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主論文要旨 

 

題目 A Grammar of Jinghpaw, from Northern Burma 

 

氏名 倉部 慶太 

 

本論文は、北部ビルマに分布するシナ・チベット語族の言語であるジンポー語を対象

とした共時的記述文法であり、依拠するデータは論者自身による北部ビルマにおけるフ

ィールドワークにより入手した一次資料に基づく。本論文は全 12 章から成り、導入で

ある第 1 章に続き、第 2 章では音韻論、第 3 章では形態論、第 4 章では品詞分類をそれ

ぞれ扱う。第 5 章から第 9 章までは統語論を扱い、名詞句、格標示、動詞複合、従属節

と等位節などに関して論じる。第 10 章はジンポー語の古い資料に基づき、現代語で失

われつつある動詞語尾の記述を提示する。第 11 章および第 12 章では北部ビルマにおけ

る言語接触をジンポー語の観点から扱い、借用語や言語接触による言語変化に関して記

述する。本論文は、付録として末尾にテキスト資料、ジンポー語語彙集、借用語語彙集

を含む。 

第 1 章 Introduction では、ジンポー語とその話者に関する背景情報を提供する。ジン

ポー語は北部ビルマを中心に分布するが、その分布の東端は中国雲南省、西端は北東イ

ンドにまで達する。ジンポー人には周辺民族による複数の他称が存在し、これらはこの

民族に対する複雑な呼称体系を形成する。ジンポー語は類型的に動詞後置型、主格・対

格型言語であり、周辺言語同様、アスペクト・ムード卓立型言語であるといえる。この

言語が分布する北部ビルマは言語接触地域を形成しており、チベット・ビルマ諸語、漢

語、タイ諸語、パラウン諸語などの話者が複雑に混ざり合う地域である。ジンポー語は

複数言語の話者より成る社会・文化共同体であるカチン民族において一種の共通語とし

て機能する。ジンポー語は系統的にシナ・チベット語族チベット・ビルマ語派に属する

が、その中でも特にルイ語群に属する言語との間に親縁性が認められる。ジンポー語は

様々な「方言」を持つが、一部は相互理解が困難なほどに異なる。ジンポー語諸方言は

音韻改新および語彙改新に基づき、南部方言群と北部方言群とに分類可能である。 

第 2 章 Phonology では、ジンポー語音韻論を扱う。最小対に基づき、分節音として

31 の子音と 6 つの母音、超分節音として 4 つの声調を音素として設定する。一部の音

素は頻度が低いが、それらの存在は通時的観点から説明可能である。子音音素 /s/ と /ɕ/ 

は音素目録のギャップと音韻規則に基づき、音韻論的に有気音と自然類を成すと解釈可

能である。音節構造は C(C)V(C) と一般化可能であり、弱化音節は音声的に弱いだけで

なく生起しうる音素の数にも制約がある。成節鼻音は形態規則など複数の証拠に基づき、

独立した一音節を成すことが証明できる。単一形態素に関して、動詞は一音節となる傾

向がある一方、名詞は二音節となる傾向がある。(形態)音韻規則として、成節鼻音の逆



行同化、非有気音化、声調の拡散と同化、一音節半語化、二音節語化、融合などの現象

が認められる。成節鼻音に出現する 3 つの音声的声調はその分布を根拠として 2 種の基

底形へと還元可能である。 

 第 3 章 Morphology では、ジンポー語形態論を扱う。語形成規則として、接辞付加、

複合、重複、ゼロ派生が認められ、このうち複合および重複が最も生産的な規則である。

多くの接辞は共時的生産性を持たないが、複数の化石化した接辞が認められる。複合に

は名詞と動詞が関与し、名詞からなる複合語は右側主要部規則に従うが、動詞を含む複

合語は主要部が一定しない。並列複合語の構成要素の順序は予測可能であり、音韻的要

因が関与的である。複合語は形態的緊密性により統語的句から区別される。重複は部分

重複により実現され、習慣性、分散性、不定性、複数性などをコードする機能を担う。

