叙述法標識でマークすると過去を表す
(d) 変化相標識でマークすと起動的 (inchoative)意味を表す
(e) 継続相標識でマークすると結果の継続を表す
(f) 形態統語的標識なしに名詞を統語的に修飾可能

2.2 補助動詞
語彙的動詞が脱意味化・分布拡張を経た形式。全て否定辞の前接が可。大部分は主動詞の前
後どちらにも現れうる。例：lù「得る；状況可能」、ce「知る；能力可能」、daN「勝つ；可能 (万
難を排して)」、mai「よい；可能 (許可)」、kam「意図する；意志」、máP「尽きる；完了」、jòP

「与える；使役・受益」。ただし、khrúm「会う；受身」、g@tút「遭う；受身」、rà「必要だ；義
務」の 3つは、常に主動詞に後続。

2.3 助動詞
語彙的動詞が脱意味化・分布拡張・脱範疇化を経た形式。全て否定辞の前接が不可。全て主
動詞に後続。例：to「横たわる；継続」、màt「失う；完了」、ya「与える；受益」、C@Nún「遣わ
す；使役」、lóm「含む；適用態」、bùP「熱がある；甚だしさ」、si「死ぬ；甚だしさ」
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2.4 動詞由来接尾辞
語彙的動詞が脱意味化・分布拡張・脱範疇化・音形縮約を経た形式。例：-l「所有者一致」< lù

「得る」(DeLancey 1985,戴 1996)、-s「去辞・変化相」< sa「行く」(DeLancey 1985,戴 1996)、-r
「来辞」< #ra「来る」(cf. Byangsi語 ra「来る」; DeLancey 2011)

3 文法化のクライン
3.1 脱意味化と分布拡張
×語彙的動詞、〇補助動詞、〇助動詞、〇接尾辞

(9) 補助動詞
a. gà

INTJ

mam

稲
grày

とても
lù-Pay=P̂ı.

得る=DECL=SFP

「あら、稲をとてもたくさん手に入れましたね」(KK1-2773)

b. ńkhúP

奥
khán=Pè

辺り=LOC

Ci=khray

3sg=だけ
khom

歩く
lù-Pay.

得る-DECL

「奥の方を彼一人で歩くことができた」(KK1-0691)

c. Pwàn

火
ń-khrû

NEG-燃える
lù-Pay

得る-NMLZ

bòP

種類
ts̀ı-làp...

薬-葉
「火が燃えない種類の薬草...」(KK1-2138)

(10) 助動詞
a. Ci=gò

3sg=TOP

Pyùp-rà=kóP

寝る-場所=LOC

to=Nà-Pay.

横たわる=CONT-DECL

「彼は寝床に横たわっていた」(KK1-2161)

b. bràNtáy

兎
day=gò

その=TOP

nóP

まだ
Cá=to-Pay.

食べる=CONT-DECL

「その兎はまだ (ご飯を)食べていた」(KK1-0186)

c. zàybrù-jaN=kóP

砂-地=LOC

Pwàn

火
khrù=to-Pay.

燃える=CONT-DECL

「砂地で火が燃えている」(KK1-0095)

(11) 接尾辞
a. Cán

2du
la=gò...

男=TOP

ýıP=dèP

畑=ALL

sa-Pay-dàP.

行く-DECL=HS

「彼ら男 2人は畑へ行ったそうだ」(KK1-1067)

b. woy=ni=gò

猿=PL=TOP

day=kóP

そこ=LOC

Pyúp-s-ay=dàP.

寝る-CSM-DECL=HS

「猿たちはそこで寝たそうだ」(KK1-2088)

c. m@raN

雨
g@bà

大きい
thùP=wà-s-ay=dàP.

降る=VEN-SCM-DECL=HS

「大雨が降ってきたそうだ」(KK1-1137)
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3.2 脱範疇化 1：派生形態論の喪失
×語彙的動詞、×補助動詞、〇助動詞、〇接尾辞
全ての補助動詞は否定辞の前接が可 (倉部 2010)。全ての助動詞・接尾辞は否定辞の前接が不可
(12) 語彙的動詞

náP

2sg.GEN

g@Cà=phéP

子=ACC

sa

行く
ń-C@dám=káw=yàN=gò...

NEG-迷わせる=COMPL=COND=TOP

「あなたの子供を行って迷わせないならば...」(KK1-0671)

(13) 補助動詞
Nay

1sg
khom

歩く
ń-lû-Pay.

NEG-得る-DECL

「私は歩くことができなかった」(KK1-2323)

(14) 助動詞
*zàybrù-jaN=kóP

砂-地=LOC

Pwàn

火
khrù=n-to-Pay.

燃える=NEG-CONT-DECL

「砂地で火が燃えていない」
(15) 接尾辞

*m@raN

雨
g@bà

大きい
thùP=wà-n-s-ay=dàP.

降る=VEN-NEG-SCM-DECL=HS

「大雨が降ってこなかったそうだ」(KK1-1137)

3.3 脱範疇化 2：自立性の喪失
×語彙的動詞、×補助動詞、〇助動詞、〇接尾辞
「助動詞」は述語に立つことができない (戴・徐 1992: 140)

(16) 補助動詞
a. naN

2sg
khom

歩く
lù-Pay=Pi?
得る-DECL=Q

「あなたは歩くことができましたか？」
b. lù-Pay.

得る-DECL

「できました」
(17) 助動詞

a. naN

2sg
khom=to-Pay=Pi?
歩く=CONT-DECL=Q

「あなたは歩いていましたか？」
b. *to-Pay.

CONT-DECL

「いました」
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(18) 接尾辞
a. naN

2sg
khom-s-Pay=Pi?
歩く-CSM-DECL=Q

「あなたは歩きましたか？」
b. *s-Pay.

CSM-DECL

「ました」

3.4 脱範疇化 3：統語的自由 (syntactic freedom)の喪失
全ての助動詞・接尾辞は主動詞に後続。補助動詞の大部分は主動詞の前後に現れうる (倉部 2010)

(19) 語彙的動詞 (V+Lex ∼ Lex+V)
a. gùy=phéP

犬=ACC

ýıP=dèP

畑=ALL

woy

率いる
sa-Pay.

行く-DECL

「犬を畑へ連れて行った」(KK1-2438)

b. Pù-tsa...

鳥-雀
mam

稲
sa

行く
Cá-Pay.

食べる-DECL

「雀は... 行って稲を食べた」(KK2-0024)

(20) 補助動詞 (V+補 ∼補+V)
a. m@náP

昨晩
Pyúp

寝る
lù-Pay.

得る-DECL

「昨晩は寝ることができた」(KK1-0022)

b. nday

この
tsáp-wa=gò

熊-人=TOP

nday=rám-rám

これ=だけ-RED

lù

得る
Pyúp-Pay.

寝る-DECL

「この熊はこれほどまで寝ることができた」(KK1-1531)

(21) 助動詞 (V+助 ∼ *助+V)
a. mà

子
day

その
m@khray

橋
ǹtsa=kóP

上=LOC

khom=to-Pay=dàP.

歩く=CONT-DECL=HS

「その子供は橋の上を歩いていたそうだ」(KK1-0903)

b. *mà

子
day

その
m@khray

橋
ǹtsa=kóP

上=LOC

to

CONT

khom-Pay=dàP.

歩く-DECL=HS

「その子供は橋の上を歩いていたそうだ」
(22) 接尾辞 (V+接尾 ∼ *接尾+V)

a. woy=ni=gò

猿=PL=TOP

day=kóP

そこ=LOC

Pyúp-s-ay=dàP.

寝る-CSM-DECL=HS

「猿たちはそこで寝たそうだ」(KK1-2088)

b. *woy=ni=gò

猿=PL=TOP

day=kóP

そこ=LOC

s-Pyúp-Pay=dàP.