ゼロ派生に関わる語彙は人間に関するものが多い。ジンポー語には共時的に同族名詞動

詞構文が広く認められるが、その成立には様々な語形成規則が複雑に関与している。 

 第 4 章 Word classes では、ジンポー語の品詞分類を行う。形態統語的分布に基づき、

名詞、動詞、副詞、間投詞、助詞の 5 つの品詞を認める。名詞の下位類である、普通名

詞、人称代名詞、指示代名詞、疑問代名詞、数詞、類別詞、場所名詞、後置詞は名詞句

の主要部になりうるという点で共通性を示すが、普通名詞を除く閉じた類を成す名詞類

は修飾要素との共起関係に様々な制約がある。動詞は否定辞付加可能性により定義され、

この基準に基づくと、形容詞やコピュラは動詞の下位類として位置づけられる。 

 第 5 章 The noun phrase では、名詞句の記述を行う。指示詞、属格句、数量詞句、関

係節などの名詞句を構成する要素はその統語的位置の柔軟性に基づくと、意味的主要部

と並列関係にあると考えうる。修飾要素との共起可能性は名詞により異なり、その特徴

を根拠として名詞の下位分類が可能である。例えば、代名詞類は先行する修飾要素とは

共起せず、後続する修飾要素とのみ共起する。人称代名詞は 3 つの人称と 3 つの数によ

る体系を成す。人称代名詞双数形は通時的に数詞の「2」を含むと解釈できる。指示代

名詞の体系は直示中心との距離や方向性に加え、直示中心と指示物の相対的高さに基づ

いても分割される。疑問代名詞を含む疑問語は疑問のみならず、不定の意味を表す際に

も用いられる。ジンポー語の数詞体系は十進法に基づいており、数詞は形式的に祖語の

形式を比較的よく保存している。千以上の位を表す数詞は生起位置に基づくとこの言語

において類別詞として機能していると解釈できる。一部の類別詞は普通名詞などからの

移行により成立したと考えられる。場所名詞は閉じた類を成し、その一部は有生名詞の

場所化など文法的役割を担う。 

 第 6 章 Case marking は、格標示体系を提示する。ジンポー語は主格・対格型言語であ

り、格標示は格椅辞により成される。被動者の格標示にはゼロと対格による格の交替が

認められ、それらは有生性階層における動作主と被動者の相対的関係に基づき交替する。

場所格には複数の形式が存在するが、その使い分けは標示する名詞句の意味役割や文体

に基づいて行われる。属格は標示する名詞句が場所・時間であるか否かに基づいて使い



分けられる。格椅辞以外に後置詞も格標示機能を担うが、後置詞はその統語的特徴から

名詞の下位類として分類される。 

 第 7 章 The verb complex では、動詞複合の記述を行う。動詞は語彙アスペクトに基づ

き、動態動詞と静態動詞の 2 つに大きく分類されるが、これらは TAM 標識の時制解釈

による相違を見せる。ジンポー語の形容詞は動詞の下位類として位置づけられるが、こ

の言語において形容詞は閉じた類を成す。コピュラ動詞は必須ではないものの否定や従

属節では必須要素となる。ジンポー語では動詞連続が多用され、動詞連続は、連続性、

付随性、目的などの関係をコードする役割を果たす。動詞連続の項構造は構成要素の項

構造の組み合わせに基づくが、同一の意味役割を持つ名詞句は動詞間で共有されなけれ

ばならない。周辺言語同様、補文の一部は動詞連続により形成されるが、補文関係の動

詞連続はその項構造などから他の動詞連続と異なる性質を示す。動詞連続の構成要素に

は脱範疇化が認められ、V1 は副詞へと、V2 は助動詞へと脱範疇化する傾向が認められ

る。ジンポー語は様々な動詞由来の助動詞を持つが、動詞と助動詞には連続性が観察さ

れる。一部の助動詞は主動詞との相対的位置が自由である。ジンポー語はアスペクトと

ムードが卓立した言語である。アスペクトは変化相と非変化相の二項対立を成す。変化

相は開始点・終結点いずれも示しうるが、その解釈の相違は文の telicity に基づく。ジ

ンポー語のムードは動詞複合の末尾に範列的に現れるムード標識によって表され、6 項

対立を成す。周辺言語の影響により、一部のムードは終助詞によって置き換えられる傾