CSM-寝る-DECL=HS

「猿たちはそこで寝たそうだ」
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補助動詞の一部は、常に主動詞に後続。この点で助動詞に一歩近づいている。ただし、否定辞
の前接が可能かつ自立的に現れうるため、脱範疇化はしていない
(23) 助動詞 khrúm「受身」 (V+補 ∼ *補+V)

a. dày-ńı

今-日
Ci

3sg
sàt

殺す
khrúm-Pay.

会う-DECL

「今日、彼は殺された」(KK1-0753)

b. *dày-ńı

今-日
Ci

3sg
khrúm

会う
sàt-Pay.

殺す-DECL

「今日、彼は殺された」
c. dày-ńı

今-日
Ci

3sg
sàt

殺す
ń-khrúm-Pay.

NEG-会う-DECL

「今日、彼は殺されなかった」
3.5 音形縮約
(24) 各タイプと音形縮約

音形縮約 語彙的 文法的
語彙 × sa「行く」 > n/a
補助 × lù「得る」 > lù「可能」
助動 × to「横たわる」 > to「継続相」
接尾 〇 sa「行く」 > -s「変化相」

4 助動詞と語彙的動詞の共存
(25) 本来の語彙的動詞との共存の観点から、助動詞は次の 4つに分類可能

a. 本来の語彙的動詞と共存する形式（e.g., lóm「含む；適用態」）
b. 語彙的動詞が部分的に廃れた形式（e.g., ya「やる；受益」。本来は「やる」の意味を表
したが、現代語の語彙的意味は「嫁にやる」に限定）

c. 語彙的動詞が完全に廃れたが歴史資料から通時的に動詞であったことが示唆される形
式 (e.g., khát「相互」は現代語では語彙的動詞として用いられないが、Hanson 1906の
時点では「口論する」という意味の語彙的動詞)

d. 語彙的動詞が完全に廃れたが比較により動詞であったことが示唆される形式 (e.g., sám
「推量」は現代語では語彙的動詞として用いられず、歴史資料からも動詞であることが
確認できない。ただし、動詞から名詞を派生する接辞 ǹ-を含む ǹsám「様子」などの
存在から、本来は動詞であったことが推測可能)

(26) 上記 (25)の各タイプの関係
歴史的に Hanson 1906で 現代
語彙的動詞 語彙的動詞 語彙的動詞

(25a) 〇 〇 〇
(25b) 〇 〇 △
(25c) 〇 〇 ×
(25d) 〇 × ×
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(27) 上記 (25)の各タイプの通時的発展順序の可能性
25a > 25b > 25c > 25d

5 まとめ
(28) ジンポー語動詞の文法化クライン

語彙的動詞 >補助動詞 >助動詞 >接尾辞
(29) 各カテゴリの特徴

語彙的動詞 補助動詞 助動詞 接尾辞
脱意味化 × 〇 〇 〇
分布拡張 × 〇 〇 〇
脱範疇化 × × 〇 〇
音形縮約 × × × 〇

(30) ジンポー語動詞の文法化クライン (細別)
語彙的動詞 >補助動詞 (20 > 23) >助動詞 (25a > 25b > 25c > 25d) >接尾辞

(31) 各カテゴリの特徴 (細別)
語彙的 補助 1 補助 2 助動 1 助動 2 接尾辞

脱意味化 × 〇 〇 〇 〇 〇
分布拡張 × 〇 〇 〇 〇 〇
統語位置固定 × × 〇 〇 〇 〇
否定辞前接不可 × × × 〇 〇 〇
非自立性 × × × 〇 〇 〇
語彙的動詞不共存 × × × × 〇 △
音形縮約 × × × × × 〇

略号　 Leipzig Glossing Rulesにないもの: CONT (継続相)；CSM (変化相)；VEN (来辞)

例文　KK1またはKK2から始まる例文は Kurabe (2013, 2017)収録の実例による。
附記　本稿は科学研究費補助金（課題番号 JP20K13024）による研究成果の一部である。
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