向にある。 

 第 8 章は Other categories と題し、副詞、間投詞、副助詞、終助詞の記述を行う。副詞

の大部分は動詞由来であり、接辞付加や重複により共時的に派生されたものと動詞連続

の脱範疇化により通時的に派生されたものがある。間投詞は統語的にそれ自体で一文を

成すと考えられ、一部は動詞由来である。副助詞は主題や対比を示す形式を含み、様々

な統語的位置に生起する。周辺言語同様、ジンポー語では終助詞が多用され、一部の終

助詞は疑問文を形成する機能を果たす。 

 第 9 章 Subordination and coordination では、従属節と等位節を記述する。周辺のチベ

ット・ビルマ系言語同様、ジンポー語では名詞節が多機能性を示し、関係節、一部の補

文、一部の副詞節などの従属節はいずれも名詞節により形成される。関係節はその形式

的特徴から名詞節の一種であると考えられる。この言語では主要部を持たない関係節や

主要部内在型関係節も広く認められる。補文は、名詞節、動詞連続、補文標識などを用

いて形成される。疑問節は補文の一種であり、ジンポー語は疑問節を形成する様々な方

法を発達させている。副詞節は名詞節または従属節標識により形成され、一部は重複に

より形成される。 

 第 10 章は The original picture of verbal endings と題し、現代語において失われつつある

動詞語尾の記述を行う。動詞語尾のテンプレートは、数-アスペクト-(方向)-人称-ムード

と一般化できる。動詞は、数、人称、アスペクト、ムードの範疇に従って屈折を起こす。



方向性や所有者一致を示す形態素も動詞語尾に付随的に生起しうる。方向範疇は去辞と

来辞の二項対立を示す。動詞の人称標識は多様な異形態を示すが、これらは異形態規則

およびムードを表す標識により条件づけられている。動詞の人称一致には、中核項の文

法役割と人称階層の 2 つの要因が関与的である。動詞は中核項のみならず、所有者名詞

句とも一致しうるが、この一致には人称階層が関与する。動詞語尾の末尾のスロットに

はムードをコードする標識が生起し、これらにより、平叙文、命令文、疑問文などが形

成される。命令は 2 人称に対する典型的命令のみならず、1 人称や 3 人称に向けること

も可能である。 

 第 11 章 Loanwords は、借用語を対象として記述する。シャン語、ビルマ語、漢語が

ジンポー語への借用語の供給源となるが、このうち特にシャン語からの借用語が著しい。

ビルマ語起源の借用語の多くはシャン語経由でジンポー語に借用された可能性が高い。

シャン語借用語と借用元の音対応は分節音レベルでは規則的対応を示す。超分節音レベ

ルでは必ずしも規則的な対応を示さない。 

 第 12 章は Language contact among the Kachin と題し、ジンポー語を含むカチン諸語に

おける言語接触を語彙論、音韻論、形態論の観点から扱う。カチン諸語は共通語として

のジンポー語から多くの語彙を借用しており、これら借用語はカチン諸語の地域語彙の

一部を形成するものである。カチン諸語のうちザイワ語は系統的にビルマ語と親縁性を

示すにも関わらず、ジンポー語の強い影響下にあり、語彙面と音韻面においてジンポー

語の影響を受けている。 

 Appendix A では、論者がフィールドワークにより採集した複数のテキスト資料のう

ち、「カムカム鳥」「ディンパン方言の音声」「唾」「落雷」と題するテキスト資料を語釈

と英訳をつけて提示する。Appendix B は、論者が収集・分析した約 2300 語の語彙を品

詞などの情報と共に提示する。Appendix C は、ジンポー語における借用語をまとめ、

約 500 語のシャン語借用語、約 250 語のビルマ語借用語、約 120 語の漢語借用語、約

70 語のインド系言語起源の借用語を借用元の形式と共にリストする。Appendix D は、

ジンポー語から他のカチン諸語に借用された語を約 300 語提示する。 




